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猫スピリチュアル全開！
シルクちゃんの子供たち？

18,000円⇨13,000円

親子四人同時襲名

産みの母 …三浦和子 物語

お山のわんこたちに
ご寄付のお願い

待望の新サプリ

肌美はなさず
この春誕生！

仲間 シニア世代と
募集 犬・猫を結ぶ

本当に大事なことは
自信がつく
ということです

相 互 扶助
ネットワークづくり

■癒しの動物霊園 動愛園

皮膚に浸透させるのは
オイルではなく水！

■ヘタ字を
マジカル改善！
■インプラント情報

デンタルチームジャパン

月エネルギーが示す

開運月暦
プレゼントも！

大好評続行！

ヒアルロン酸＆コラーゲンサプリの

シェルター情報

■Hamiel・Aiというサロン

差額ガリヤ負担

読者の皆様への感謝を込めて

日々犬々

Ａ席

盛春号

感謝観劇企画

ファンタスティック・
リアル・ビースト

中村芝翫 襲名披露

八代目

アニマルファミリー

中村橋之助 改め

西中洲 なか尾
呉服町 第８八千代丸
博多駅 夢花・げんき堂
薬 院 縁-ENISHI-

六月博多座大歌舞伎

ガリヤ

月

Dr.田原のおじゃまクリニック

■プレゼント■

ともえコスメシリーズ
尻職人の陶芸

撤下神饌
マジカルスパイス
♥♥♡♥♥♥♡♥♥♥♡♥

人気エッセイ ♥♥♥♡♥♥♥♡♥♥♥♥♡♥♥

物語の行方
下田逸郎
…きづいて君も自由になりなよ…
おもしろ歴史講座 …福岡藩御用商人が明治維新を編纂… 一坂太郎
cocoroおしゃれCafe …視覚印象UPは大事な戦略… 杉林せいこ
平戸の片隅で …庭にヒヨドリがやって来た…
松瀬てつ代
おもしろ法律相談 …無免許経営者だらけの日本… 丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ…心がやすらいでくるひじき料理…Cozue
家計の断捨離 …「相続」を「争族」にしないために… 久米カヲル

大好評につき続行決定！ガリヤ読者さまへの
みなさま
ありがとうございました。
平成二十九年

E-mail
郵送

以下の申し込み書にご記入のうえ、切り取って
そのまま FAX してください。

events@gariya.com

メールに以下の①〜⑩をご記入（番号順）のうえ
送信してください。

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通

1-9-2-207 ガリヤ

▼お申し込みのチケット（第一 or 第二希望公演）
を、おとり出来次第
【振込案内】を送ります。

※お申し込み頂いた時点でキャンセルが出来ませんのでご注意ください。

▼ガリヤからの【振込案内】到着後、１週間以内にご入金ください。
▼
【ご入金確認】の後、チケットを発送させて頂きます。

以下の申し込み書にご記入のうえ、切り取って
封入し、郵送してください。

※複数で購入される方々は連続席となるよう努めますが、お席の指定は
出来かねます。
※チケットは遅くとも開演 10 日前迄にはお届けいたします。

ふりがな

……………………………………………………………………………………

①氏 名

③チケット
送 付 先

中村芝翫 襲名披露

FAX

ご購入の流れ
⬆

申込み法は右三通り
⬆

092-751-3779

八代目

六月博多座大歌舞伎

②電話番号

ー

ー

〒
⑤
E-mail でのご案内

④E-mail

襲名披露

⑥第一希望 日
6月

⑩合計金額

日

13,000

⑧第二希望日

⑦枚数

枚

曜日（昼・夜）
円×

イ 希望する ロ 希望しない

6月

日

枚＝

中村国生改め 四代目中村橋之助
中村宗生改め 三代目中村福之助
中村宜生改め 四代目中村歌之助

公 演 名

⑨枚数

枚

曜日（昼・夜）
※送料もガリヤが負担
しております。

円

襲名披露

※受付開始日前のお申し込みにつきましては４月１０日迄保留日とさせて頂きます。
※残席状況等によりお受けできない場合がありますことをご了承ください。
※小学生未満のお子様のご入場はお断りしております。

受付期間：４月10日
（月）〜5月15日
（月）

制作 松竹株式会社

三代目 中村橋之助 改め

八代目

中村芝翫
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28

感謝観劇企画

六月 博多座大歌舞伎ご優待

歓迎会 特撰の店

なか尾・第８八千代丸
夢花 げんき堂・縁 -ENISHIヒアルロン酸・コラーゲンサプリの

生みの母

三浦和子物語

物語の行方 …下田逸郎
シェルター情報
猫エッセイ…長澤由起子
日々犬々 …土生亜紀子

募集！犬猫人互助会 癒しの斎場 動愛園

オイルでなく水…ハミエル・アイ

おもしろ法律相談…丸田幸一

平戸の片隅で…松瀬てつ代

おもしろ歴史講座 …一坂太郎
開運月暦 おすすめ鑑定士
お悩み解決伝言レシピ…Cozue
ちょっとひと息…杉林せいこ
読者投稿 マジカル書道

プレゼント 家計の断捨離…久米カヲル

プレゼント応募・ご意見・アンケート

応募封筒

インプラント デンタルチームジャパン

田原形成クリニック

笑って呆れて怒って泣ける
フリーペーパー波瀾万丈記【電子ブック版】

ガリヤ戦記

スマホでも
読めますよ

昭和 40 年 8 月 31 日生まれ。本名中村幸二。屋号成駒屋。
七代目中村芝翫の次男。昭和 45 年５月、国立劇場「 柳
影澤蛍火」吉松君で中村幸二の名で初舞台。 昭和 55 年
４月、歌舞伎座「沓手鳥狐城落月」裸武者銀八ほかで三
代目中村橋之助を襲名。立役として時代物、世話物、新
歌舞伎、舞踊など幅広い分野で数々の当り役を持つ。ま
た、テレビ・映画にも多数出演。

02

無料

☎092-751-3778

福岡市博多区下川端町 2-1
地 下 鉄：［中洲川端駅］⑦番出口直結
西鉄バス：［川端町・博多座前］下車

親子四人同時襲名
新たな時代の幕開け

お問い合わせ ガリヤ

る親子四人同時襲名だ︒

※感謝観劇企画は 6 月２日（金）より 6 月 16 日（金）の公演を対象としております。

昨年秋︑歌舞伎座において中村橋
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之助が八代目中村芝翫を襲名した︒ 東京︵歌舞伎座︶︑大阪︵松竹座︶
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に続いてこの六月はいよいよ博多

日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
曜 金 土 日 月 火 水 木 金 祝 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

同時に橋之助の長男である中村国

6月2日
（金）
〜26日
（月）

︵博多座︶での襲名披露︒

公演スケジュール

生が四代目中村橋之助を︑二男の

※特Ｂ席（15,000 円）
Ｂ席（12,000 円）の取扱いはございません。

成駒屋の大名跡・中村芝翫の五年

※差額はガリヤが負担しております。

中村宗生が三代目中村福之助を︑

※今回のガリヤ特別ご優待席は、
Ａ席のみとなっております。

ぶりの復活と親子四人の同時襲名

13,000円

が初夏の博多を彩る︒

18,000 円→

三男の中村宜生が四代目中村歌之

Ａ席

助を襲名という︑歌舞伎史上希な

ガリヤ読者 特別ご優待料金（税込）

中村橋之助 改め

おかげさまで
ガリヤは
復活３度目の
春を迎えています…

長澤由起子

① 「ガリヤ」
で検索して
ホームページをまず
開いてください。

②トップページの
⇦この絵を
クリックしたら
読めます！

ガリヤ
中村国生改め

四代目中村橋之助

中村宗生改め

三代目中村福之助

中村宜生改め

四代目中村歌之助

注：
「ガリヤ戦記」
での検索は×
ジュリアス・シーザーのガリア戦記ばっかり出てきます。
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みなさま
ありがとうございました。
平成二十九年

E-mail
郵送

以下の申し込み書にご記入のうえ、切り取って
そのまま FAX してください。

events@gariya.com

メールに以下の①〜⑩をご記入（番号順）のうえ
送信してください。

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通

1-9-2-207 ガリヤ

▼お申し込みのチケット（第一 or 第二希望公演）
を、おとり出来次第
【振込案内】を送ります。

※お申し込み頂いた時点でキャンセルが出来ませんのでご注意ください。

▼ガリヤからの【振込案内】到着後、１週間以内にご入金ください。
▼
【ご入金確認】の後、チケットを発送させて頂きます。

以下の申し込み書にご記入のうえ、切り取って
封入し、郵送してください。

※複数で購入される方々は連続席となるよう努めますが、お席の指定は
出来かねます。
※チケットは遅くとも開演 10 日前迄にはお届けいたします。

ふりがな

……………………………………………………………………………………

①氏 名

③チケット
送 付 先

中村芝翫 襲名披露

FAX

ご購入の流れ
⬆

申込み法は右三通り
⬆

092-751-3779

八代目

六月博多座大歌舞伎

②電話番号

ー

ー

〒
⑤
E-mail でのご案内

④E-mail

襲名披露

⑥第一希望 日
6月

⑩合計金額

日

13,000

⑧第二希望日

⑦枚数

枚

曜日（昼・夜）
円×

イ 希望する ロ 希望しない

6月

日

枚＝

中村国生改め 四代目中村橋之助
中村宗生改め 三代目中村福之助
中村宜生改め 四代目中村歌之助

公 演 名

⑨枚数

枚

曜日（昼・夜）
※送料もガリヤが負担
しております。

円

襲名披露

※受付開始日前のお申し込みにつきましては４月１０日迄保留日とさせて頂きます。
※残席状況等によりお受けできない場合がありますことをご了承ください。
※小学生未満のお子様のご入場はお断りしております。

受付期間：４月10日
（月）〜5月15日
（月）

制作 松竹株式会社

三代目 中村橋之助 改め

八代目

中村芝翫

04
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28

感謝観劇企画

六月 博多座大歌舞伎ご優待

歓迎会 特撰の店

なか尾・第８八千代丸
夢花 げんき堂・縁 -ENISHIヒアルロン酸・コラーゲンサプリの

生みの母

三浦和子物語

物語の行方 …下田逸郎
シェルター情報
猫エッセイ…長澤由起子
日々犬々 …土生亜紀子

募集！犬猫人互助会 癒しの斎場 動愛園

オイルでなく水…ハミエル・アイ

おもしろ法律相談…丸田幸一

平戸の片隅で…松瀬てつ代

おもしろ歴史講座 …一坂太郎
開運月暦 おすすめ鑑定士
お悩み解決伝言レシピ…Cozue
ちょっとひと息…杉林せいこ
読者投稿 マジカル書道

プレゼント 家計の断捨離…久米カヲル

プレゼント応募・ご意見・アンケート

応募封筒

インプラント デンタルチームジャパン

田原形成クリニック

笑って呆れて怒って泣ける
フリーペーパー波瀾万丈記【電子ブック版】

ガリヤ戦記

スマホでも
読めますよ

昭和 40 年 8 月 31 日生まれ。本名中村幸二。屋号成駒屋。
七代目中村芝翫の次男。昭和 45 年５月、国立劇場「 柳
影澤蛍火」吉松君で中村幸二の名で初舞台。 昭和 55 年
４月、歌舞伎座「沓手鳥狐城落月」裸武者銀八ほかで三
代目中村橋之助を襲名。立役として時代物、世話物、新
歌舞伎、舞踊など幅広い分野で数々の当り役を持つ。ま
た、テレビ・映画にも多数出演。

02

無料

☎092-751-3778

福岡市博多区下川端町 2-1
地 下 鉄：［中洲川端駅］⑦番出口直結
西鉄バス：［川端町・博多座前］下車

親子四人同時襲名
新たな時代の幕開け

お問い合わせ ガリヤ

る親子四人同時襲名だ︒

※感謝観劇企画は 6 月２日（金）より 6 月 16 日（金）の公演を対象としております。

昨年秋︑歌舞伎座において中村橋

00
00 00 00
00
00
00
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
夜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

之助が八代目中村芝翫を襲名した︒ 東京︵歌舞伎座︶︑大阪︵松竹座︶

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昼・
00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00
00
00

に続いてこの六月はいよいよ博多

日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
曜 金 土 日 月 火 水 木 金 祝 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

同時に橋之助の長男である中村国

6月2日
（金）
〜26日
（月）

︵博多座︶での襲名披露︒

公演スケジュール

生が四代目中村橋之助を︑二男の

※特Ｂ席（15,000 円）
Ｂ席（12,000 円）の取扱いはございません。

成駒屋の大名跡・中村芝翫の五年

※差額はガリヤが負担しております。

中村宗生が三代目中村福之助を︑

※今回のガリヤ特別ご優待席は、
Ａ席のみとなっております。

ぶりの復活と親子四人の同時襲名

13,000円

が初夏の博多を彩る︒

18,000 円→

三男の中村宜生が四代目中村歌之

Ａ席

助を襲名という︑歌舞伎史上希な

ガリヤ読者 特別ご優待料金（税込）

中村橋之助 改め

おかげさまで
ガリヤは
復活３度目の
春を迎えています…

長澤由起子

① 「ガリヤ」
で検索して
ホームページをまず
開いてください。

②トップページの
⇦この絵を
クリックしたら
読めます！

ガリヤ
中村国生改め

四代目中村橋之助

中村宗生改め
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注：
「ガリヤ戦記」
での検索は×
ジュリアス・シーザーのガリア戦記ばっかり出てきます。

歓迎会
特撰の店
海の旬 山の旬 陸の旬を集めて
匠の料理人たちが咲かせる
美味しさの花 …

西中州
界隈

季節のおまかせコース

● 4,000 円…コース ● 5,000 円…コース
● 7,000 円…コース ●10,000 円…コース

鍋コース

●水炊きコース…………… 5,000 円
●寄せなべコース……………5,500 円
●あら鍋コース…………… 12,000 円
●もつ鍋コース………………4,000 円
●ふぐコース ………………要ご予約
●和牛すきやきコース …… 要ご予約

※ 上記の他にもご予算に応じて ご注文を承っております。

DRINK

●豊富な銘柄の日本酒を
お楽しみになれます。
●ワインは常時百種以上の
取り揃えがあります。
●シャンパンの取り揃えも
びっくりするほど豊富です。

なか尾

かに通●

中洲

︻雰囲気︼︒居酒屋の 気軽 さを 保

ちながらも︑料亭さながらの上

質感を併せ持つ希少な店です︒

慶弔︑ビジネス接待はもちろん

歓迎会や同窓会など︑さまざま

なシーンを応援してくれます︒

届いた寛ぎ感あふれる和個室で

︻部屋︼隅々 まで手入 れの 行き

す︒畳にテーブル席という組み

合せの中にも︑ワンランク上質

な心地良さがのぞきます︒

二名 から六十 名までの宴会に対

応しています︒

︻料理︼厨房から一皿また一皿 …
と運ばれてくるたび︑美しさに

まずは目が︑続いて舌が︑歓喜

します︒

選りすぐりの旬に潜む味わいの

個性を︑井手上料理長率いる熟

4

なか尾

国体道路

「ガリヤを見た」でスパークリングワイン１杯プレゼント！

個室は全て、上質感と寛ぎに満ちた
和のテーブル席です。

那珂川

西中洲大通り

至天神

練料理人たちが︑ものの見事に

引き出して魅せます︒

食材によっては洋食もアリとい

う︑底知れぬ料理バリエーショ

ンにも驚かされます︒

から徒歩５分程︒

天神からは︑国体道路を春吉

橋 手 前 で那珂川沿いに左折し︑

道 な りに進んでスグ右です︒

ガリヤ特典

︻アクセス︼中洲川端駅︵地下鉄︶

福岡市中央区西中洲3-2
営：平日 17:00〜24:00(lo23:30)
休：日曜日
（月曜が祝日の場合は日曜営業月休み）
席：120 席（座敷席あり・掘炬燵・最大宴
会人数 60 人）

西中洲

☎092-732-3142

料理人たちの勢いが伝う
カウンター席も人気です。

歓迎会
特撰の店
博多駅
界隈

お得なコース料理の一例
120分飲み放題付
喜楽コース4,000円（全8品・税込）

・刺身盛合せ
・ふぐの唐揚げ・
・グリーンサラダ
・牛赤身ステーキ
・牛すじ大根銀餡仕立 ・かしわめし
・白身魚の
・デザート
クリームソース

・ふぐの唐揚げ
・新竹の子丸焼き
・牛赤身ステーキ
・いか後造り天ぷら
・かしわめし
・デザート

※天候によりいかの入荷が無い時は馬刺し
に変わりますことをご了承ください。

ちの超人気店 ︒
仕事帰りに気軽に

︻雰囲気︼博多駅利用の社会人た

立ち寄り︑
軽く飲み食べする姿が

目立ちます︒
店名のように元気い

っぱい且つ寛ぎ感もいっぱいで ︑

明日への活力源のお店です︒

ルやカウンター席 が目に 入りま

︻部屋︼店内に踏み込むやテーブ

すが ︑
奥にはオシャレな個室 ︑
し
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かも全て 掘 り炬燵席です ︒
最大

「ガリヤを見た」で10名様以上のご予約グループに真鯛活き造りプレゼント！

六十 名まで利用できるため大人

数の宴会にも 頼もしいお店です︒

り︻︼ 玄界灘の活魚︼ お寿司やさ

︻料理︼呼子 直 送︻イカの活け造

和食 店と
んに負けない
︻寿司 ︼ …
思いきや
︻鉄板焼き︼
︻ハンバーグ

ガリヤ特典

筑紫通り

肉料理もシッカリ堪能させます︒

通り
住吉

筑紫口

︵黒毛和牛百％ ︶
︼といった本格

はかた
駅前通り

博多都
ホテル

り

博多駅

通

夢花・げんき堂

博

ミナル８Ｆです ︒
これ以上のアク

大

︻アクセス︼
博多駅構内︑
バスター

博多区博多駅中央街２番１号博多バス
ターミナル８階
営：11:00〜14:30 17:00〜23:00
席：100席(60名迄の個室あり）

セスはまず望めません！

☎092-472-2033

鉄板肉バル

120分飲み放題付
贅沢コース6,000円（全12品・税込）

旬魚旬祭

・刺身盛合せ・
・いか活き造り
・グリーンサラダ
・牛すじ大根銀餡仕立
・白身魚の
クリームソース

夢花 げんき堂

120分飲み放題付
雅コース5,000円（全11品・税込）

新鮮魚介と肉料理を
同時に堪能させてくれる
珍しい店です

▲上質な黒毛和牛にこだわった本格的鉄板焼き

▲呼子直送イカの活け造り 1,200 円

歓迎会
特撰の店
呉服町
界隈

小鉢・ヒラメ活造り・おまかせ刺身・おまかせ刺身・おまかせ１品・おまかせ１品
鶏唐揚げ・おにぎり・後造り味噌汁※４名様よりグループ全員でお願いしております。

玄界灘活造りコースお一人様5,500円（税込 ４名様〜）３月〜10月末まで
小鉢・白身魚造り・青味魚造り・イカ活造り・貝類刺し・海老類刺し・
おまかせ１品・おまかせ１品・肉料理・後造り・おにぎり・後造り味噌汁
※天候により仕入れが異なりますので内容が変わる事もございます。

●コース＋500円でイカ活造りが付きます。
※イカが入荷しない場合は他のお刺身になります。

●コース＋1,500円で飲放題
※お席が２時間となります。

※コース＋の企画は全て４名様以上グループ全員でのご注文とさせて頂きます。
※コースご予約 又、人数の変更は前日までにお願いします ( ご予約 問い合わせ受付：13 時より )。

昭和通り

大博通り

明治通り

地下鉄呉服町駅

■第８八千代丸

離感を保ちつつ︑フレンドリー

︻雰囲気︼
お客さまとの程よい距

な接客が心地よいお店です︒活

気に溢れ︑会社帰りにも気軽に

立ち寄れ︑ついでに元気がもら

えます︒

ー席ですが︑お部屋タイプなので

︻部屋︼
おヒトリさまならカウンタ

個室は和洋あり︑小人数から大人

とても落ち着きます︒

数︵マックス六十二名︶までの宴会
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に対応しています︒

ど ︑様々なシチュエーションで楽し

歓迎会やビジネス接待 ︑
女子会な

…すみません、チカラいっぱいの値段設定のため…ありません。

むことができます︒

︻料理︼
少し前まで近隣の海でスイ

味しいことはもちろんですが︑
コス

スイ泳いでいた魚たちですから︑
美

パの良さにも ︑とても満足させら

れます︒

になったら︑
ぜひ足をのばしてくだ

﹁美味しい魚が食べたい！﹂
の気分

さい︒
タイやヒラメやイカや海老や

と
…にかく︑旬の魚介がズラ〜リ
なのです︒

方向に歩き︑
二つ目の角を右折し

で降りてください︒
大博通りを海

てスグです︒
徒歩一分の所にあり

ますので︒

ガリヤ特典

︻アクセス︼地下鉄なら呉服町駅

至博多駅

テーブル個室も人気です︒

福岡市博多区中呉服町3-28
日商博多ビル１Ｆ
※地下鉄呉服町より徒歩１分
営：17:00〜24:00
（LO.23:30）
休：日曜
席：全90席/最大宴会人数62人
（座敷・掘り炬燵・カウンター席 )

宴会は最大６２名まで大丈夫です︒

☎092-262-1136

新鮮魚介の豊富な美味しさと
第８八千代丸
コスパの良さで
人気沸騰しています

▲第8八千代丸おまかせコースお一人様3,500円（税込 ４名様〜）1年中

歓迎会
特撰の店
薬院界隈

3,999 円（税込）

・前菜 2 種盛り
・本日のサラダ・揚げ物
・やよい豚バラしゃぶしゃぶ
・やよい豚ロースしゃぶしゃぶ
・野菜盛り
・自家製トリュフバター
・〆のうどん or 雑炊
・デザート

飲み放題2H付 歓迎会コース 飲み放題 2H 付 歓迎会コース
国産牛とやよい豚の食べ比べ 牛タン溶岩焼付 !
A5 佐賀牛と加藤ポークの
しゃぶしゃぶコース
（全10品）
食べ比べコース (全 10 品）
4,999円（税込）

おすすめ！

7,999 円（税込・料理のみ 5,980 円）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

-

︻雰囲気︼落ち着くな と
…思って
いたらナルホドでした︑少し暗

めにしています︒快適さや様々

なニーズにへの配慮が随所に感

じられます︒

︻部屋︼気軽なテーブル席︑掘り

炬燵の部屋の他︑カップルシー

トのお部屋も一室︒貸し切り宴

会は１５名より最大３４名まで

対応してくれます︒

成果は実に見事です ︒
︻ 豚しゃ

︻料理︼肉質に対するこだわりの

ぶ ︼にしても︑臭みなんかマッ

タクなし︒舌にトロ〜リとトロ
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☝詳しくは公式 HP へ

-

●縁 -ENISHI-

ワインや日本酒、
焼酎など厳選した
お酒の取り揃えも
お楽しみください。

しゃぶしゃぶと溶岩焼きの店

城東橋

城南線
●福岡銀行

ける極上肉です︒エサからこだ

わって大切に育てている酪農家

さんと契約しているとのこと︒

「ガリヤを見た」の4名様以上のご予約でコース500円OFF！

DRINK

ー

ー

ー

ＥＮＩＳＨＩ

高宮通り

薬院大通駅

まさに食材命というわけですね︒

︻牛しゃぶ ︼も最高 級の Ａ５佐

賀牛を使用︒その美味しさは芳

醇かつ絶品です︒

炎が燃え盛る溶岩の上で目の前

︻溶岩焼き︼がこれまたスゴイ！

で焼き上げるお肉は見た目にも

ガリヤ特典

豪快︑かつ楽しい演出です︒

通りに入りスグ︒平尾駅から徒

歩１０分︒天神から徒歩２０分︒

︻アクセス︼薬院大通りを︑高宮

福岡市中央区薬院3-12-22美山ビル1Ｆ
営：ランチ
11:30~14:30（平日・土曜のみ）
ディナー 18:00〜翌 1:00
休：なし
席：34 席（座敷・掘り炬燵・テーブル）

薬院六ツ角
西日本
シティ銀行●

薬院駅

☎092-753-6629

・前菜 2 種盛り・本日のサラダ
・牛タンの溶岩焼き・A5 佐賀牛しゃぶしゃぶ
・くちどけ加藤ポークバラしゃぶしゃぶ
・くちどけ加藤ポークロースしゃぶしゃぶ
・野菜盛り・自家製トリュフバター
・〆のうどん or 雑炊・デザート

縁

・前菜 2 種盛り・本日のサラダ
・揚げ物・国産牛しゃぶしゃぶ
・福岡県産やよい豚バラしゃぶしゃぶ
・福岡県産やよい豚ロースしゃぶしゃぶ
・野菜盛り・自家製トリュフバター
・〆のうどん or 雑炊・デザート

豚しゃぶが苦手な人でも
豚しゃぶが食べたい人になる
ビックリな店です

飲み放題 2H 付 歓迎会コース
やよい豚しゃぶしゃぶコース（全 9 品 )

①コラーゲンサプ
リを摂る前の三浦
さんです︒
育児と仕事に全力
投球し続け︑普通
に年齢を重ねてい
ます︒
②コラーゲンを摂
取し始めて二ヶ月
後の三浦さんで
す︒友人から送ら
れてきた〝福岡商
工会議所５０周年
記念クルージング
〟参加時のスナッ
プ写真です︒
自らの若返りに
ビックリというよ
り︑コラーゲンの
効能にビックリし
ました︒
これを機にコラー
ゲンサプリの製造
販売に自信を持っ
て取り組むことと
なります︒

片っ端から飛び込んだ︒
周囲の畑に浸水し︑農作物が 枯
…れた︒

なんと工場排水︵鶏皮の脂を含んだ湯︶が

しかし︑

﹃珍しいから置いてみましょう！﹄って﹂

んて︑今でこそあっちこっちにありますが
てからわずか一週間目の出来事だった︒

か ったの は〝 鶏皮の酢漬け 〟にシフトし

オケラの彼女に莫大な損害賠償金が降り掛

パーも耳を傾けてくれました︒ヤキトリな

﹁タイミングが良かったんですね︒どのスー

いったい何度打ちのめされたことだろう そ
…のたんびに
﹁なんとかしなくちゃ ﹂
…と立ち向かっては︑新たに産み出していった︒
そんなグレートマザー三浦和子さんに︑クローズアップ！

︒
…

夫の転勤をきっかけに福岡移住︒
そして訪れた結婚生活の破綻
これは︑頼る者なしの福岡で︑
シングルマザーとなった三浦和子
の三十三歳から始まる物語だ︒

と起き上がっていたら︑幼子たちはスクス

﹁ナントカしなくちゃナントカしなくちゃ﹂

と
…︑船出からして見事な波瀾万丈っぷり
ながらも︑そのたんびに︑

工場建設中にＯ・１５７

と
…︑そんな時である︒
﹁鶏皮は ︑ 湯がいて 酢漬けにして食うと美

ク育ち︑会社も同じくスクスク育ち︑従業

﹁サッパリ売れなかったんですよ﹂

味いんやけどな ﹂
…
普段なら聞き逃すようなツブヤキを︑彼女
員の数も百名を超えた︒

〝母〟の自覚

のセンサーはキャッチした︒

起業家としての原動力は〝母〟であること

めには 働 か なければいけません ︒子供 を
﹁さっそく鶏皮を湯がいて酢漬けにして︑

﹁ 子供たち︵三歳と 四歳 ︶を食べさせるた

の自覚に他ならない︒

育てながらやれる仕事は何だろうって色々
今度はそっちを並べてもらったんです﹂
そして︑食肉の加工販売業にシフトした︒
建造が始まっていた︒

ば扱わんね？﹄って声がかかったんです﹂

﹁ 養鶏業を営む長崎の知人から﹃ 鶏皮 の串

そんな暗中模索に光が差した︒

世話︶
⇩幼稚園︵預け︶
⇩工場︵生産︶
⇩外

﹁淋し過ぎ 四
…時には終わらせます！﹂
と計画していたが︑起床⇩母業︵朝食等の

囲まれた︑ちょっとワケアリな物件だった︒

厨房に大きな鍋一つの工場は︑お墓と畑に

た 月
…々何千万もの赤字を出し始めた︒

〝Ｏ１５７〟が日本中の食肉業界を直撃し

しかし同じ年︑食肉を感染源とする伝染病

この段階では未だいわゆる販売業︒ヤキト
回り︵配達︶
⇩幼稚園︵お迎え︶
⇩母業︵食

莫大な損害賠償金

１９９９年︑最新機器を備える自社工場の

考えました︒ブティックは 在
…庫を抱える
初 期 投 資 が ハン
からダメ︒本屋 さんは …
パ無かったのでダメ︒喫茶店なら出来るか

な 儲
…かりそうにないからこれもダメ ﹂
…

リの串を安く仕入れてスーパーに販売委託
事・入浴・就寝等の世話︶
⇩工場︵生産︶

﹁ ど
…うにかしなくちゃ ﹂
…
と︑その時だ︒

とにもかくにも︑手にした慰謝料が底を突
と︑天を仰いで叫びたくなるような出来事

と
…作業は連日深夜に及んだ は
…いいが︑
﹁Ｗｈｙ？こんなに頑張ってるのにぃ〜！﹂

た コ
…ラーゲンである︒
おそらく︑美容サプリとしてのコラーゲン

﹁アレって 肌
…によさそう ﹂
…
絶望の淵から︑食肉加工の過程で産出され

くのは時間の問題だった︒
が彼女を襲った︒

三年ほどして〝ヒアルロン酸〟が加わるが︑

そんなコラーゲンの窮地を救ったのが︑
意外

手にしてくれなかったんです﹂

ころが﹃ 前例が無いから﹄って ︑どこも相

﹁やっと成分検査までこぎつけたんです︒と

ている︒

度〟の信念が︑ヤキトリの串のごとく貫い

冠ヒアルロン酸〟に辿り着くわけだが 彼
…
女の産み出すサプリは常に〝効能＝成分純

そして︑今でこそ最高品質と謳われる〝鶏

やはり美容サプリとしてはほぼ未開︒

にも麻生さんだ︵当時の県知事︶
︒

最強サプリ誕生！
んのに︑検査も出来んとは！﹂
まさに︑鶴の一声だった︒
﹁検査の結果︑豚・牛・鶏の中で︑豚の含有
率が一番だと判ったんです ︒それで︑豚コ
ラーゲンを採用しました﹂

﹁実はお客さまから﹃ヒアルコラーゲンは高

２０１７年春 つ
…まり今春︑満を持して
〝肌美はなさず〟を送り出す︒

﹁福岡で良質の新製品をどんどん作らないか

たが︑一つ一つクリアしていった︒

る〝ドロッとしたもの〟が浮き上がってき

ヤキトリの串を手に︑地元大手スーパーに

用者を増やしていった︒

キャンペーン期間：3 月 25 日⇨発売前日 (５月）

パイオニアの 障壁は幾重にも 立ちは だかっ

に初めて光が当たった瞬間だろう︒

肌美はなさず

﹁飛びつきましたよ！﹂

絶望の淵に浮き上がったもの

し利ざやを稼ごうというものだ︒

〝鶏皮串〟の販売

従来のヒアルコラーゲンと比較し︑これだけの違い！

ヒアルロン酸サプリと
コラーゲンサプリの産みの母

【概
要】発売前にご予約をされますと上記特別価格にてご購入をいただけます。
【お申込み】 T EL :0120-555-110
F AX: 092-952-0378
mail:info@555110.jp

24 時間受付け

価で︑
続けるのが難しい﹄
﹃冷蔵保存だから

従来商品の３分の１に押さえた商品を開発

した︒それで小さなカプセルにして価格を

持ち歩けないのが辛い﹄と言われておりま
残る問題は〝どう加工するか〟だったが︑

の二種だ︒

まず誕生したのが〝コーヒー味〟
〝抹茶味〟

商品特許取得︶
﹂

もらえるって！︵２０００年豚コラーゲン

デザートみたいにすれば毎日ラクに続けて

頂こう﹄と︑さらにマカを加えました﹂

りますが﹃見た目と一緒に心身も若返って

の成分純度はむしろ以前よりアップしてお

られています︒ヒアルロン酸とコラーゲン

をキープして頂きたい﹄という願いが込め

には﹃肌身離さず持ち歩いて若く美しい肌

いキレイになって！それから脚です！﹂

ワーにより男性の性機能改善ばかり注目さ

ドコンジョー根菜だ︒マカ不思議な活性パ

そのビックリはやがて顔に及んだ︒
気づきのきっかけは二ヶ月後︑知人から送

れてきたが︑女性にもアンチエイジング・
更年期障害・不妊改善などの様々な効能が
実証されている︒そこに彼女のセンサーが
弁当箱に詰めて知り合いに配ることからス

この春また︑新たな物語が動きだす ︒
…

三浦和子・七十五歳︒

動いたのだろう︒
タートした販売は︑やがて日本各地へと愛

ン効果は歴然だった︒

﹁コレ本当に私 コ
…ラーゲンって凄い！﹂
〝鏡はウソつき︑写真は正直〟 コ
…ラーゲ

られてきた写真である︵右上❷写真︶
︒

酷なアンデス高地にあってもスクスク育つ

マカと言えば︑地表三千メートルという過

﹁食べた翌日からビックリでした︒手がえら

〝肌美はなさず〟という商品名
れたんです︒それでやっと気がつきました︒ したんです︒

﹁冷やすと勝手にゼリーのように固まってく

自らの変化が強い自信に！

http://555110.jp

日本コラーゲン株式会社

マダム和子特製

24 時間受付け

※お支払い方法等は当社通販規定に順じます。詳細は□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

円（税別） ※送料無料

8
9

①57 歳
②57 歳
59 歳
69 歳
75 歳現在

肌美はなさず
楽ラク習慣が

3,500 円（税別）➡1,800
発売前 早期ご予約承りキャンペーン

カプセルだから
携帯に便利
お肌に活 ！
カラダに活 ！
肌身離さずお手元に！

カプセルの

マカ
アンデス高地（標高３-５千 m）という過酷な環境
で育つ極めて高い栄養素を持つ根菜。スペイン軍
の馬が絶滅の危機に瀕した時、原住民の勧めでマカ
を与え救われた史実により男性機能回復ばかりが注
目されてきましたが、美肌・不妊・更年期障害など
女性に期待される効能も大きな注目に値します。
ヒアルロン酸
体内に存在する成分。水分を保持する能力に優れて、
肌のみずみずしさは含むヒアルロン酸量に比例する
と言っても過言ではありません。
コラーゲン
皮膚・血管・筋肉・骨・等を構成し保護する物質と
して不可欠なタンパク質の一種です。

【１袋】180 カプセル
【１カプセル内】
・ヒアルロン酸 60mg
・コラーゲン 36mg
・マカ 24mg
平日 10:00~18:00

１日3~6

発売スタート！

さらにマカが
加わりました !
マカ・ヒアルロン酸・コラーゲン

成分純度は
ヒアルコラーゲン
以上！

春5月

送料
無料
1カプセルにギュッ！

価格は従来商品
ヒアルコラーゲン
の３分の１

HUMAN
三浦和子 日本コラーゲン社長
1942 年大阪生まれ。1972 年福岡移転。離婚をきっかけに起業。
コラーゲン・ヒアルロン酸サプリの先駆者。
モツ鍋ブームの火付け役などといった知られざる側面も多く持ちます。

！
肌美はなさずが女性力に活
！
2017

３種黄金ブレンド

CLOSE UP
高純度のヒアルロン酸・コラーゲン・マカが ギュッと詰まった

①コラーゲンサプ
リを摂る前の三浦
さんです︒
育児と仕事に全力
投球し続け︑普通
に年齢を重ねてい
ます︒
②コラーゲンを摂
取し始めて二ヶ月
後の三浦さんで
す︒友人から送ら
れてきた〝福岡商
工会議所５０周年
記念クルージング
〟参加時のスナッ
プ写真です︒
自らの若返りに
ビックリというよ
り︑コラーゲンの
効能にビックリし
ました︒
これを機にコラー
ゲンサプリの製造
販売に自信を持っ
て取り組むことと
なります︒

片っ端から飛び込んだ︒
周囲の畑に浸水し︑農作物が 枯
…れた︒

なんと工場排水︵鶏皮の脂を含んだ湯︶が

しかし︑

﹃珍しいから置いてみましょう！﹄って﹂

んて︑今でこそあっちこっちにありますが
てからわずか一週間目の出来事だった︒

か ったの は〝 鶏皮の酢漬け 〟にシフトし

オケラの彼女に莫大な損害賠償金が降り掛

パーも耳を傾けてくれました︒ヤキトリな

﹁タイミングが良かったんですね︒どのスー

いったい何度打ちのめされたことだろう そ
…のたんびに
﹁なんとかしなくちゃ ﹂
…と立ち向かっては︑新たに産み出していった︒
そんなグレートマザー三浦和子さんに︑クローズアップ！

︒
…

夫の転勤をきっかけに福岡移住︒
そして訪れた結婚生活の破綻
これは︑頼る者なしの福岡で︑
シングルマザーとなった三浦和子
の三十三歳から始まる物語だ︒

と起き上がっていたら︑幼子たちはスクス

﹁ナントカしなくちゃナントカしなくちゃ﹂

と
…︑船出からして見事な波瀾万丈っぷり
ながらも︑そのたんびに︑

工場建設中にＯ・１５７

と
…︑そんな時である︒
﹁鶏皮は ︑ 湯がいて 酢漬けにして食うと美

ク育ち︑会社も同じくスクスク育ち︑従業

﹁サッパリ売れなかったんですよ﹂

味いんやけどな ﹂
…
普段なら聞き逃すようなツブヤキを︑彼女
員の数も百名を超えた︒

〝母〟の自覚

のセンサーはキャッチした︒

起業家としての原動力は〝母〟であること

めには 働 か なければいけません ︒子供 を
﹁さっそく鶏皮を湯がいて酢漬けにして︑

﹁ 子供たち︵三歳と 四歳 ︶を食べさせるた

の自覚に他ならない︒

育てながらやれる仕事は何だろうって色々
今度はそっちを並べてもらったんです﹂
そして︑食肉の加工販売業にシフトした︒
建造が始まっていた︒

ば扱わんね？﹄って声がかかったんです﹂

﹁ 養鶏業を営む長崎の知人から﹃ 鶏皮 の串

そんな暗中模索に光が差した︒

世話︶
⇩幼稚園︵預け︶
⇩工場︵生産︶
⇩外

﹁淋し過ぎ 四
…時には終わらせます！﹂
と計画していたが︑起床⇩母業︵朝食等の

囲まれた︑ちょっとワケアリな物件だった︒

厨房に大きな鍋一つの工場は︑お墓と畑に

た 月
…々何千万もの赤字を出し始めた︒

〝Ｏ１５７〟が日本中の食肉業界を直撃し

しかし同じ年︑食肉を感染源とする伝染病

この段階では未だいわゆる販売業︒ヤキト
回り︵配達︶
⇩幼稚園︵お迎え︶
⇩母業︵食

莫大な損害賠償金

１９９９年︑最新機器を備える自社工場の

考えました︒ブティックは 在
…庫を抱える
初 期 投 資 が ハン
からダメ︒本屋 さんは …
パ無かったのでダメ︒喫茶店なら出来るか

な 儲
…かりそうにないからこれもダメ ﹂
…

リの串を安く仕入れてスーパーに販売委託
事・入浴・就寝等の世話︶
⇩工場︵生産︶

﹁ ど
…うにかしなくちゃ ﹂
…
と︑その時だ︒

とにもかくにも︑手にした慰謝料が底を突
と︑天を仰いで叫びたくなるような出来事

と
…作業は連日深夜に及んだ は
…いいが︑
﹁Ｗｈｙ？こんなに頑張ってるのにぃ〜！﹂

た コ
…ラーゲンである︒
おそらく︑美容サプリとしてのコラーゲン

﹁アレって 肌
…によさそう ﹂
…
絶望の淵から︑食肉加工の過程で産出され

くのは時間の問題だった︒
が彼女を襲った︒

三年ほどして〝ヒアルロン酸〟が加わるが︑

そんなコラーゲンの窮地を救ったのが︑
意外

手にしてくれなかったんです﹂

ころが﹃ 前例が無いから﹄って ︑どこも相

﹁やっと成分検査までこぎつけたんです︒と

ている︒

度〟の信念が︑ヤキトリの串のごとく貫い

冠ヒアルロン酸〟に辿り着くわけだが 彼
…
女の産み出すサプリは常に〝効能＝成分純

そして︑今でこそ最高品質と謳われる〝鶏

やはり美容サプリとしてはほぼ未開︒

にも麻生さんだ︵当時の県知事︶
︒

最強サプリ誕生！
んのに︑検査も出来んとは！﹂
まさに︑鶴の一声だった︒
﹁検査の結果︑豚・牛・鶏の中で︑豚の含有
率が一番だと判ったんです ︒それで︑豚コ
ラーゲンを採用しました﹂

﹁実はお客さまから﹃ヒアルコラーゲンは高

２０１７年春 つ
…まり今春︑満を持して
〝肌美はなさず〟を送り出す︒

﹁福岡で良質の新製品をどんどん作らないか

たが︑一つ一つクリアしていった︒

る〝ドロッとしたもの〟が浮き上がってき

ヤキトリの串を手に︑地元大手スーパーに

用者を増やしていった︒

キャンペーン期間：3 月 25 日⇨発売前日 (５月）

パイオニアの 障壁は幾重にも 立ちは だかっ

に初めて光が当たった瞬間だろう︒

肌美はなさず

﹁飛びつきましたよ！﹂

絶望の淵に浮き上がったもの

し利ざやを稼ごうというものだ︒

〝鶏皮串〟の販売

従来のヒアルコラーゲンと比較し︑これだけの違い！

ヒアルロン酸サプリと
コラーゲンサプリの産みの母

【概
要】発売前にご予約をされますと上記特別価格にてご購入をいただけます。
【お申込み】 T EL :0120-555-110
F AX: 092-952-0378
mail:info@555110.jp
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３種黄金ブレンド

CLOSE UP
高純度のヒアルロン酸・コラーゲン・マカが ギュッと詰まった

六角精児とは下北沢のラ・カーニャ
というライブハウスで︑そこのガラッ
パチマスターから紹介された︒
﹁こいつ最近ブレイクしやがってさ﹂

.１ ２
VOL

を聴きに来てくれた何度目かの時だっ
た︒
もう３０年近く私の唄を 聴きつづけ

﹁ふたりでアルバムつくろう﹂

てくれたことも︑その時知った︒

がテレビドラマで名脇役として売れて

ということになったのは ︑それから １

私はテレビをまったく観ないので︑彼
いる事は知らなかった︒

年後ぐらいかもしれない︒
な形にしよう﹂

﹁六角は役者なんだから︑唄物語みたい
﹁あの︑緑の匂いっていう唄なんか歌っ

ルバムの中に入れさせてもらいました﹂
そう言って彼の︻六角精児バンド︼の

てみたいな﹂

﹁下田さんの︻早く抱いて︼って唄︑ア

ＣＤを渡されたのは︑彼が私のライヴ

ITSURO SHIMODA
1948年宮崎で生まれ２歳で東京移住。
浜口庫之助の賛辞に気を良くし18
歳でソングラーターの道へ 。寺山修司との出会いで芝居や映画音楽にも
目覚め、
作曲と音楽監督で参加したジャパニーズロックミュージカル「黄金
バット」
はニューヨークで10ヶ月のロングラン公演となる。
松山千春・藤井フ
ミヤ・桑名正博、
南こうせつ・山川ハコ・浅川マキ・石川セリなど、多くのシン
ガーに楽曲を提供しながら、
自身もシンガーソングライターとし20枚ほどの
アルバムを発表。
ラブソングの元祖とも。

下田逸郎

レコーディングは︑淡路島の旅館う
め丸の中につくられたスタジオで︑神
戸で発生したＯＡアンサンブルという
名のメンバー出入り自由のバンドとと
もに︑３泊４日でつくられた︒
六角精児は︑役者とか歌手とかを越
えて︑六角として下田の唄を歌ってく
れた︒
レコーディングを終えてからすぐ︑
東京で︻リリィを送る会︼があり︑私

い︑５０年ぶりのシモンサイで︻ひと

りひとり︼を唄った︒

六角精児のアルバムの編集が終わり

に近づき︵４月１日にリリースされま

す︒ひとひら工房でも通信販売されま

す︶
︑私の頭の中が︑とてもはるかにな

っているのに気づく︒

淡路島のレコーディングは素晴らし

かった︒その日の録音を終えると毎晩

みんなで飲んだ︒

﹁唄と芝居とテレビと映画︑
どれがいち

は１曲だけ歌いに行った︒
︻ひとりひとり︼という唄は１９６９

ばん好きなの﹂

私は唄い切った六角に訊いてみる︒
年に︑キッドブラザーズという劇団の

と応えてから少し間を置き︑

六角は
のニューヨーク公演後︑劇団からも日

﹁やっぱり芝居かな﹂
︑

ミュージカルナンバーとして︑東由多

本からも脱出を企てていた私の︑ファ

そしてさらに間を置いて言う︒

﹁全部﹂

ーストアルバム︻遺言歌︼の中で︑リリ

﹁やっぱり人間ですよ﹂

加の詞に私が曲をつけた唄で︑キッド

ィに唄ってもらった唄だった︒

の匂い︼の中に入れた︵自分のライヴ

た唄がある︒その唄を︑アルバム︻緑

昔つくった唄で︑ずっと気になってい
のヒットで全国ツアーをはじめ︑︻バイ

では︑ほとんど唄っていない︶
︒

リリィはその後︻私は泣いています︼
バイセッションバンド︼が結成された︒

は追いついた︒

その唄の中でのフレーズ︒そこに私

そのメンバーも︑リリィを送るために
集まった︒
その中に︑斉藤ノブもいた︒ノブと

ほんとの自分 そんなのないと

私はまだ１０代の頃︑濱口倉之助門下
生として出会い︑︻シモンサイ︼という

きづいて君も 自由になりなよ

﹁物語の自由﹂より

デュオを組んで１枚だけシングル盤を
その夜︑ノブにコンガを叩いてもら

出した︒
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︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼ ものが た りのゆ くえ

物語の自由

この支援のいき
さつは？

を反省し︑芽吹いたら即︑摘み取るようにしています︒

でした︒草も芽吹き始めました︒草取りに追われた去年

を聞きました︒まだ上手くはないけど初々しい鳴きかた

わんこたちには 厳しい冬でした
いたるところ積雪や氷 …
が︑もうじき春がやって来ます︒先日 ︑今年初の鶯の声

接おやつを食べることができ

………………………
進くんは 私 たちの手 から 直

こして食べています︒

なのか︑すぐに戻って掘り起

れてしまいます︒なので心配

草はダニの格好の場所なのです︒

そりゃあ動物は
可愛いですけどね …
そろそろ人間の家族のほうも
つくりましょうよ︒

アヴァンジュの仲人は

心理カウンセラーでもあります︒

https://www.avanju.com
福岡市博多区博多駅東 2-5-28
博多偕成ビル2F

アヴァンジュ
11

性格的なツメの弱さなども

百頭近くもいて賑やかだったシェルターも 13 年という歳月を
経た今は12 匹…ところがフード代
（老齢犬用フード・療養フー
ド）
・借地料・環境整備代などは減少するどころか増加傾向に
あります。
中でもいっそう大きく占めるようになったのが医療費
です。
お願いばかりでたいへん心苦しいのですが…どうかよろし
くお願い致します。

しっかりアドバイスしつつ

円免除
32,400

1,181,212 円（月額平均９８，
４３４円）

人の結婚相談所
幸せなご成婚へと導きます︒

以下は 201５年５月〜2016 年４月迄１年間にかかった
お山の費用です（詳しくは本誌７号に掲載）

無理なご勧誘はけっしていたしません︒

お山の財政を支えてきた
〈ガリヤの発行〉
が一年間ほど止んでし
まったうえ、
復刊した現在でも隔月発行です
（ごめんなさい）
。
ガリヤに合わせてお山のほうも隔月…なんてあろうはずもなく、
経費は毎月律儀にコンスタントにかかっています。
つまり、皆様にこれほど応援して頂きながら、赤字が続いており
ます。

まずはアヴァンジュに
お電話ください
☎０９２・４７７・８００１

ガリヤ特典﹁ガリヤを見た﹂で入会金

実は…お山はちょっと財政難です

犬舎を出 て 外で遊 ぶ 時間に

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462
●口座名／ガリヤアニマルファミリー／ナガサワ ユキコ

ない唯一のわんこです ︒

ありがとうございました！
これからもどうかよろしく
お願いいたします。

に穴を掘って︑他の犬に見

匿名希望さま

れんくんは︑滅多に食べれ

ナナクマクマモン様

なると 吠えて 催促 した りし

フード

ますが︑近寄ると逃げ るので

匿名希望様 2,000 円

て隠します︒でも油断して

ピースケ様 30,000 円

つからないように土 をかけ

▼進 (♂) だよ

ユメダアツコ様 3,000 円

らった時 や作業に使ってい

イコール様 20,000 円

ない上等な〝お やつ〟をも

ピースケ様 30,000 円

▲れん (♂) だよ

写真を撮るのも大変てす︒

スギレイコ様 5,000 円

モチヅキトシヒコ様 5,000 円

いると︑特におやつは盗ら

匿名希望様 3,000 円

る手袋を拾った時︑隅っこ

ナカニシトモコ様 2,000 円

イコール様 20,000 円

たくさんの犬を
保護していた方
が急逝されたことに
より︑たくさんの犬
たちが遺棄に近い状
況に置かれてしまい
ました︒ そこでガリ
ヤ読者の皆様に︑犬
たちの支援を呼びか
けました︒それが今
日に至ります︒たぶ
ん十四年目です︒

レオ様 1,000 円

アラキマリコスミコ様 3,000 円
ナナクマクマモン様 2,000 円

シェルターはど
こにあるの？

マチナガヤチヨ様 3,000 円

アラキマリコスミコ様 3,000 円

ナカニシトモコ様 2,000 円

Ａ Ｑ

Ａ Ｑ

ヨシキカヨコ様 5,000 円

レオ様 1,000 円

ヤマモトアキコ様 3,000 円

筑紫野市の山の
中にあります︒
山の中なので住所も
地 図 もありません︒

クルメビップノフウニャン 様 2,300 円

お山のシェルターには現在何
匹いるんですか？

マチナガヤチヨ様 3,000 円

Ａ Ｑ

激減しました︒現在は十二匹
ですがほとんどが老犬で︑ほ
とんどが病気を持っています︒

ヨシキカヨコ様 5,000 円

山からの通院は大変ですね？

◀執取先生と看護師さん

ラッキーなことに︑
とてもよい
獣医さんに恵まれています︒
わざわざ山まで来て下さったり ︒
…

Ａ Ｑ

︻ 猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

シルクちゃんの
子供なのに
三毛のオス？

長澤 由起子

﹁この子たちより先に死んじゃったらどう

おかげをもちまして︑

オス三毛猫︒

︻三郎ちゃん︼
白地に茶黒キジ⁝いちおう

る⁝いちおうオス三毛猫︒

らハート型の白毛をヘソ下に隠し持ってい

茶・白の三色を持っているのです︒

なんと三匹そろって曲がりなりにも︑
黒・

ちが寄り添っていたり⁝﹂

なんて︑
それまで抱いていた迷いのアレコ

しよう⁝発見された時 ︑痩せ細った猫た

レが︑
スパア〜ッ⁝と︑
それこそスパア〜ッ

︻三色の毛色を持つオス猫の誕生率は三

に行き当たりました︒

さらに検索を進めましたところ︑
次の説

それでも ︑
メッセージのぶっ飛びぶりがや

とぶっ飛んだような次第です︒

はり気になりました︒

とっくの昔天国に行っちゃってるのに︑

さらに検索を進めましたところ︑
次の説

千匹〜三万匹に一匹ほど〟
︵この子たち
なんと ︑
夢になんて絶対登場してくれな

とは？

﹁自分の子﹂

程度のオス三毛は沢山いそう⁝︶
︒
︼

かったシルクちゃんが︑
わざわざ元旦の朝

年越しの夜ふかしからようやく醒め ︑
最

つまり初夢に登場したのですから︑
ビック

に行き当たりました︒

初に目にしたのがサプリちゃん
︵♀︶
です︒

︻三毛猫は幸運の猫と言われている︒
中で

さすが元旦 ︑
私の胸を座布団にしてキチ

ちゃん・ジュニア・ドタ︶
昨年二月を〆に︑

リです︒

美しさに見とれて︑
枕元の携帯でパチッ︒

もオスの三毛猫は︑
その希少性により断

その例として

トツの幸運猫とされている︼

みんな旅立ってしまいました︒

﹁でもぉ⁝毛︑
白くないじゃん﹂

う航海さえ安全な航海にしてくれる︼

︻オスの三毛猫を船に乗せると危険を伴

ところがそのうち︑

に移っていきました︒

︻猫の毛色には白・黒・茶の三色があって︑

⁝たぶん︑
シルクちゃんがいちばん言いた

うぶだよ！﹂

﹁この子たちが守ってくれるからだいじょ

るとのエピソードも⁝それでナットク︒

船乗りさんたちの間でとても重宝がられ

って︑
言い返した手前か︑
興味が〝毛柄〟

それで
︻猫の毛柄︼
で検索しましたところ

オス猫が三色を持つことは無い︼

︑
次のような説に行き当ったのです︒

︻毛色を決定する染色体にはＸとYがあ

そして目が醒

かったのはソレみたいです
︵ウルッ︶
︒

めたというわ

可能だけど︑
オス猫はXYだからあり得

って︑
メス猫はXXだから三色持つことは

そこで三匹に目を移しましたところ⁝

超えますが︑
ネタ切れの心配だけは︑
なさ

猫たちの話をし始めてから三百回は優に

ならぬものがあります︒

しかしこの四匹のヤンチャぶりには尋常

けですが⁝
コレって夢枕

︻一郎ちゃん︼
黒白のキジ猫と思わせなが

そうです︒

ってやつ？﹂
︻夢枕︼
つまり︑
大事なメッセージを伝える

ら︑
鼻先に茶⁝いちおうオス三毛猫︒

黒茶のキジ猫と思わせなが
語るというアッチの世界からの通信手段︒ ︻二郎ちゃん︼

ために ︑身近な故人とかが夢に出て来て

ない︼

﹁ひょっとして

﹁あっ⁝そ﹂

！﹂

ボクの子なの

﹁白くなくても

ん？﹂

白く ないじ ゃ

﹁でもぉ⁝ 毛︑

﹁うんっ！﹂

﹁え〜シルクちゃんの子だったの？﹂

ッと正座
︵クッ苦し⁝︶
︒

続いて目にしたの
二郎ちゃん
︵♂︶
三

が一郎ちゃん
︵♂︶
郎ちゃん
︵♂︶
です︒

ダンゴになって寝

モモのあたりでオ
ています
︵おかげ
で寝返り困難︶
︒
て︑
やはりパチッ︒

イケメンに見とれ

このこたちは昨年
末︑
長澤家の家族
になりました︒
庭を占拠する野良猫でした︒

それまでの経歴は

私の人生を変えちゃった猫

しかもシルクちゃんの子どもたちは
︵サン

⁝と︑
シルクちゃんが言ったのです︒

1988-1997

﹁その子たちは︑
ボクの子だからねっ﹂

シルクちゃん

朝の出来事です︒

(通巻Vol.303）

それは２０１７年つまり今年の ︑
元旦の

Vol.12

ところがです！

▲二郎ちゃん
（左）
▲一郎ちゃん
（中央）
▲三郎ちゃん
（右）
◀サプリちゃん
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My
Sweet
Life
With
Cats

◀カワセミ

No.12
貝殻▶
◀葉っぱ？

土生亜紀子

ファンタスティック・
ビースト
皆さんは︑映画
﹃ファンタスティック・ビー
スト﹄
をご覧になりましたか？
私は︑題名にもなっている﹃不思議な生き
物﹄
に興味津々で︑公開早々に映画館まで
足を運び観賞しました︒

▲フライングドッグ
▼逆さ川

たときに撮ったものです︒

掲載の写真は︑イチニッパ (¥12,800)
のカ
メラで︑福岡市とその周辺を犬と散歩し

いました︒
キーと記念撮影したら︑
〝リアル〟に戻っ

﹁とっても楽しかったんですが︑最後にミッ

と思いませんか？

﹁ファンタスティック！﹂

いかがでしょう？

と︒

ちゃって ﹂
…

詳しく聞くと︑彼女の肩に置かれたミッ

私は映 画 を 見 な が ら何 度 も既 視 感 を 覚

キーの手のひらの中に︑生身の人間の手
のひらをハッキリと感じてしまって︑一気

歩をしているときにそれが何故なのか気

え︑それを不思議に思いましたが︑犬と散

づきました︒

に現実に引き戻されたそうなのです︒
ですね﹂

普段から見ている︑
生き物や風景と重なっ

﹁ドリームランドはやっぱりドリームなん
と︑
彼女は苦笑いしていました︒

ていたのです︒

き︑また︑忙しさや疲れからアトラクショ

もし︑あなたが日常を息苦しく感じると
子供は好奇心旺盛なのに行動範囲は狭い

園の小森や川沿い︑海辺を訪れてくださ

ンに行けないとき︑とりあえず近所の公

ワクワク！ドキドキ♪

し人生経験も少ないので︑常に目新しい

深呼吸して静かにそこにたたずみ自然に

い︒

溶け込めば︑きっとリアル・ファンタジー

とって映画や遊園地などのアトラクショ
ンは︑まさにうってつけの〝冒険〟でしょ

やファンタスティック・リアル・ビースト

モノやコトを欲しています︒
そんな彼らに

う︒

に出会えると思います︒
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そして︑ビースト達の身体や毛のリアル
さ︑生態の可笑しさ︑生き生きとした表情
や動きに︑
もう夢中になりました︒

ち大人はというと︑アトラクションの刺激

一方︑それなりに人生経験を積んだ私た
を他人と共有することや︑繰り返す日常
からのちょっとした〝逃避〟を目的にす
ることが多いように思います︒
いずれにしても︑子供も大人も︑皆が映画
や遊園地などのアトラクションを大好き
なのは︑
〝ワクワク！ドキドキ♪〟するか
らでしょう︒

ファンタスティック・
リアル・ビースト

飼主さんに犬の飼い方を教えて20余年 。
『犬』の
ことを多くの人に伝えたいと頑張ってます！

リアル・ドリームランド
映画はバーチャル 仮
( 想現実 で
) すが︑こ
の世には﹃リアル・ドリームランド﹄が存
在します︒
皆さんも訪れたことがあるか
もしれません︒
そうです東京ディズニーラ
ンドです︒
私は大学時代に行きました ２(０数年前

︒
そして︑もはや遊園地を超越した
﹃リ
…)
アル・ドリームランド﹄
に︑大変興奮した
ことを覚えています︒
ただ︑先日東京ディズニーランドに行った
ばかりの若い女性がこんなことを云って

proﬁle 犬の飼い方教室『Sleepyʼs house』主宰

犬と人のための飼い方教室

Photo Garally

設立準備の仲間募集

FAX 092-751-3779
電話 092-751-3778

ワン・ニャン・ニン

（長澤宛

出られない時は折返します）

mail nagasawa@gariya.com

（仮名）

以下の内容に興味を持たれる方は［犬猫人互助会準備委員
会参加希望・お名前・連絡法（メール or FAX or 携帯）
］
を明記し、FAX またはメールでお申し込みください。詳細
につきましては、ご希望の連絡法にてご連絡いたします。

○会員資格の一例

現在、犬または猫を飼っている方（＝愛猫（犬）の将来
がどうなるか心配で心配で仕方がない方）
現在は、飼うことを諦めている方（＝飼いたいけど「最
後まで責任が持てないから…」と、飼えない方）

○えっ、どうしてどうして？
○仕事で家を空けっぱなしになりがちな世代とは違って、犬や
猫ときちんと向き合い、たくさんの時間をいっしょに過ごして
あげられる方たちだからです。
○犬猫の飼育経験豊富な〝飼い主上級者” だからです。

○会員義務の一例

飼育不能を認められた会員から、その愛犬（or 愛猫）
を譲り受け、分け隔てなく愛情を注ぎます。

○会員特典の一例

○ボケ防止や健康増進になります。
○愛と生きがいに満ちた幸せな生活が営めます。
なんとなんと、良いコトだらけじゃないですか！
○〝最後まで責任を持って飼う” という〝飼い主鉄則” を、
意に反して、ハズしてしまいがちになることです。

自分自身が飼育不能を認められた時点で、会員である
愛犬家（or 愛猫家）に、自身の愛犬（or 愛猫）を安
心して委ねることができます。

元気なうちは、他の会員が遺した犬（or 猫）を引き受け
ますが、いずれ自分にその時が訪れたら、愛する犬（or
猫）を信頼できる会員に委ねることができます。当互助
会の核を成すのはこの〝信頼ある循環” です。

ボランティアグループが
中心になって開園した
福岡最大級のペット霊園

動愛園は

動物が大好きな
ＮＰＯ法人が
運営する

ドライブ
スポットです

動愛園ではＮＰＯ活動の一
環として、自治体で殺処分さ
れた動物達や大学での学術
研究の為の実験動物達の火
葬、
供養も行っています。

緑に囲まれた
心安まる環境

こんな
ＮＰＯ活動も

動愛園〈糸島斎場〉はこんな斎場です
県内でも有数の敷地面積と
設備を誇る動愛園では、緑に
囲まれた環境の中で、ご家族
の皆様が最後のひとときを
納得いくようお過ごしいただ
けることを心がけています。

福岡県の西端に位置する糸島
市はドライブスポットとしても
人気のエリア。
お参りの際、海沿
いのドライブを楽しまれる飼い
主さまも多数いらっしゃいます。
是非一度ご見学ください。

足を踏み入れるなりお
洒落なロビーが広がり
ます。
斬新さの中に、さり
気なく盛り込まれる癒し
への様々な気遣いが、訪
れる人々の胸に静かな
感動を喚び起します。

駐車場からダイ
レクトに斎場入
り口に続いてい
ます。
愛らしいペ
ットに相応しいデ
ィスプレイです。

納骨は由緒
ある明光寺で

気遣いに満ちた
斬新な内装です

▲受付け

奥は斎場の
入り口です

お車のまま
お入り下さい

動愛園〈博多斎場〉はこんな斎場です
入り口は車３台が収
容できる駐車スペー
スとなっています。ペ
ットたちを車に乗せ
たまま、斎場内に入る
ことができます。

動物霊園です

▲待ち時間を過ごします

納骨は近隣の明光寺です。
やはり心癒されるお寺です。

博多区吉塚 3-8-52

※12 キロを超える犬猫ちゃんの場合は糸島の動愛園までお連れくださいますようお願いいたします。

14

NPO法人 西日本動物愛護協会
一般社団法人全国ペット霊園協会

動 愛 園 糸島斎場

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

動 愛 園 博多斎場
博多区吉塚 8-1-9
お問合せ・お申込み

0120-24-7979
http://www.douaien.co.jp

動愛 園

検索

施術に使用するのは
水の〝記憶”を最大限に
活用したシリーズ

施術に使用するのは特殊なエネルギーを持つと
言われる〝水” とそのシリーズ。体への浸透力
が尋常ないようで、ボディの施術だけでフェイ
シャル感までが楽しめるとか。

癒しの時は、サロン内に一歩足を踏み入れた瞬間から、始まります

ガリヤ特典

BeONE リンパドレナージュ（全身コース約 2 時間 30 分）

アリゾナ州の玄武岩

温めた玄武岩パワーはボディの施
術だけで、お顔までツルツルに。

※玄武岩ホットストーン付き

通常 15,000 円➡13,000 円

※玄武岩ホットストーン付き

通常 12,000 円➡10,000 円

BeONE リンパドレナージュ（背中＋デコルテ＋脚コース約 90 分）

BeONE ヘッドスパ（約 90 分）通常 8,000 円 ➡ 7,000 円
※ヘアーセット（ドライヤー）は
ロング料金＋1,000 円
ご自身でお願いします。
BeONE 珊瑚パック 通常 3,000 円 ➡ 2,500 円

（リンパドレナージュのオプションメニュー）

Hamiel・Ａi

お試し 60 分

ハミエル・アイ

（デコルテ・首・背中・肩）

心と身体のリラクゼーション

通常 8,000 円⇨4,000 円

☎092-791-3020
hamielai.com

※施術中はお電話に出れない時がございます。
折返しご連絡いたしますのでご了承下さい。

％天然水を使ったリンパ専門店が薬院に！

芸能人の間でも
密かなブーム

首・肩・腰の不調も天然水が改善！

完全無添加
100

※
「ガリヤを見た」でご予約ください。
※お一人さま１回限りの特典です
有効期限 〜5 月末日

〝これは良い！〟
だけ取り入れた結果 …

当サロンにはストレスの溜まりかたが 尋常

でない方が多く来られています︒そこで﹁どう

したら良くなるか﹂を様々な角度から探索する

中で︑
﹁これは良い！﹂と納得できたものだけ

を取り入れてきました︒

水溶性ケイ素を加えた
凄いエネルギーを持つ水です

普通︑マッサージに使用するのはオイルで
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すが当サロンで使用するのは〝水〟です︒

100

とは言っても只の水ではありません︒完全無

添加 ％天然〝水〟にさらに〝水溶性ケイ素〟

を加えた﹁凄いエネルギーを持つ水！﹂ と
…

でも申しましょうか︒

この〝水〟を湿布しながら全身に入れていく

わけですが︑滞ったリンパをスムーズに流し

たりコラーゲンなどの体内組織を強化したり

したりで素晴らしい効果を発揮してくれます︒

ボディの施術だけで小顔効果まで？

使用する原材料のコストが高いのが玉にキ

ズですが︵苦笑︶幼少期から虚弱体質でずっ

と苦しんできた私をビックリするほど変えて

い！﹂と思って取り入れました︒

くれた 実体験から ︑
﹁やはり施術にも使いた

た！﹂とかって︑よく感動されるんですよ︒

﹁ボディしか触られてないのに小顔になりまし

こじんまりとした部屋ですが︑日々の疲れ

を取る癒しの空間創りを常に心がけています︒

是非リセットにお越しください︒

最高の癒し空間を

福岡市中央区薬院１丁目
※詳細な住所はご予約の際にお伝えいたします。
予約受付：18:30〜19:00( 電話）
休日：不定休

Hamiel・Ai 主宰
野田 愛さん

﹁丸田さん︑会社の社長になる
のって免許か資格か要るんです
か？﹂

何も要りません︒

その 十 二︵ 通 著 八 十一︶

検索

丸田幸 一ブログ

営が成功する保証はありません︒
しかし私は
これは経営者の “基礎の基礎” だと思いま
す︒
日本の経営者は皆︑まず経営学を学ぶべ
きだと思います︒
所謂︑﹃会社経営免許﹄
です︒
その後︑
経営実

です︒
そうじゃなければ︑会社経営者として︑

務に成功するか失敗するかは︑その人の実力
それを言うなら政治家も何も要らないです

まともに税金を納めることも︑従業員さんた
ちを幸せにしてあげることもできません︒

が⁝それは置いといて︒
中には︑
Ｂ／Ｓのことを﹁ブリジストン﹂と
呼んだり︑
Ｐ／Ｌのことを﹁ＰＬ学園﹂と呼ん
だりする社長もいるんです︒
ちなみに︑
Ｂ／Ｓは︑バランスシート
︵貸借

テイトメント
︵損益計算書︶
です︒

で︑
Ｐ／Ｌは︑プロフィット＆ロス・ス
なので︑
平成１８年に施行された会社法で︑ 対照表︶

実は︑本当に簡単に社長になれるように
なった今︑このあたりの﹁経営とは何ぞや・
リーダーシップとは何ぞや・企業の社会的責
任とは何ぞや﹂といったようなところを創業

※平成 28 年から毎月第３金曜日に変わりました。
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株式会社の設立要件が
﹁取締役１名以上﹂﹁資

日本の経営者は︑計算書類を読めない人
も多く︑労働関連法も知らない人がほとんど
ではないでしょうか？ついに﹁ブラック企業﹂
すら出現しました︒
要するに︑税務・労務・法
務・経営学などの知識に乏しい経営者が溢

鉄の広告で
﹁ＭＢＡ﹂
という文字を目にしたの

社長１年生の方々に学んでいただく制度が
創られたらいいなと思っています︒

日本の実体経済の発展そして国民の幸せ
は︑政治でも行政でもない中小企業の社長た
ちの
﹃気概﹄
にかかっていると確信している私
の想いです︒

［歴史タイム］小早川隆景です。
本能寺の変のあと、
吉川元春の秀吉追撃主張
に反対し、
中国大返しをする秀吉を背後から追撃しないという判断を下した智
将をご紹介します。
お楽しみに。

［歴史タイム］
「所得倍増計画」
などで戦後日本の経済成長を支えた池田勇人
元総理大臣をご紹介します。

［法律タイム］判断能力が衰えた人などの財産管理などを規定した成年後見
制度施行から１７年になります。
職業後見人として最も多く就任している私た
ち司法書士の真摯な取り組みの実例をじっくりご紹介致します。

［法律タイム］
いつの時代も悪質商法はなくなりません。
それほど生きていくと
いうことは、
大変なんです。
人を騙してでも生きていかなければならない弱い
人々もいるのです。
だから、
騙されないようにしましょう。
最近の悪質商法の事
例をご紹介します。

5 月19 日（金)19:00〜21:00 アクロス福岡 501 号会議室

4 月21 日 (金)19:00〜21:00 アクロス福岡 605 号会議室

本金１円以上﹂
に改正されたとき︑私は
﹁大量
の会社設立と大量の倒産が増えるのではな
いか︒
﹂
ということを危惧していました︒
結果的にはそれはなかったのですが︑当時

れているのです︒

私が考えたのが︑日本にもＭＢＡ
︵経営学修
士︶のようなものを普及させるべきだという

だって︑会社経営者というのは︑従業員と

です︒
それが東京で創立して２０年ほど経っ

そして会社法施行から数年経ち私は地下

ことでした︒

その家族︑
取引先︑
株主︑
金融機関などなど多

た
﹃グロービス経営大学院﹄
だったのです︒
実は︑法律家たる経営者である私も今こ

くの利害関係者に対して責任を負うわけで

す︒
税務・労務・法務そして経営学など少な

Ｍaster of

Business

こで
﹁経営学﹂
を学んでいます︒

Ａdministration ⁝ＭＢＡ︑

くとも専門知識の目次程度は勉強しておく
べきだと思うのです︒
なのに︑現在もそのよ

勿論これを勉強したからと言って会社経

うな研修制度すらありません︒
車の運転ですら免許がいるのに︑
会社の経
営が野放しというのはおかしいと思います︒

かく言う私もいちおう
経営者だったりして…

◆募集 :３０名（先着順）講師 : 丸田幸一 ( 司法書士 )

FAX 0 9 2 - 7 3 1 - 7 2 8 5

◆開催 : 第３金曜日（毎月）◆申込 : 電話 orファクス TE L0 9 2 - 7 1 6 - 8 6 5 8

ＩＮアクロス福岡

じゅく

そん

か

ほう

市民公開 無料法律セミナー

Ｑ
A
「丸さんの懐かしラヂオ!!」
ＦＭコミてん 77.7MＨｚ
12:00〜12:55(第１木曜日)
福岡市中央区周辺でチューニングＯＫ！
パソコンやスマホでも見れます！
http://www.ustream.tv/channel/comiten

税務・労務・法務・経営学
などの知識に乏しい経営者が
日本に溢れ過ぎている！

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談

日本の経営者

田舎暮らしの話

農家の人たちは畑に光るものをぶら下げ

この鳥が里に下りて来る時期になると︑

た︒
周辺を探し回ったが︑当然とはいえ︑や

が︑鳥の行状を近くで見てみたいと思っ

被 害 を 受 けた 者 が 言 うのもお か しい

師が使うような強度な網をかぶせてみた

集団ならお手上げ︒
私もキンカンの木に漁

一羽︑二羽なら元気者で片付けられるが

どんな害鳥対策をしても︑
向こうが一枚

うが︑
それだけ仕業が凄いと言うことだ︒

百羽くらい﹂と数を競ってどうするのと思

る︒
﹁うちには五十羽ほど来た﹂
︑
﹁うちは

●松瀬 てつ代

たり︑網を張ったりして対策をする︒
果実

が︑網の下方から入られて葉っぱだけに

︿その拾壱﹀

吸い方が荒いのか椿の花びらが方々に

なったことがある︒

平 戸 の片 隅 で

はり目にすることは出来なかった

散らばるほどだ︒
スピードを出し過ぎて

厄介者になっているのだ︒

や野菜など手あたり次第に荒らすので︑

山に餌が少ないせいだろうか︑我が家の

窓ガラスにぶつかることもある︒

この時期の挨拶はヒヨドリが中心にな

庭にもヒヨドリがやって来た︒
寒い時期の

カラスは人の気配を察したらすぐに逃

やって来た︒

油断していたら︑早朝に突然︑団体様で

今年は例年より来るのが遅かったので

いる︒渡 り鳥 だか ら旅に出る前のエネル

こともあったらしいが︑今は法で守られて

昔は網で捕獲したり︑銃で撃って食べる

も二枚も上手だから︑
諦めるしかない︒

来訪は庭が活気づくので歓迎だが︑この

げるが︑ヒヨドリは肝がすわっているとい

鳥はとにかく騒々しい︒
木の枝で休むこと

うか︑私が近くに寄っても平気な様子で地

はあるのだろうか︒
じっとしていない︒
ピーヨピーヨと甲高い声で鳴きながら

何十羽も一列に並んだ光景は不気味なほ
ど存在感があった︒

んなのお願いよ︒

んまり荒らさないで︒
少しは残してね︒
み

でもね︑ヒヨドリさん︑果物や野菜をあ

共存共栄かな︒

ギー補給だと大目に見るしかない︒
これも

面に降りて来ては庭石の上のリンゴやミ

ハトより少し小さめとはいえ︑柿の木に

椿の木から木へ︑梅の枝から枝へと飛び

カンをついばんでいる︒

しかし翌朝忽然と姿を消した︒
その後
には南天やセンリョウ︑クロガネモチなど
木の実は無くなり︑ブロッコリーやキャベ
ツ︑
レタスもことごとくちぎられた︒
黒っぽ
その食べっぷりの良さは見事というし

い糞だけが葉の上に点々としていた︒
かない︒
拍手を送りたいくらいだ︒
恐らく一斉に獲物に食らいつき︑一斉に
引き上げる︒
指揮官がいて︑みんなそれに
従っているのだろうか︒
我が家にやって来た時は鳴き声も羽音
さえもしなかった︒
いや︑聞こえなかった︒
一羽であれほど騒がしいのに︑集団になる
とまるで隠密行動だ︒

2009年、母親の介護をするため
福岡市から平戸市へ移り住む。
現在もフリーライターを続けながら、
町起こしグループを立ち上げ、
メンバーと一緒に
レストランを開いている。

松瀬 てつ代 / プロフィール
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移っては花に頭を突っ込んで蜜を吸う︒

クイズ 写真の中にヒヨドリが１羽隠れています。さてどこに？

◎一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ⑫ ︼
海外への玄関口長崎の警備も任されてい
たのだ︒
福 岡 藩 は﹁禁 門 の 変﹂の 顛 末 を 調 べ

かったのだろうが︑馬場文英は﹁ペリー

福岡幕末維新散歩

るため︑藩士中村哲蔵を馬場文英のもと

の変﹂から︑ひと月程しか経っていない

来航﹂までさかのぼらないと︑説明出来

福 岡 藩 は﹁禁 門 の 変﹂の 情 報 が 欲 し

に派遣した︒
学 校 教 科 書 を 含 む 多 くの日 本の歴 史

八月二十五日に筆を起こし︑三日間で脱

稿したというのだ︒まさにライブである︒ ないと言う︒

福岡藩御用商人が﹁明治維新﹂を編纂

書は嘉永六年︵一八五三︶六月三日︑ア
賀沖に来航し︑幕府に開国通商を求めた

メリカのペリー提督率いる黒船四隻が浦
事件を﹁明治維新﹂のスタート地点とす
る︒いわゆる﹁ペリー来航﹂だ︒

ただ︑馬場文英がすごいのは︑福岡藩

の求めに応じ︑集めた素材をもとに﹁明

治維新﹂ストーリーを編んでしまったと

ころだろう︒

あるいは︑
別人が匿名で﹃元治夢物語﹄

の続編を意識し︑
﹃維新見聞記﹄を著し

ているのも興味深い︒

文久三年︵一八六三︶から明治十一年

︵一八七八︶までの出来事を描いたその

著者は︑筑前福岡の商人加瀬元将ではな

いかとされている︒こちらは﹃新修福岡

市史 資料編 近現代１﹄として︑平成

二十四年に出版された︒

当 初 は﹃元 治 物 語﹄と 名 付 け ら れ て

た︒こうして﹃元治夢物語﹄が誕生する︒

わっ た り し て 明 治 半 ば ま で 生 き た よ う

り︑維 新 後 は三 條 実 美の 伝 記 編 纂 に 係

馬場文英は﹁ペリー来航﹂により︑古
最も古い﹁明治維新﹂の通史は︑大坂

いた が︑
﹃元 治 夢 物 語﹄と 改 題 され︑五

それは﹁ペリー来航﹂に始まり︑
やがて﹁開
生 ま れ︑さ ら に﹁攘 夷︵外 国 排 撃︶
﹂を

く か らの国のル ール が 壊 れ た と 見てい

に住む福岡藩御用商人の馬場文英が著し

冊の和本として出版され︑広まったのは

国﹂の是非をめぐり朝廷・幕府間に溝が

この一冊で
あなたも
福岡ツウ！

だ︒

馬 場 文 英 は も と も と 文 筆 家 志 望で あ

た﹃元治夢物語﹄ではないかと思う︒

慶応年間︵一八六五〜六七︶のことだっ
た︒

唱える長州藩が暴走して﹁禁門の変﹂が
起こるというもの︒
この間︑元号も安政・万延・文久と変
わった︒表題の元治になるのは全五冊中︑
四冊目の半ばあたりからだ︒こうして︑
以後著される﹁明治維新﹂の大半は﹁ペ

歴史研究家/昭和41年兵庫県芦屋市生まれ。
大正大学文学部史学
科卒業。
現在萩市特別学芸員、
山口福祉文化大学特任教授など。
最
近の著作に
『仁王』
『時代を拓いた 師弟』
『幕末歴史散歩東京編』
『松
陰と晋作の志』
『九州西国霊場巡礼の旅』
など。

ちなみに平成二十年︵二〇〇八︶には
﹁幕末同時代史﹂との副題が付き︑岩波
文庫の一冊に加えられているから︑現在
も手軽に読むことが出来る︒
京 都 府下 山 城 国 愛 宕 郡の 農 家 に 文 政
弘化二年︵一八四五︶
︑大坂の商家馬場

なお︑馬 場 文 英のような 個 人レベル

福岡
地名の謎と
歴史を訪ねて

KKベストセラーズ
815円+税

たろう）

一坂 太郎（いちさか

四年︵一八二一︶に生まれた馬場文英は︑ リー来航﹂から始まることになる︒
家を継いだ︒

福 岡で 言 え ば 筑 前 商 人 津 上 悦五 郎の

構な数存在していたらしい︒

馬場文英は﹁ペリー来航﹂に刺激され︑ の情報収集家は同じころ︑全国各地に結
さまざまな政治に関する情報を集めるよ

藩もまた︑馬場文英にとり貴重な情報源 ﹃見 聞 略 記﹄が あ り︑平 成 元 年 に 翻 刻︑

うになる︒家業を通じて関係が深い福岡
寄せ︑会津・薩摩藩などに撃退された元

だったことは言うまでもない︒福岡藩は︑ 出版されている︒

なにしろ長 州 軍 が 京 都 め が けて 攻 め
治元年︵一八六四︶七月十九日の﹁禁門

一坂太郎の
最新著書はコレ！
歴史ファン
には必読書
ですよ！
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(3)

開運

ごよみ

sai enn

月エネルギー発生日
〈３月末〜５月末〉
■１回目の発生日…赤色
■２回目の発生日…緑色

櫻庵 幸縁

月暦
つき

月のサイクルは健康な女性の月経周期とほぼ同一であり、
お肌のターンオーバー周期とも一致します。
海で繰り返される満潮・干潮もやはりお月さまの動きの影響です。
太古より自然のリズムを刻み続ける月の動き。
月を識って行動すれば、拓かれる未来がきっとあるはず。

新月
【開始】3 月 28 日 4 月 26 日

リセットされて新たなスタートです。
願いを紙に書いて大事に保管してください。
叶い易くなりますよ。

二十六夜
【神秘】

三日月
【魔除け】

4 月 22 日 3 月21 日

神秘的な力がアップします。
叶えたい願いや目標があれば
繰り返し唱えましょう。

3 月 30 日 4 月28 日

ポケットの中に硬貨を入れて、
ひっくり返すと幸運が！

【月暦の利用法】
図が示すのは、
4月1日から2ヶ月間に渡る
月の変化と
それぞれの月形が及ぼす
影響です。
月エネルギーの
活用日程として
ご利用ください。

下弦の月
【知力】

4 月 19 日 5 月 19 日

心静かにゆったりと過ごしま
しょう。モヤモヤしていたも
のが晴れてスッキリしますよ。

居待月
【不安】

上弦の月
【和】

4 月 4 日 5 月3 日

吸収力が高まるため、
お肌の手入れなども
効果的です。

十三夜
【感情】 4 月 9 日 5 月8 日
気分に動かされやすくなります。
発言や行動は慎重に。

4 月 14 日 5 月13 日

心の居場所が見つからず何を
し て も 気 持 ち が 乗 り ま せ ん。
お部屋の整理整頓が効果的。

満月
【感謝】 4 月 11 日 5 月11 日

お月さま、ありがとうございます…と、心からの感謝を！

断捨離と風水について

断捨離と言えば不要な物を捨てる事です

闇におおわれる

魂に問いかけて

選ぶべき途は
貴方の魂が
知っています

選ぶべき途を

ね︒
でも ︑
優先すべきはご自分の心の整理

所有物・嫉妬﹀
等々 ︒
…
まずは ︑
今の自分に本当に必要なものを

差し出してみせる

め

整頓です︒

厳選し ︑所有していることに満足してい

占い術です︒

もん

人間関係・
心の中で囚われていること ︿…

る自分を見つめなおしましょう︒

自分の心を断捨離する方が ︑はるかに効

率が良いのです︒

○いつか使うかもしれないから …
︿そのいつかって︑
いつ来るの？﹀

○ないよりはあった方が良いから …

︿執着心です﹀

なれない …
︿見栄を張っていますね﹀

も

弥聞冥問占術

セブン●
イレブン

■
バヤール

ー
ー

日赤通り

西鉄薬院駅

福岡市中央区渡辺通1-9-2
セントラルハイツ504
営／10:00〜22:00
休／不定期
相談料／1件3,000円（30分)

電気ビル●
共創館

☎080-5218-0903【完全予約制】

ー至天神
ー
ー
ー
ー

や

渡辺通り

ときこさん

渡辺通りの
開運母さん

占いの館 バヤール

○他人の目が気になり︑
持たない自分に

風水とは︑
︑
窓や扉から新鮮な風を取り入
幼い頃より数々の
れ︑
トイレ・キッチン・浴室等の水回りの水
霊体験を重ね第三
の巡りを 整えることによって運気を上げ
の 目 を 開 眼︒算 命
ることですから ︑
散らかした部屋に恋愛
学 をベースに霊 視
鑑 定 を 行 い ま す︒
運ＵＰや金運ＵＰになるからと各方位に
合う〝開運の物や色〟を取り入れても … 霊能力が強いため
問題にかかわる霊
開運は難しいですね︒
︵生霊も︶が鑑定中
心だって同じです ︒
スッキリ整えるからこ
に
現れ︑ビックリさ
せられることも︒

そ︑
運を味方にできるのです ︒
心を整える

と︑
自然に体が反応していくものです︒

ところで 新月 は心 の断捨離のチャンスで

す︒
この日を心の断捨離デーとして身につ

櫻庵 幸縁

けていきましょう︒
自ずと部屋の中も整い

運が巡りはじめます︒

幸縁先生からプレゼントを頂いています。24pをご参照ください。

ひろこさん

0120-879-099

電気ビル
共創館

【完全予約制】
福岡市中央区高砂１-20-25-201
東映ホテル
営／10:00〜22:00
■
休／不定期
弥聞冥問占術
鑑定料／20分3,000円 60分9,000円

●ホテルニュー
オータニ
●サンセルコ

住吉通り

●サニー
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ホテル
ニュー
オータニ
サニー

Cozue︼
その

ドレッシング材料

かけた費用以上に効果があがることが

した不味いものになります︒その後加

その他煮る︑炒めるなどの調理法で

かもしれません︒

時間も短縮されコスパがよいと言える

サラダの場合熱湯で5分ほど戻すと

風味が蘇ります︒

さい︒ひじきは熱を通すことで初めて

し水で戻しただけで使用しないでくだ

サラダにするのもおすすめです︒但

熱も過ぎないように気をつけましょう︒

情報は大切ですよね︒でもあなたは

確かに悔しいです︒

ばかりに一日違いで価格が違うのは︑

明日からバーゲンだと知らなかった

気がします︒

ることを望む意味合いで広まっている

そのままで︑どこまでもそれが安くな

本来の意味ですが︑このところ価値は

︿心が安らいでくる ひじき料理﹀

出汁 100ｃｃ・穀物酢大さじ 3・醤油大さじ 2・砂糖大さじ 2・塩小さじ 1/2

︻Essay

材料

12

生活する中でのちょっとした悩みを
食のプロフェッショナルCozueさんが
食事や食材で解決の糸口を
提案していくエッセイです︒

のん気に暮らしていても
損をしないで済む方法は？
世の中〝コスパ”が大切だ

とに︒損をしないための努力がストレ

コスパを実感しつつ日々︑料理を楽し

時間を浪費してしまうことが虚しいこ

気づいていらっしゃる︒取り戻せない

い も の が 欲 し い で す︒知 ら な か っ

スとなり︑幸せを感じられないなんて

と 思 う の で す︒安 く て 良

たばかりに損をすることが許せな

でくることでしょう︒

んでみてください︒きっと心が安らい

20

いので情報収集は
欠 か せ ま せ ん︒し

ひじき料理でコスパ実感！
そんなあなたには︑大変お得な食材
の素晴らしさをお伝えします︒
﹁ひじき﹂
まず︑乾物なので長持ちします︒水
の で す︒こ ん な投 資 は︑詐 欺 で もな い

で15分ほど戻すと何と7倍に増える
限 り あり え ませ ん︒ど う で す︑お 得 で
はありませんか︒
ひじきの種類は長ひじき︑芽ひじき
など長さや太さが様々です︒いずれも
水で15分以内で戻します︒
戻し過ぎないよう注意︒ぶよぶよと

Cozue

かし友人から私の
知らない得した話
を 聞 く と︑損 を し
た 気 が し ま す︒の
ん気に暮らしてい
ても損をしないで
済むにはどうした
らいいでしょうか︒
︵40代会社員︶

損しない努力がストレスに？
コ スパとはコ
ス トパ フォー
マンスのことですね︒

・ 調理師
・スパイス研究家
★FBS福岡放送
「バリはやっッ！」
「ランチボックス」
出演中
ブログ／http://cozuee.sblo.jp

人生の損です︒

毎日の生活で、気づいているけど
なかなか改善できない、
あんなことこんなことがありますね。
Cozue さんにアドバイスしてもらいませんか？

●● 募集します！ ●●

お悩み解決！
伝言レシピ

戻したひじき・スライスした紫玉ねぎ・大豆の水煮（水気を切ったもの）を適量

by
戻したひじき、スライスした紫玉ねぎ、大豆の水煮を適量、
手作りドレッシングで和えます。ほんの少し、アマニ油などの
オイルを加えてもいいですね。栄養コスパも素晴らしい一品です。

■著者プロフィール■ 杉林せいこ

アドバンス・クリエイトセンター代表／インド食堂チチル＆シシ
リ副代表／社員教育・人財教育アドバイザー／エッセイスト。大
手宝石販売会社専属インストラクター、精華女子短期大学講師、
人財教育（創世記のハウステンボスを始め、九州を拠点として官
公庁、大・中小企業、各種団体などの教育研修に携わる）などを
経て現在、アドバンス・クリエイトセンター代表。47歳の時に
16歳年下の夫と結婚。キャリアを活かし講演・研修・執筆活動も
展開中。TV・ラジオにも出演。

会った瞬間の﹃目の輝き﹄や﹃服装の素
敵さ﹄や﹃立ち振る舞い﹄や﹃持ち物のアピー
ル力﹄はもの言わぬあなたを語っているわ
けです︒

その外見は︑あなたがそこに﹃意識﹄を
することと︑
﹃自覚﹄があるかどうか？

その次の段階が︑話し方や話す内容︑な

3/26（日）・4/2（日）・4/23（日）・5/14（日）17:00〜19:30

に仕事を頼みたくなったり︑近づきたく成
るものですよ︒

私達は︑その人を観てまず５秒で印象を
決めてしまうとも言われています︒

ある意味では︑視覚から入る印象は︑仕
事の世界ではとっても大事な戦略でもあり
ます︒

それと共にその方自身の生き方の反映でも

ど な ど に な る わ け で す︒む ろ ん︑そ れ は︑

ありますよね︒

特に︑多人数での出会いの場所などでは︑
必至のことだと言えるかもしれません︒で

現れていることになります︒

えばそれまでのこと︒その気持ちが外見に

﹁ア〜︑そんなことは面倒くさい！﹂と思

すが︑実際︑意外にそれに気が付いていな
い方々も多いような気がします︒

それは︑男性と女性の出会いの場でもし
かりですよね︒

それは︑それで仕方のないこと︒

しかし︑これから自分の仕事や恋愛面な
どいろんな場面で自分をアピールしたい方
は︑
やはり日頃から﹃セルフイメージ﹄をしっ

〈女性限定〉

●クエスト 薬院店

●福岡金文堂 本店
︵新天町︶

●TSUTAYA 中洲ゲイツ店

●丸善
︵株︶博多店

●紀伊國屋書店 博多店

︿取扱い書店﹀

選ばれる女性になるための か条
︵近代文藝社︶
めぐり合う人も日も自分では決められない
︵書肆侃侃房︶
早く気づけばそれだけ早く幸せがくる
︵書肆侃侃房︶
あなたが輝くビジネスマナー
︵創成社︶

︿著 書﹀

杉林せい子の

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

あなたはどのようなセルフイメージをお
持ちですか？
あなたはヒト様にどのように観られてい
るとお思いですか？

セルフイメージとは﹁自分はこのように
見 ら れ た い！﹂と い う 自 分 像！と 言 っ て も

その第一印象の貴重な場面でお相手から
見逃されたり︑視界に入りづらかったりす
ることすらあります︒

なんと︑もったいないことでしょう！

かりと構築しておくことはとても大事なこ
とだと思います︒

あな たの輝 かしい 未来と 素敵な ヒトと の
出会いのために ︒
…

************************************
★ガリヤ愛読者の皆様へ★
普段 の何気 ないあ なたの 輝きを アップ さ
せ︑善循環を取り戻すための﹃輝きアップ
セミナー﹄を開催致します︒
1Day
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いいでしょう︒

セルフイメージを持つことで︑ヒトはそ
の よ う に 成 る！と も 言 わ れ ま す︒そ し て︑
このセルフイメージがしっかりあるか︑な
い か？で︑そ の 人 の 人 生 が 決 ま っ て い く！

虚な行動のみでは︑あなたをキャッチして

と言っても過言ではないと思います︒

もらいづらくなっています︒

今︑世の中は変わり︑慎ましい服装や謙
頼りがいのある看護師さんだわ︒

の入り口から入ることが出来ないわけです

その段階で︑スルーされると︑せっかく

ても重要な段階なのです︒

口を開くまでの︑ビジュアル訴求力はと

人生を歩んでいるのか？

あなたが何を感じ︑何を考えどのような

仕事が出来そうな営業マンだね︒
あるいは︑
オシャレでとても上手にカッ トしてくれ
そうな美容師さんね︒

などなど︑ヒト様はいろんな見方をする
ものです︒

外から入るビュジアルや雰囲気などは

から︒

メール or 電話にてお申込ください！

ブログも
お楽しみ
ください!

12

とっても大切です︒そして︑そのような方

http://toshiue16kodakusan.blog87.fc2.com/

所：インド食堂チチル＆シシリ
福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)
■定 員：5 名（※定員になり次第締め切らせて頂きます）
■参加費：5,000 円（美味しくてヘルシーなお食事込み）
■申 込：※インド食堂チチル＆シシリ〈イベント担当〉宛

■場

45

E-mail india̲shokudo@chichiru-and-siciri.com
電 話 092-717-1447

著 者ブログ ／『 年 上 女 房 の 子 だくさん』

本セミナーは「湧けばプラス。プラスであれば人・物・金が寄って来る」という
著者流の視点に基づき、現状のあなた自身と向き合うところから、善循環へのポ
イントを見出していきます。詳しくは著者ブログにて。
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とっても大事な戦略です

ちょっと一息・COCOROおしゃれ“Café”

読者の皆様とコラボして
作るページです︒
テーマはいちおうありますけど︑
たいしてこだわっちゃおりません︒

席が空いても座らないヒト︵座ってくれたら

詰めないヒト︑リュックを手で持たないヒト︑

車にいたっては︑通路はガラガラなのに奥に

車︑毎朝すれ違う歩きタバコのヒト︒
満員電

﹁アカ﹂にもかかわらず交差点に入ってくる

考えさせられます︒
信号待ちをしていたら︑

ランを買います！〝当り〟が出たら賞金五

ましたが︑これからは迷わずブラックモンブ

♥ どのアイスを買おうかといつも迷ってい

︵うし ３０代 会社員︶

ました︒

スクラッチを買ったらなんと︑１万円あたり

う１本当りました︒
今日は︑ついてると思い︑

◆ ブラックモンブランを買って食べたら︑も

ブラックモンブランが
強運の日を教える？

ば︑今の
﹁一強多弱﹂状態は改善されないだろ

め︑与党の横暴さを国民に訴えていかなけれ

伝わってこない︒
もっと対案を出して議論を求

など︑抵抗したいのは判るが今ひとつ国民に

野党の姿勢も問題だ︒
審議拒否︑委員会欠席

な問題は先送りして棚上げ状態だ︒

たい法案はさっさと強行採決し︑本当に大事

数々の問題が山積みする中︑自分たちが通し

た︒
中でも問題だと思うのは与党の姿勢だ︒

︵TPP︶など政治に関する問題が多すぎて︑

と不安に感じている︒

う︒
この国はこの先どうなってしまうのだろう

話題に上がっては消えていくような印象だっ

のほか年金や環太平洋パートナーシップ協定

スペースが空く︶
︒
いま一度︑マナーについて考
億円の宝くじ売場に行きます︒

いたるところでマナー違反

えてもらいたい今日この頃︒

◆ 最近︑町のいたる所で﹁マナー﹂について

︵うさこりん ４０代 ︶
♥ 他には⁝歩道を横並びで歩く仲良しさ
ん︒
点字ブロックを被って駐輪する自転車さ
♥ 災害への不安︑世界情勢への不安︑不安︑

と︑言われたことがある︒
そして︑今じぶん野
めて同じ過ちだけは繰り返さないよう︑政治

状況にありました︒
どんなバカやってても︑せ

⁝ほんの七十年前までは日本も似たような

だったと思われる︒
尤も注目を浴びた東京都

◆ 昨年は世の中の問題点が露呈された年

♥ 私はＪＲですが︑
ホームと〝段差ありす

︵愛ちゃん ３０代 事務職︶

♥ ご入会ありがとうございます︒
おっしゃ

♥ たとえば本を読んでいると︑必ず出会う

︵ピコ太郎 30代 フリーター︶

れないように︑
心がけて欲しいと思います︒

◆ 社交ダンスを踊ったら︑暗いうつ病のよ
うな感じだったのが治りました！
♥ 社交ダンスがうつ病に効く⁝お役立ち

︵ミカリン 50代︶
情報︑
ありがとうございます！

①一流書道家が貴方のために制作した
【名前・住所のオリジナル手本】を
もとに自宅やオフィスの休憩時間を
利用してまずは練習！
②練習の成果を規定の【清書用紙】に
清書し送付します（１回目）。
③担任講師から〈上達のポイントを押
さえた 懇切丁寧な添削〉が送り返さ
れます。
④添削をもとに、さらに練習！
⑤練習の成果を【清書用紙 】に清書し
送付します（２回目）。
⑥再び〈懇切丁寧な添削 〉が送り返さ
れます。
⑦上手に書くコツを習得 。もちろん他
の文字の上達にも応用できます。

思ったこと︑
感じたこと︑

不安︑不安⁝地球上には今も内戦や虐殺が

︵河野幸仁 会社員︶
◆ 若かりし頃ある修験者に︑
繰り返され︑住む家を追われて赤ん坊にミル

軽いようだけど深い！

さん︒
列車を降りると改札口で駅員さんた
るものなの︒
素直に過ちを認め﹃ごめんなさ

﹁人間かならずしも人に迷惑をかけて生きて

生の勘で行きてる友人のこのひと言も︑妙に

♥ 旅行者で溢れる福岡ですから︑そうし
政で︑小池合子知事は今まで隠れていた政治

ぎ〟みたいな列車に気がつきました︒
こうな

るように〝ペット飼 育 禁 止 住 宅〟は飼えな

■受講の流れ

☆
「一眠りしたから大丈夫…」
⇨

ん︒
満員電車にいたっては大声なおしゃべり
ちが﹁おはようございます！﹂とか﹁お疲れさ

説得力がある︒
家さんには切に願います！

たサービスは必須ですね︒
でも青牛さんがな

ると幅アリ・段差アリの二重苦です︒
ハンディ

あ⁝〝駅〟で思い出しました︵クシュン！︶
︒

い理由の中でもトップクラスです︒
ところで

◆ 昨日︑城島の酒蔵開きに行ったら︑帰宅

筆・万年筆・ボールペンの３種から
選べます（プレゼント！）

メールや書簡で
自由に書き送ってください︒
ま！﹂って挨拶してくださるのだけど︑ほと
クさえ与えられない飢餓が万延しています︒

だい目の前にある物なぎ倒して逃げたらええ

﹁ホンマにホンマにヤバくなったら手あたりし

◆ 先日西鉄電車に久しぶりに乗ったのです

さったような〝迷っている人を︵自分に出来
の裏側を見せてくれ︑お金の使い方に着目す

実はこの冬︑人身事故による列車の遅延に遭

後︑久しぶりの嘔吐︵笑︶そんなに飲んでな

一流 書道 家が
貴方の為に書く
世界で一枚の
お手本も
大好評です！

3,980円 ポッキリ

︵詳細は 25ページ！︶
い﹄と謝って許してもらえる人間性になりま
アフガニスタン・イラク・シリア・イエメン

んどの人がスルー⁝︒
しょうねえ！﹂

◆ 天神で西鉄バスに乗車した外国人︵オー

バス車内の
アナウンスや表示

ストラリア人︶
が︑キャナルシティ前で下車す

が︑降りながら下を見てゾッとしました︒
ホー

ホームに注意！

ナットクしてしまった︒

確かに⁝なぎ倒したら途は出来るな︒
思わず

なるのですが︑その外国人夫妻を博多駅前の
♥ この方たち︑
深いですねえ⁝︒

︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

ねん！後はなんとかなる！﹂

キャナルシティ行乗場︵Ａ乗場︶まで案内しま
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︒
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国の将来が不安

らと思ったものです︒
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︵トロ吉 ４０代 パート︶

﹁駐車場でウンコを見つけた﹂
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〝犬猫人互助会〟
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︒
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ホームで一時間以上震えて過ごしたんです︒

しっかり注意しなくちゃと︒
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そ
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︵青牛 ８０代 無職︶

福岡県警察本部 交通企画課
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株式会社ライフテック
福岡市中央区赤坂 1-3-1
赤坂ピアレ４Ｆ

︵愛のママ ７２歳 自営︶

筆ペン書きの
お手本例▶
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From Readerz

汗や尿で排出されるアルコールは、１割に満たないと言われていて、
処理時間はほとんど変わりません。
迎会等で
お花見や歓送
なります。
時
増える 期と
ないように
飲酒の機会が
を絶対に出さ
転
運
酒
飲
ら
家族や職場か
しましょう！
みんなで注意

社会人は字 が命︒ どんな〝ヘタ字〟
も一流書道家がマジカル改善！
通信講座

体重 60kg の男性では、
ビール 500ml に含まれるアルコールの処理に約４時間かかり、
体調や体質によっては、さらに時間がかかります。それなのに…

おかげで
仕事にも
自信がついた

指導担当の書道家
上田瑞女先生
高丘 裕 美 先 生
松石明子先生

メール：magical-shodou@life-tec.info
FAX：092-724-9494

☆
「サウナや運動で汗をかいたから大丈夫…」
⇨

睡眠中は、肝臓の機能が低下し、血流も弱くなりますので、
逆にアルコールの処理に、より時間がかかります。
書くことが 少なくなった時代だ
からこそ ︑直筆文字への価値が
高まっています︒
綺麗な字は﹁信頼できる﹂
﹁仕事
が出来る﹂の印象を与えます︒
つまりビジネスに︑
おトクがいっ
ぱいなのです︒
委ねてみませんか？マジカル書
道に！

☎092-724-6147
お申し込み・お問い合わせ

受付 / 平日
10:00~17:00

マジカル
ボールペン
書きの
お手本例▼

飲酒運転につながる よくある間違い

読者の皆様とコラボして
作るページです︒
テーマはいちおうありますけど︑
たいしてこだわっちゃおりません︒

席が空いても座らないヒト︵座ってくれたら

詰めないヒト︑リュックを手で持たないヒト︑

車にいたっては︑通路はガラガラなのに奥に

車︑毎朝すれ違う歩きタバコのヒト︒
満員電

﹁アカ﹂にもかかわらず交差点に入ってくる

考えさせられます︒
信号待ちをしていたら︑

ランを買います！〝当り〟が出たら賞金五

ましたが︑これからは迷わずブラックモンブ

♥ どのアイスを買おうかといつも迷ってい

︵うし ３０代 会社員︶

ました︒

スクラッチを買ったらなんと︑１万円あたり

う１本当りました︒
今日は︑ついてると思い︑

◆ ブラックモンブランを買って食べたら︑も

ブラックモンブランが
強運の日を教える？

ば︑今の
﹁一強多弱﹂状態は改善されないだろ

め︑与党の横暴さを国民に訴えていかなけれ

伝わってこない︒
もっと対案を出して議論を求

など︑抵抗したいのは判るが今ひとつ国民に

野党の姿勢も問題だ︒
審議拒否︑委員会欠席

な問題は先送りして棚上げ状態だ︒

たい法案はさっさと強行採決し︑本当に大事

数々の問題が山積みする中︑自分たちが通し

た︒
中でも問題だと思うのは与党の姿勢だ︒

︵TPP︶など政治に関する問題が多すぎて︑

と不安に感じている︒

う︒
この国はこの先どうなってしまうのだろう

話題に上がっては消えていくような印象だっ

のほか年金や環太平洋パートナーシップ協定

スペースが空く︶
︒
いま一度︑マナーについて考
億円の宝くじ売場に行きます︒

いたるところでマナー違反

えてもらいたい今日この頃︒

◆ 最近︑町のいたる所で﹁マナー﹂について

︵うさこりん ４０代 ︶
♥ 他には⁝歩道を横並びで歩く仲良しさ
ん︒
点字ブロックを被って駐輪する自転車さ
♥ 災害への不安︑世界情勢への不安︑不安︑

と︑言われたことがある︒
そして︑今じぶん野
めて同じ過ちだけは繰り返さないよう︑政治

状況にありました︒
どんなバカやってても︑せ

⁝ほんの七十年前までは日本も似たような

だったと思われる︒
尤も注目を浴びた東京都

◆ 昨年は世の中の問題点が露呈された年

♥ 私はＪＲですが︑
ホームと〝段差ありす

︵愛ちゃん ３０代 事務職︶

♥ ご入会ありがとうございます︒
おっしゃ

♥ たとえば本を読んでいると︑必ず出会う

︵ピコ太郎 30代 フリーター︶

れないように︑
心がけて欲しいと思います︒

◆ 社交ダンスを踊ったら︑暗いうつ病のよ
うな感じだったのが治りました！
♥ 社交ダンスがうつ病に効く⁝お役立ち

︵ミカリン 50代︶
情報︑
ありがとうございます！

①一流書道家が貴方のために制作した
【名前・住所のオリジナル手本】を
もとに自宅やオフィスの休憩時間を
利用してまずは練習！
②練習の成果を規定の【清書用紙】に
清書し送付します（１回目）。
③担任講師から〈上達のポイントを押
さえた 懇切丁寧な添削〉が送り返さ
れます。
④添削をもとに、さらに練習！
⑤練習の成果を【清書用紙 】に清書し
送付します（２回目）。
⑥再び〈懇切丁寧な添削 〉が送り返さ
れます。
⑦上手に書くコツを習得 。もちろん他
の文字の上達にも応用できます。

思ったこと︑
感じたこと︑

不安︑不安⁝地球上には今も内戦や虐殺が

︵河野幸仁 会社員︶
◆ 若かりし頃ある修験者に︑
繰り返され︑住む家を追われて赤ん坊にミル

軽いようだけど深い！

さん︒
列車を降りると改札口で駅員さんた
るものなの︒
素直に過ちを認め﹃ごめんなさ

﹁人間かならずしも人に迷惑をかけて生きて

生の勘で行きてる友人のこのひと言も︑妙に

♥ 旅行者で溢れる福岡ですから︑そうし
政で︑小池合子知事は今まで隠れていた政治

ぎ〟みたいな列車に気がつきました︒
こうな

るように〝ペット飼 育 禁 止 住 宅〟は飼えな

■受講の流れ

☆
「一眠りしたから大丈夫…」
⇨

ん︒
満員電車にいたっては大声なおしゃべり
ちが﹁おはようございます！﹂とか﹁お疲れさ

説得力がある︒
家さんには切に願います！

たサービスは必須ですね︒
でも青牛さんがな

ると幅アリ・段差アリの二重苦です︒
ハンディ

あ⁝〝駅〟で思い出しました︵クシュン！︶
︒

い理由の中でもトップクラスです︒
ところで

◆ 昨日︑城島の酒蔵開きに行ったら︑帰宅

筆・万年筆・ボールペンの３種から
選べます（プレゼント！）

メールや書簡で
自由に書き送ってください︒
ま！﹂って挨拶してくださるのだけど︑ほと
クさえ与えられない飢餓が万延しています︒

だい目の前にある物なぎ倒して逃げたらええ

﹁ホンマにホンマにヤバくなったら手あたりし

◆ 先日西鉄電車に久しぶりに乗ったのです

さったような〝迷っている人を︵自分に出来
の裏側を見せてくれ︑お金の使い方に着目す

実はこの冬︑人身事故による列車の遅延に遭

後︑久しぶりの嘔吐︵笑︶そんなに飲んでな

一流 書道 家が
貴方の為に書く
世界で一枚の
お手本も
大好評です！

3,980円 ポッキリ

︵詳細は 25ページ！︶
い﹄と謝って許してもらえる人間性になりま
アフガニスタン・イラク・シリア・イエメン

んどの人がスルー⁝︒
しょうねえ！﹂

◆ 天神で西鉄バスに乗車した外国人︵オー

バス車内の
アナウンスや表示

ストラリア人︶
が︑キャナルシティ前で下車す

が︑降りながら下を見てゾッとしました︒
ホー

ホームに注意！

ナットクしてしまった︒

確かに⁝なぎ倒したら途は出来るな︒
思わず

なるのですが︑その外国人夫妻を博多駅前の
♥ この方たち︑
深いですねえ⁝︒

︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

ねん！後はなんとかなる！﹂

キャナルシティ行乗場︵Ａ乗場︶まで案内しま

０センチくらい？︶
︒
ホームとの間隔は駅や列

ムと列車の間がガバッと空いているんです︵３

まで来ました︒
私はその事を知り︑回り道に

した︒
とても喜んで頂いたのですが︑バス車内

車によって違うんですね︒
同じだとずっと思っ

るはずが︑
日本語や文字がよく判らず博多駅

のアナウンスや表示が︑英語でもして頂けた

国の将来が不安

らと思ったものです︒

る範囲で︶臨機にサポートする人〟がウヨウ
待機児童の問題も深刻だし︑高齢者の運転に

るきっかけとなった︒

特にタイヘン︒
気がついたら介助を！

を持つ方やベビーカーのお母さんの乗降は

遇しましてね︵クシュン！︶
︑吹きさらしの

です︒
活字に溢れるウエブですけど︑そうし

しい時も︑ずっと支えてくれる頼もしい一冊
た出会いって︑ありませんもんね︒
本を読む

のが〝座右の書〟というやつ︒
悲しい時も苦

ノー
︵退去時の原状回復で済むことです︶
︒

〝禁止の理由〟をご存知ですか？

﹁動物が嫌いな人も住んでいるから？﹂

習慣の無い人々がどれほどソンをしてるか

﹁住宅に匂いや傷をつけやすいから﹄

舎駅ゆえまだソレはありません︒
その結果︑

⁝オキノドク︒

大きな駅なら待合室に避難できますが︑田
カゼをひきました︒
さらに翌朝︑ナンかの故

何が禁止の理由でしょう⁝たぶんご近所ト

よく言われますがこれもノー︒
ではいったい

﹁鳴き声がウルサイ﹂

かったのにな〜なさけない うるうる⁝︒

トロ吉さん︑
若い！

障とかで︑再び吹きさらしのホームに立たさ

ラブルです︒
﹁エレベーターにオシッコ臭がする﹂

﹁ドアの前を通ると匂う﹂

︵トロ吉 ４０代 パート︶

﹁駐車場でウンコを見つけた﹂

◆ ガリヤで
〝犬猫人互助会〟
を計画されて

域紛争に発展したり⁝︵？︶でも火種を作る

♥お酒を飲んで吐くのは若い人の定番︒
トロ

この程度のことがトラブルの火種となり地

吉さん︑
若いんですよ！

す︒
私も犬︵愛ちゃん︶と暮らしていますから︑

まり飼い主モラルの欠如です︒

◆ 何処に行っても︑
若い人がスマホばかり見

うつ病に効いた社交ダンス

のは飼い主であって犬猫ではありません︒
つ

りになれば︑ペット飼育禁止なんていう不自

つまり︑モラルを身につけた飼い主さんばか

発足したら私もぜひ会員にしてください︒
かげで毎日が楽しいし若返ってもおりますの

然極まる住宅なんて︑
自然消滅です︒

こうした住宅環境のせいもありそうですね︒

は忘れませんが︑自分で辞書を引いたほうが

ている昨今ですが︑本を読むことで得たもの

本も読みなさい！

そこでご提案ですが︑ペット飼育禁止住宅の

頭の中に入ります︒
健康面でも首の運動も忘

ほうもなんとかなりませんか？

ところで﹁飼いたいけど飼わない﹂というのは︑

て
︵愛ちゃんごめんなさい︶
コソコソと︒

ションなので︑出入りの時など布バックに入れ

信に至っております︒
ただペット飼育禁止マン

で︑高齢者の日常には犬猫が添うべきとの確

飼い始めたのは七十代になってからですが︑お

おられるとのことを知り楽しみにしておりま

ペット飼育禁止を何とかして！

ります
︵ズズッ⁝︶
︒

れました︒
その結果カゼが悪化して現在に至

ホームで一時間以上震えて過ごしたんです︒

しっかり注意しなくちゃと︒

ヨしてる街になってくれたほうが︑ウレシイ
よる交通事故の増加もたいへんな問題だ︒
そ

ていましたからびっくりしました︒
乗降の際は

なあ︒

︵青牛 ８０代 無職︶

福岡県警察本部 交通企画課
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株式会社ライフテック
福岡市中央区赤坂 1-3-1
赤坂ピアレ４Ｆ

︵愛のママ ７２歳 自営︶

筆ペン書きの
お手本例▶
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From Readerz

汗や尿で排出されるアルコールは、１割に満たないと言われていて、
処理時間はほとんど変わりません。
迎会等で
お花見や歓送
なります。
時
増える 期と
ないように
飲酒の機会が
を絶対に出さ
転
運
酒
飲
ら
家族や職場か
しましょう！
みんなで注意

社会人は字 が命︒ どんな〝ヘタ字〟
も一流書道家がマジカル改善！
通信講座

体重 60kg の男性では、
ビール 500ml に含まれるアルコールの処理に約４時間かかり、
体調や体質によっては、さらに時間がかかります。それなのに…

おかげで
仕事にも
自信がついた

指導担当の書道家
上田瑞女先生
高丘 裕 美 先 生
松石明子先生

メール：magical-shodou@life-tec.info
FAX：092-724-9494

☆
「サウナや運動で汗をかいたから大丈夫…」
⇨

睡眠中は、肝臓の機能が低下し、血流も弱くなりますので、
逆にアルコールの処理に、より時間がかかります。
書くことが 少なくなった時代だ
からこそ ︑直筆文字への価値が
高まっています︒
綺麗な字は﹁信頼できる﹂
﹁仕事
が出来る﹂の印象を与えます︒
つまりビジネスに︑
おトクがいっ
ぱいなのです︒
委ねてみませんか？マジカル書
道に！

☎092-724-6147
お申し込み・お問い合わせ

受付 / 平日
10:00~17:00

マジカル
ボールペン
書きの
お手本例▼

飲酒運転につながる よくある間違い

最近︑
相続に関する

ご相談を受けることが

相続＝争族
？！

次に保険契約者は保険金受取人の指定が

生命保険の活用も
考えてみましょう
考え︑どの専門家
︵弁護士や司法書士など︶
に

依頼すればよいかを教えてくれる︑言わば相

続のコンシェルジュです︒
しかも相談料は無料

生命保険の死亡保険金は受取人の固有財

家庭裁判所の相続案件の約７５％が遺産

五千万円以下で︑その半数は一千万円以下だ

産となり︑相続財産にはなりません︒
だから他

６５歳〜７５歳が遺言書を書く適齢期だ

です 私( もその一人です ︒)

そうです︒
﹁うちは相続税を払うほどの財産

の相続人と分けなくても良いのです︒

そうです︒
それ以上高齢になると認知症のリ

相続対策の適齢期

は無いから大丈夫﹂と言われる方は多いです

できます︒
だからお金を遺したい人に確実に

スクが高まるからです︒
相続には﹁お金の勘

が︑財産の多寡に関わらず︑相続 争
(族 対
)策

も考えておく必要があります︒
それか
受取ってもらうことができます︒
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定﹂と﹁気持ちの感情﹂があります︒
どちらの

品等の発送、弊社からのご案内に限って使用いたします。

● 〆切：5 月 20 日

ら︑死亡 保険金には相続税の非課税枠が

※お預かりした個人 情報につきましては投稿情報の確認、当選商

あり︑
税を軽減できます︒

の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます

多くなってきました︒

本誌 25 ページ〈左ページ〉にご記入の上ご応募ください。当選者

無用なトラブルを避けるためにも︑心も体も

【応募方法】

﹁カンジョウ﹂も疎かにはできません︒
家族間の

まずは﹁エンデイングノート﹂から始めてみ

提供：株式会社ライフテック

相続を争族にしないためには …

今は相続が
﹁争族﹂
になる前に手立てを考え

断捨離なんです︒

てはいかがでしょう？相続対策もある意味︑

マジカルスパイス公式サイト

元気な内に早めに対策を考えましょう︒

証書︶や後見制度がありますが︑家族信託な

る
﹁相続診断士﹂
がいます︒
相続診断士は︑
相談

「手の込んだ料理を作る暇が無い…
でも美味しい料理を食べさせたい！」
…そんな主婦（博多在住）
たちの切な
る想いから誕生した、
まさにマジカル
なスパイスです。
グラニュール（顆粒）
状のシベリア岩塩の他、数十種のス
パイスが絶妙なバランスで配合さ
れ、和・洋・中どんな料理も達人の味
わいに。
「簡単！便利！美味しい！」
と三
拍子揃った美食家必携アイテムです。

久米カヲル

金融機関歴20年。
実戦経験豊富な現場FP。
その信条は…
生活に根付いた
アドバイス！

相続診断士をご存知ですか？

ども多く用いられるようになってきました︒

◀香味麻辣味 ビン 45g

提供：尻職人 ガーベラ

◀マジカルスパイス ビン 60g

陶芸職人を自称する読者（ガーベラ
さん）から、尻のモチーフが特徴の
〝ぐ
い呑み”です。熱燗なら、
そのままレン
ジ（500w）
でチンしても大丈夫。隣の
ガイコツがセットでついてきますが、
なんとカップラーメンの
〝蓋置き”だと
か。
「ちょっと変わった食器が好き！」な
方におすすめです。

D
◀博多明太子味 ビン 55g

C

者の話を聴き︑問題点を指摘し︑対策を一緒に

提供：アズ漢方美容サロン

ファイナンシャルプランナー

相続対策としては遺言書︵自筆証書や公正

神様に捧げた食べ物やお酒、お塩を
「撤下神饌
（てっかしんせん）」
と呼び
ともえ美容
ますが、そのおさがりを食べることを
リキッド
ファンデーション
「直会（なおらい）」
と言い、昔からとて
5,960 円
も貴重なことと考えられています。神
化粧水、美容オイル、
クレンジング、 様に捧げたものを食べる行為は神様
と食事を共にすることであり、神様と
ファンデーションの豪華４点セットで
繋がるという意味があるのです。役者
す。ニキビ肌の方や肌の弱い方でも
さんなどは神饌の生米をひと粒噛ん
安心してご使用いただけます。
お肌が
で舞台に臨んだり、災害除けのお守り
ワンランクもツーランクもアップするこ
として使われる方がいたり…。
とお約束の、
アズ漢方美容サロン開
発によるオリジナルコスメシリーズで
提供：櫻庵幸縁（月暦担当）
す。
ともえ
美容オイル
8,200 円

平成２７年に

御神塩

持ち歩いたり舐めたり
気になる所に撒いたり…

相続税の基礎控除額が

ともえ
クリスタル
クレンジング
6,600 円

御神米

お守りとしても
お役立ち︒

ともえ
美容化粧水
15,200 円

引き下げられ︑

B

A

今まで相続税の対象とならなかった額の遺産も

課税対象となる可能性が出てきたからです︒

Present
& Information

ガリヤ

郵送の方

盛春号
FAXの方

郵送

FAX 092-751-3779

▲ページを切り取り郵送してください。 ▲ページを切り取りFAXしてください。

①

ご希望の
プレゼント
番号

②氏名

e-mail events@gariya.com
メールの方

▲番号順に書き込みメールしてください。

③年齢

20 代・30 代・40 代・50 代
60 代・70 代・80 代・90 代

※読者のご意見により離婚を追加いたしました。

④性別

男・女

⑤ 結婚（ 未・既・離 ）

⑥ 職業（

）

⑦住所
⑧コメントを採用させていただく時のペンネーム

⑬最近の世の中の動きについて感じることを自由に

⑨ガリヤをどこで入手しましたか？（複数回答可）

お書きください。

店頭・ポスティング・駅ラック・オフィスで登録・

知人から・ホテル・ほか (

）

⑩今号でおもしろかったページは？
⑪ガリヤで「こんな情報を紹介して欲しい」
キリトリ

と いうのがあればご記入ください。

⑫具体的な店鋪名 or 商品名等をご存知であれば
ご記 入ください。
（複数回答可）

自由テーマ
（読者に伝えたいな…というようなことがあれば、何でもお書きください。上記回答の続きも可）
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ありがとうございました！

82円切手を

お手数ですが
お貼りください

810 0004

福岡市中央区渡辺通1-9-2
セントラルハイツ 207

DENTAL TEAM JAPAN

さに驚いています︒

Ｑ 症例数・治療実績の豊富

する〟というのが狙いです︒

とで〝各々の専門分野に集中

務から医師たちを解放するこ

るのは︑そうした専門外の業

がチーム医療体制をとってい

ことが求められます︒私ども

発生する様々な業務と係わる

Ａ 専門医といえど︑院内で

のは珍しいのでは？

Ｑ〝チーム医療体制〟という

日のうちに完成させることが

います︒技巧物の作成もその

の不快感もかなり軽減されて

ることにより︑歯型をとる際

６０秒で口腔内をスキャンす

また〝口腔内スキャナー〟は

ようになりました︒

険適用外︶からご提供できる

本８万４千５百円︵外税・保

審美性の高いジルコニアを一

注コストの削減が可能になり

所〟があります︒そのため外

たマシンを持つ〝技巧物形成

腔内スキャナー〟を連動させ

ずは気軽にお電話ください︒

も実施しておりますので︑ま

クターによる丁寧な無料相談

すね﹂と言われています︒ド

らも﹁優しい総合歯科医院で

強 く持たれる患者さまたちか

を行うため︑不安や恐怖心を

極力抑える〝 静脈内鎮静法〟

ます︒また発熱や出血などを

療などがトータルで受診でき

治療・インプラント・共生治

医院・一Ｆ︶との提携で保険

Ａ 一般保険診療︵博多歯科

※別途調整料 5,000 円（税別）

300,000 円（税別）
〜

※歯科矯正治療に保険は適用されません。

診療時間 / 平日 9:00~19:00 土 9:00~18:00( 日祝診療可）昼休み 13:00~14:30

0120-24-1818

☎092-483-4618

デンタル チーム ジャパン

〒8120011 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 30-15 ライオンズ博多 2F

超高齢まで長く使えることを
目的としたインプラント治療

Ａ 一人一人の患者さまと真

実現しました︒

❷歯科矯正 全顎

※インプラント治療に保険は適用されません。

インプラント 94,500 円〜375,000 円〈税抜き〉各種

美しくしっかり噛める歯

摯に向き合う姿勢がその実績

Ｑ 〝技巧物形成所〟をわざ

１本 84,500 円（税別）
※１日で完成します！

即日インプラントも可能！ 日祝も診療可！

ドクターによる丁寧な無料相談・無料資料請求

誇れる症例数！

失った歯を取り戻す治療として広く識られるようになったインプラント
超高齢になってもシッカリ噛めるインプラント治療を提唱する
デンタルチームジャパンのドクターに︑同院の特徴について尋ねました︒

につながっていると考えてい

わざ院内に持つ理由は？

反映させ︑安定した噛み合わ

ます︒学会発表や学会参加学

せをより正確に再現しようと

習で︑常に新しい情報と医術

野における各々の技術向上を

いう目的からです︒

見を︑できる限り早く正確に
常に追求していますので︒

Ｑ 他にも患者に優しいポイ

Ａ 治療中の患者さまのご意

Ｑ 治療費について教えてく

を身につける努力を重ねるな

ださい︒

ントがあれば ？
…

ど︑現状に満足せず︑専門分

Ａ 院内には〝ＣＴ〟と〝口

❶ジルコニアクラウン

田原 俊逸

本当に大事なことは
自信がつくということです。
もの凄いパワーになります！
4月-5月号

田原形成クリニック院長

手術当日の
アフター写メに感動
ありがとうにビックリ

092-472-5775

ものすご助かっとうと︒

ちょうどいいごと増えてくれとうけん︑

http://tahara.t-side.com/clinic/

会いました﹂
とかも何人かおった︒

田原 ﹁結婚できました﹂
﹁いい人と巡り

G 実はＳ子から聞いて⁝コレもビック

なんですが⁝神ってます！

G

田 原 ⁝ う れ し か ね え ⁝ そ う 言 え ばこ

んです︒﹁抜糸まで待てない！﹂
って︒

がとう﹂が言いたくてたまらないふうな

んですよ︒

G たぶん︑元々ガンバリやさんたちな

よ﹂
⁝って︒

て︑左のリフトは隼先生がしてくれたの

リなんですが⁝︒

G おや︑
縁結びのゴリヤクまで︒

田原 どうしたとね？

の頃︑﹁ありがとう﹂
ってよう言われる︒

は思うとよ︒
ばってん﹁先生にしてもらっ

田原 やけん
﹁私が頑張ったけん﹂
て普通

Ｇ Ｓ子ったら一刻も早く先生に﹁あり

Ｇ 先日お世話になったＳ子
︵友人︶
が⁝︒

田原 いや︑手術の直後とか抜糸の時と

G この頃⁝ですか？

田原 なんね︑
まだ会うとらんやったと︒

写真〟をメールして来たもんで︒

Ｇ 写真見たんです︒
Ｓ子が〝アフター

田原 なんね？

じゃなかったんだわ︒

Ｇ ヤ バッ︑感 動 し た の は そ ん な こ と

田原 やろ︒

〜ッキリ！五十代なんて絶対見えません︒

てついでに目の下のタルミまで消えてス

て︑こうなんかな？﹂
て︑嬉しい反面ビッ

で三十人くらいおった︒﹁最近のこたちっ

ざわ ざ 報 告に来てく れた 人 が 去 年 だけ

い仕事につけました﹂
て︑そげなことばわ

田原 わざわざたい︒﹁先生のおかげでい

G わざわざですか？

けに来る人やらまずおらんやったけん︒

がとうございました﹂
て︑
礼ば言うためだ

人も多かったよ︒
ばってんわざわざ﹁あり

た﹂とか十年後二十年後に言うてくれる

かは言われよったよ︒﹁いい人生送れまし

ど︑化粧バリッとしよったとが薄化粧で

田原 若い人の場合は〝目鼻〟なんやけ

G アラッ︑
先生まで謙虚︒

ただけやし⁝︒

たっちゃないし︑オレはちょっと加勢し

田 原 そ げ ん た い︒特 に ゴ ロ っ と 変 え

な夢だって叶いますよね︒

G その謙虚さと頑張りがあれば︑どん

な恩ば感じらんでもよかとにね⁝︒

で性格の良か人たちやろね︑オレにそげ

たけんこげんなった﹂て⁝︒
よっぽど謙虚

G ナルホド⁝︒

言うても過言やないと︒

肝心たい︒
〝マーキングで全て決まる〟

田原 うん︑この印付け︵マーキング︶が

とうけんね︒

るか〟て︑術前にしっかり〝印〟ばつけ

スば考えながら〝どこばどんだけ切り取

田原 左右差やら出るもんかい︒
バラン

ね︒

G よく︑左右対称に仕上がりましたよ

田原 ああ︑
そうやったね︒

ようなった程度やし⁝︒

田原 印に沿って︑丁寧に切って丁寧に

んの腕は俺も隼も一緒たい︒
隼のリフト

剥離して丁寧に縫うっちゃけど︑そのへ

クリしようと︒

は完璧やけん︒

G つまりソレって〝自信がついた〟っ
てことでしょ？

G それはＳ子ので︑
ナットクです︒

大願成就？

とが︑
ものすごパワーになるとよ︒

田原 そげんたい︒
〝自信がつく〟いう

経ってるもんでしょ？

まで神ってたりして︒

田原 オレに認められる医者はそげんお

らんとばい︒
ばってん隼は︑そん中の一人

G ソレですね︑
真のゴリヤクは︒

G お 礼 参 り って や つ か ⁝ そ ん な ト コ
田原 ﹁航空会社に通った﹂
て言うてきた

田原 そうやねえ︒
感じで﹁手術したなんてウソでしょ！﹂っ

ました︑
それで神ってるんですね！

G 最強コラボじゃないですか！⁝判り

になっとうけんね︑
たいしたもんよ︒

G ところで︑隼先生
︵田原ジュニア︶
が

田原 いやっ⁝わざわざコラボやらせん

最強のコラボ？
加わられて︑
楽になられたでしょ？

でも⁝︒

人 が三人 や ろ⁝そ れ も 海 外 資 本の 錚 々
﹁仕事が増えました﹂とか︒
芸能界におっ

田原 いや︑この頃〝リフト〟がえらい

たる会社たい︒
モデルさんしよった人は
むしろ︑
凛としてて！

たこは﹁オーディションに通りました﹂と

増えてきてね︑オレ一人じゃとてもこな

しさみたいなのがマ〜ッタク無くって︑
田原 輝いとったろ？

か⁝自営業の男の人もけっこう多いっ

せんとたい︒
﹁隼が来とうとにヒマになっ

だから︑
それがビックリなんですよ︒

ちゃけど︑
﹁仕事が増えました﹂
とか︑
﹁モ

G

手術の直後から︑あそこまで輝けるもん
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たらどげんしよう﹂て思うとったけど︑
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G アリガタヤ︑
アリガタヤ︒

て感じで︑術後につき物のハレとか痛々

Ｇ なのに﹁傷痕はどこにあるの？﹂って

科のアフター写 真ってフツー一週 間 は

Ｇ だって三分アフターですよ！美容外

G 印？

田原 はよ会わな︑
感動はそれからやろ︒

Ｇ ﹁こりゃもう神ワザだ！﹂
って︒

G ﹁右のリフトは田原先生がしてくれ

田原 なんね？

田原 あっ︑
若こなっとったろ？

自信が更なるパワーに

Ｇ はい︑マリオが消えて法令線が消え

先生︑今さらこんなこと言うのも何
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田原のおじゃまクリニック
Dr.

田原先生に直接聞いてみたいことって、
たくさんあるのではないでしょうか。
「質問のあるとなら、気軽に電話しんしゃい！」
との
先生からのメッセージです。

読者の皆様へ

読めば
元気に
なる！
！

