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暑気疲れ乗り切る〝肉〟の店

西中州

なか尾

大明担々麺・中国大明火鍋城
大名

ビーフ亭

CLOSE UP HUMAN
歓喜の歌を唱って歳越しの夢 叶えるサラリーマン
物語の行方 根無草 宇宙へ
猫の手も借りたい繁盛職場の求人情報
アニマルファミリー お山のシェルター便り
子猫ちゃんの家族探し 癒しの斎場 動愛園
猫エッセイ サプリの声は風の音 長澤由起子
日々犬々 子供と犬に学ぶこと 土生亜紀子
高齢だろが独居だろが愛犬や愛猫たちと
安心して暮らせる社会を創りましょう！
おもしろ法律相談 株式会社の設立 丸田幸一
平戸の片隅で 悩殺花 松瀬てつ代
おもしろ歴史講座 福岡幕末維新散歩
石蔵卯平のこと 一坂太郎
開運月暦 色の不思議な効果
信頼の鑑定士情報
お悩み解決伝言レシピ
心の汗までリフレッシュしてくれるハーブティー 坂井梢
ちょっとひと息 あなたが生きる仕事世界とは 杉林せいこ
読者の投稿 シングル女性に「奥さん」？
私の介護体験
プレゼント
家計の断捨離 上手なお金の育て方 久米カヲル
アンケート
応募用封筒
インプラント情報
田原形成クリニック 小さい頃のお母さんになった！

どうかこの困難を乗り越えられ
一日でも早く平穏な生活に戻られますよう
心よりお祈りいたします。
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暑気疲れ乗り切る〝和〟の店

無料

笑って呆れて怒って泣ける
【電子ブック版】

︻読み方②︼
ガリヤのホームページの
トップページ左上にある
☜この絵クリック

ガリヤ戦記

【読み方①】まずはガリヤのホームページを
開いてください。

ガリヤ
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かりが出てきます。
だから
「ガリヤ」
で検索してください。
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ガリヤ

長澤由起子著

スマホでも
読めますよ
もちろん

実録フリーペーパー波瀾万丈記

北部九州豪雨にて被災された皆様に
謹んでお見舞いもうしあげます。
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の美食

暑気疲れを
乗り切る

和

西中洲の一隅に佇むなか尾。枯淡な風
情の入口をくぐると「いらっしゃいま
せ」の温かな声が迎えます。

人気のカウンター席。その日のおすす
め料理を聞きながらオーダーなど、料
理人たちとのダイレクトなやりとりも
愉しみのひとつです。

個室は全て和室ですが、全室〝テーブル
と椅子〟のスタイルです（掘り炬燵も一
室あり）
。

山海の豊富な旬

☎092-732-3142

豊富なお飲物

・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
がございます。
・シャンパンの取り揃えも びっくり
されるほど豊富です。

中洲

のような雰囲気とともに︑大切

︻ 雰囲気 ︼︒ 肩の凝らない居酒屋

なお客様を安心してご案内でき

るという ︑絶妙な上質感を併せ

持ちます︒

気軽な飲み会からビジネス接待

まで︑とにかく
〝 つかえる店 〟な

ので ︑識っておくとほんとうに

便利です︒

のテーブルと椅子が好評です︒

３

︻部屋︼ 全室和室です ︒特に畳

ご高齢の方はもちろん ︑若い方

にも﹁動きやすい ﹂
﹁ 疲れない ﹂

と喜ばれています︒

︻料理 ︼九州各地 より毎日届け

られる〝旬〟の 食材に匠の技が

振るわれます ︒いずれのひと皿

も︑目と舌を存分に愉しませる

由縁です︒

オーダーに迷う時はぜひ〝季節

のおまかせコース〟にチャレン

ジしてください ︒
﹁ 次は何が来

「ガリヤを見た」でスパークリングワイン１杯プレゼント！

なか尾

※ 上記の他にもご予算に応じてご注文を承っております。

るだろう？﹂ ま
…さに ︑至福の
食のひとときです︒

から徒歩５分程です ︒天神から

︻アクセス︼中洲川端駅︵地下鉄︶

は 国体道路を ︑春 吉 橋 手 前 で

那珂川沿いに左折︒道 な りに進

んでスグ右です︒

ガリヤ特典

各種鍋コース（税別）

西中洲

国体道路

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

那珂川

西中洲大通り

かに通●

季節のおまかせコース（税別）

穴子の押し寿司………1,700 円
五島サバの松前寿司…1,700 円
鯛刺し…………………1,600 円〜
唐津産赤ウニ…………2,000 円〜
河豚のオイル漬け………800 円

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

なか尾

お値打ち感もたっぷり！

▲おすすめメニュー一例（税別）

疲れたカラダへの思いやりも一緒に
たっぷり盛りこんだ
お料理たちです

西中州界隈

激
辛 本場四川の激辛＆激ウマ担担麺は
ラーメンスタジアムなど
暑気疲れを
乗り切る 店 市内七店鋪にてご賞味ください！

大明担担麺 キャナルシティ

ラーメンスタジアム店
☎092-271-5166

大明担担麺■
キャナルシティ

西日本シティ BK●

●櫛田神社

銘

国体道路

博多駅前通り

至天神

博多区住吉 1-2 キャナルシティ博多 5F
ラーメンスタジアム内
●マックスバリュー
祇園大通り

博多駅

住吉通り

大明担担麺 750 円

ラーメンスタジアム店
中国大明火鍋城の担担麺を知らずして担担麺を語るなかれ…
まずは感動してください！

中国大明火鍋城 本店
☎092-846-2116
●
西新駅

地下鉄空港線

至天神

■中国大明火鍋城
●

早良● 藤崎駅
区役所
至姪浜

早良区百道１-5-1

重慶肥腸麺（重慶モツ麺）880 円

重慶抄手担担麺 880 円
ワンタン入り担担麺です。

モツと麺とこれほどピタリなんて…。

四川牛肉麺 980 円

大明担担麺 博多デイトス店

トッピングに柔らかな牛肉とくれば
肉食派も大満足！

☎092-441-0899

博多区博多駅中央街 1-1
博多デイトス 2F 博多めん街道
筑紫口

博多口

博多
駅前通り

博多デイトス

■大明担担麺
博多駅

大
博
通
り

筑紫通り

中国大明火鍋城

■本店 ■木の葉キッチン店

大明担担麺

︻雰囲気︼︒店鋪 によってさまざま

共通のものです︒

ですが︑居心地の良さと気軽さは

︻部屋︼ テーブル席とカウンター

席の店鋪が多いなか︑例外は本店

揃い︑様々なシチュエーションに対

︵藤崎︶です ︒和洋 大小の個室が

応しています︒

︻料理︼辛い料理 ほ ど 美 味しい

4

のは四川料理の醍醐味︒創業以

来二十一年︑本場のレシピを頑

なに守り続けたことから︑担担

オープン記念ラーメンスタジアム店限定クーポン。
お食事の方にアンニン豆腐プレゼント 。

麺の一杯にも本場 そ
…れも一流
店でしか味わうことのできない

ガリヤ特典

至福の味わいが楽しめます︒

早良区田村 2-16-1

たっぷりの練り胡麻・山椒・唐

大明担担麺 田村店
☎092-865-3885

辛子油・ザーサイ・ヤー菜を効

東区箱崎 5-1-8

かせたスープ ﹁
…担担麺なら火
鍋城﹂と言わせる由縁です︒

大明担担麺

箱崎楽市街道店
☎092-631-6787

この季節︑体力アップも兼ねて

早良区百道浜 2-3-2
TNC 放送会館 1F

ぜひご賞味ください！

大明担担麺

TNCパヴェリア店
☎092-821-8889

■ラーメンスタジアム店︵キャナル︶
■博多デイトス店 ■箱崎店 ■田村店
■ＴＮＣパヴェリア店

西区橋本 2-27-2
木の葉モール１Ｆ

麻婆豆腐麺 880 円

中国大明火鍋城の名物と名物がなんと
合体！…要するに、とんでもなく凄い
麺なのです。

中国大明火鍋城

木の葉キッチン店
☎092-407-2908

朱 大明 氏

重慶出身。中国にて繁盛店を営みながら
「 本物の四川料理の美味しさを世界に提
供し喜んでもらいたい」の思いから平成
8 年、百道１号店を OPEN。以来２１年間
この 初心を微塵もブレさすことなく、本場
のレシピを頑なに守り続けている。

料理

すき焼きの老舗でいただく
選び抜かれた国産黒毛和牛の
至福の味わい

すき焼き又はステーキ又はしゃぶしゃぶ各コース……3,700 円（税別）
前菜・ごはん・デザート

〈食べ放題〉すき焼き又はしゃぶしゃぶ（野菜・ごはん付）
国産牛ロース……………………………3.600 円（税別）
極上国産牛ロース………………………4,600 円（税別）
〈飲み放題付〉すき焼き又はしゃぶしゃぶ
特盛牛肉 450g……………………………5,000 円（税込）

年代を感じさせます

ステーキ

名界隈にあって ︑三十二年の年輪

︻雰囲気︼︒新しい店が立ち並ぶ大

をひっそりと漂わせています︒

︻部屋︼カウンター席︑
テーブル席︑

個室の三タイプです︒その日の気

分と人数によって使い分けてくだ

さい︒

︻料理︼選び抜かれた黒毛和牛の

味わいの芳醇さ︑舌にトロける
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柔らかさはまさに贅沢料理の極

み︒オーナーシェフみずからが

調理場に立ち﹁美味しいお肉を

特撰和牛すき焼き 5,100円（税別）→4,100円（税別）に！

お楽しみいただきたい﹂という

ひたむきな情熱が不動の人気を

支えてきました︒メニューは他

にステーキ︑しゃぶしゃぶ︑ハ

ンバーグなども︒ワイン・日本

酒・焼酎の取揃えも豊富です︒

ガリヤ特典

西
通
り

︻アクセス︼天神から明治通りを

ビーフ亭

西鉄●
グランド
ホテル

中央区役所で左折︒最初の角で

明治通り

また右折︒直進して左手です︒

福岡市中央区大名2-2-43
ELK大名ビル1F
営：平日 11:30〜14:30
17:00〜22:00
日曜 17:00〜22:00
休：第３日曜日
席：33 席（和個室・テーブル席・
カウンター席）

＋1,500 円で
飲放題になります

ビーフ亭

☎092-713-6182

すき焼き しゃぶしゃぶ

〈ステーキ〉
サーロインステーキ
…………150g 3,700 円
ヒレステーキ
…………150g 4,000 円
ステーキディナー
……………5,200 円より

中央●
区役所

暑気疲れを
乗り切る

肉
すき焼き…2,700 円（税別） 特撰和牛すき焼き…5,100 円（税別）

募集人数：150 名（定員になり次第〆切）
募集対象：初心者歓迎
笑顔と感動の年越しをみんなと共有したい方
参 加 費：一般 20,000 円（チケット 3,000 円 ×６枚付）
学生 10,000 円（チケット 3,000 円 ×３枚付）
※下記練習日の練習参加費用はかかりません。
練 習 日：8/4（金）
・9/8（金）
・9/22（金）
・10/13（金）
・10/27
（金）
11/10（金）11/17（金）
・12/1
（金）
・12/15（金）
練習時間：19:00~21:00
リハーサル：12/29（金）
・12/30・
（土）
※時間未定

一般市民がオーケストラをバックに

今年の大晦日は貴方もこ の中で唱っているかもしれません。

ベートーヴェン
唱って年を越す
交響曲第九番第四楽〝
章歓喜の歌〟
そんな夢︑支え続けるサラリーマン

さん

ジルベスターコンサートとは
大晦日のクラシックコンサートのこと︒
今年で四年目になる︒
コ盛りである︒実は長いあいだ誰からも取
り合ってもらえなかったという︑とっても
カワイソウな夢だった と
…か︒
ところが木下さんときたら︑

やっていくうちに僕も視点が変って〝笑顔

※以上をご記入のうえ実行委員会宛 FAX 又はご郵送ください。
※公式ホームページからもお申し込みできます。

いっしょにボランティ
アスタッフも公募中で
す。
﹁歌は唱えんけど
企画に携わることやっ
てみたい﹂方もご連
絡ください！

人生を変えたサークル活動
大学進学がきっかけだ︒
かったんですよ！音楽祭で年越しができる

﹁ やりましょう！ ボク そういうのをやりた

出身は愛知県豊橋市︒福岡市民への移行は
オーケストラをバックに〝ベートーヴェン

さっそく主婦や退職者を集めて実行委員会

てい

交響曲を市民が合唱して年を越す〟という
なんて︑最高じゃないですか！﹂
軽く乗った︒夢が夢を呼び寄せたの体だ︒

を組織した︒そしてこの︑世界でも例を見

だいそれた夢が形に

専攻︵農学部︶とはまさにハタケ違いの楽

と感動の年越しを全ての人に〟というとこ

E-mail

希望パート
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だいそれたコンサートも︑もとを辿れば大
学だろう︒ただし九州大学男声合唱団 つ
…
まりサークル活動だ︒

器店︵ヤマハミュージック︶に就職し︑
日々
ないダイソレタ夢は︑ズブの素人集団なが

さて︑素人さんならココラで卒業となるが︑

ろに辿り着いたんです︒コンサートはあく

年
希望パートの経験年数（経験のある方）

( 株 ) ヤマハミュージックリテイリング勤務。
1978 年愛知県豊橋市生まれ。九州大学（農
学部 ) 在学中、男声合唱団コールアカデミー
に所属したことから音楽、特に合唱の魅力に
開眼。卒業後は現役やＯＢに呼びかけヴォー
カルアンサンブル〝MEN ボウズ” を結成し、
公民館の音楽祭やママさんコーラスの賛助で
出演するなど、音楽の裾野を拡げる活動をし
ている。
Ayumu Gombi

とにかく︑音楽の魅力に取り憑かれた彼は

の業務に勤しみながらも︑
らもなんとか形を成していった ︒
…

ところがどっこい︑大晦日を目前に青ざめ

赤字と赤子が一緒に来た

﹁いつか福岡で市民もプロも巻き込んで︑
音楽祭みたいなものがしたい﹂
と︑夢見ていた︒

た︒ホール代・設営費・音響費・照明費・
ゲストや指揮者への謝礼・印刷料エトセト

夢が夢を呼び寄せた

ラで４〜５００万円はかかる試算だが︑明

棒と二人で六十万円ずつ割りました﹂

ある時そんな彼の前に︑やはり〝夢見る音

そこにお嫁さんの臨月である︒赤字と赤子

楽好き〟が現れた︒そしてこう言った︒

りましょうよ！﹂

が共にやって来た︒

らかに足りない︒

しかし︑素人がコンサートを催すことの難

﹁結局 ︑初回は１２０万の赤字でした ︒相

しさ︑集客の難しさ︑資金繰りの難しさナ

そんな悲喜こもごもの中︑コンサートがも

ト︵大晦日のクラシックコンサート︶をや

ドナドナド︑言ってみれば艱難辛苦のテン

に楽しいんですよ！他のことは全部忘れま

﹁市民たちを集めて︑ジルベスターコンサー

たらした感動はひとしおのものだった︒

す！歌うことを通じて新たな仲間もできま
すし︑これをきっかけにコーラスにハマっ

木下さんは残った︒ちなみに翌年の赤字額

まで手段だったんですね︒音楽の楽しさを

た方も少なくありません︒

は七十万円︒相棒が卒業して新たな相棒を

笑顔と感動の
年越しを全ての人に

迎えるも︑やはり半額負担︒三回目の昨年

いんです！﹂

てムチャぶり︵笑︶ …
そんなことを思いな
がら︑立ち去る木下さんを見送った ︒
…

夢の実現の要因は 愛
…︑情熱︑不屈︑そし

もっともっと︑色んな人に伝えて共有した
は五十万円 ︒
…
かたや︑一般市民が第九を歌うタイヘンさ
ときたらこちらもハンパない︒

﹁ 第四楽章だけで９００小節 ２５ 分 ありま
す︒歌詞はもちろんドイツ語です︒全小節
歌うわけではありませんが︑それでもかな

携帯

岡を元気にするコンサートは只今２０１７

とにもかくにも今や年越し恒例となった福

りの量ですから︑日夜ＣＤを聴いて︑呪文

氏名
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のように練習して頂きます﹂

住所

年度の出演者大募集中！年齢・経験は問い

所属団体

ません︒いかがですか貴方も︒

（

歳）

に皆んなで一つのことを目指すって︑本当

大晦日 福岡サンパレス

干支の被り物で毎年会場を沸かせて
くれる新見さんです（バリトン）。
ゲストにはプロの演奏家や歌手たちも。
開演前にはロビーコンサートも。
ワインを片手に、いかが？
本番前の腹ごしらえに、
みんなで同じ釜のソバを食べて
年越し準備！

お申込・お問合せ : 福岡ジルベスターコンサート実行委員会
〒812-0895 福岡市博多区竹下 5-7-17-201
電話：090-1366-8112( 木下）
FAX：092-510-1774
mail : info@f-silvester.com
公式ホームページ：http://f-silvester.com/

木下義章さん
垣間みるたび「嬉しくなる！」という木下さん。
顔を上げて唱うシーン
（譜面を記憶している箇所があるということ）を
公 演 日：2017 年 12 月 31 日（日）
開
演：22:30〜24:30 終演予定
演
目：ベートーヴェン作曲 [ 交響曲第九番 第四楽章 ]
ヴェルディ作曲 歌劇「椿姫」より「乾杯の歌」
エルガー作曲「威風堂々」他
会
場：福岡サンパレスホール
指
揮：井田勝大
（シアターオーケストラトーキョー）

絶
…句している私に︑
﹁ 大変さがあるからこその感動です！ それ

FAX
TEL

FAX:092-510-1774
Ayumu Gombi

CLOSE UP HUMAN

いつもと違った
年越しをしたい
音楽好きの人 大募集！

募集人数：150 名（定員になり次第〆切）
募集対象：初心者歓迎
笑顔と感動の年越しをみんなと共有したい方
参 加 費：一般 20,000 円（チケット 3,000 円 ×６枚付）
学生 10,000 円（チケット 3,000 円 ×３枚付）
※下記練習日の練習参加費用はかかりません。
練 習 日：8/4（金）
・9/8（金）
・9/22（金）
・10/13（金）
・10/27
（金）
11/10（金）11/17（金）
・12/1
（金）
・12/15（金）
練習時間：19:00~21:00
リハーサル：12/29（金）
・12/30・
（土）
※時間未定

一般市民がオーケストラをバックに

今年の大晦日は貴方もこ の中で唱っているかもしれません。

ベートーヴェン
唱って年を越す
交響曲第九番第四楽〝
章歓喜の歌〟
そんな夢︑支え続けるサラリーマン

さん

ジルベスターコンサートとは
大晦日のクラシックコンサートのこと︒
今年で四年目になる︒
コ盛りである︒実は長いあいだ誰からも取
り合ってもらえなかったという︑とっても
カワイソウな夢だった と
…か︒
ところが木下さんときたら︑

やっていくうちに僕も視点が変って〝笑顔

※以上をご記入のうえ実行委員会宛 FAX 又はご郵送ください。
※公式ホームページからもお申し込みできます。

いっしょにボランティ
アスタッフも公募中で
す。
﹁歌は唱えんけど
企画に携わることやっ
てみたい﹂方もご連
絡ください！

人生を変えたサークル活動
大学進学がきっかけだ︒
かったんですよ！音楽祭で年越しができる

﹁ やりましょう！ ボク そういうのをやりた

出身は愛知県豊橋市︒福岡市民への移行は
オーケストラをバックに〝ベートーヴェン

さっそく主婦や退職者を集めて実行委員会

てい

交響曲を市民が合唱して年を越す〟という
なんて︑最高じゃないですか！﹂
軽く乗った︒夢が夢を呼び寄せたの体だ︒

を組織した︒そしてこの︑世界でも例を見

だいそれた夢が形に

専攻︵農学部︶とはまさにハタケ違いの楽

と感動の年越しを全ての人に〟というとこ

E-mail

希望パート
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.１ ４
VOL

うに東京タワーがゆらめいて見え︑灰

ベランダから︑排気ガスのモヤの向こ

都市高速ぞいのマンション︑小さな

頃だ︒

帳で確かめながら︑ニヤニヤしている

家もどきをやっていて印税の額を︑通

思うワンカットは六本木で見た︒作詞

あれもそうだったのかもしれないと

というワンカットだ︒

︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼ ものが た りのゆ くえ

井の中の蛙︵かわず︶
大海を知らず
しかして天の高さを知る
これは有名な誰かの俳句に︑無名の
誰かが下の句を勝手につけた歌︒
これを見つけた時に︑頭に浮かんだ
映像があった ︒１９６９年 ︑ニュー
ヨークのビルの谷間から見上げた小さ

色のひびわれたコンクリートの溝の中

急ぎ足で沈んでいった︒

赤に染まった︑やけに大きな太陽が︑

ビルのスキマに︑疲れ切って︑汚れた

道路がゆるくカーヴしてゆくあたりの︑

らと見える︒

日月が︑筆で空を刷いたようにうっす

えてくる︒島の低い山の端に︑細い三

港へ戻る︒太陽が肩を焼く︒港が見

みこんでいるものがある︒という話を

タマリを︑はるかかなたから無限に包

ささやかで︑けなげでウスッペラなカ

から︑ここは高台になる︒

側は六甲山系の登り口にもなっている

る︒南向きの窓を全開にしている︒北

この原稿は神戸の仕事場で書いてい

人間がつくった都会という人工物の

したいのかもしれない︒

り合いになったヨット乗りたちと飲ん

トのアスワンのナイル河の岸辺で︑知

かなくなった３０代半ばの頃︑エジプ

この世との折り合いが︑どうにもつ

全部が淡いムラサキ色になる︒空に

の光がそれらを照らす時間が好きだ︒

その向こうに紀伊半島が見える︒夕方

根越しに︑神戸の街︑その向こうに海︑

の建て売り住宅が並んでいる︒その屋

海側の道路の向かいに︑１０軒ほど

でいた︒みんな酔っぱらって唄い疲れ︑

半月がいて︑飛び立つヒコーキと舞い

降りてくるヒコーキが３つ４つとクロ

踊り疲れていた︒
私もあお向けに倒れこんだ︒真上に

スしてくる︒やけに明るい星が︑いつ

もの位置で輝きはじめる︒

満月で︑みんながイビスと呼ぶ白い鳥
が︑その蒼白い月を横切っていった︒
対岸から砂嵐がやって来るのが見えた︒

神戸で４枚ＣＤをつくりました︒下

晩置いて︑翌朝その１Ｋｍに及ぶ幕に

細長いアミを海底に投げ込み︑ひと

４０歳になろうとしている時だった︒

あみ漁を手伝っていたのは︑もうすぐ

ルが出てくる頃です︒ひと息入れに行

筑豊の馬敷にあります︒そろそろホタ

︶
︵ http://www.t-chest.jp//shimoda//
﹁ひとひら工房﹂となづけたところは︑

を見てやってください︒

田逸郎のホームページ﹁ひとひら通信﹂

からみついた魚を上げに行く作業だっ

こうと思っています︒

種子島で小さな漁船に乗って︑さし

た︒１時間ぐらいかかってアミを投げ

から陽が昇ってくる︒アミを上げる︒

り戻された海に突っこむ︒背後の島影

はあおられて︑天に向かう︑大きく揺

その日の海は重くうねっていた︒舳先

次の夜明け前︑それを上げに行く︒

ません︒

かび上がる準備をしているのかもしれ

いる根無し草は︑ゆっくり宇宙へと浮

日この頃です︒地球をふるさととして

れだけで生きてきたような気がする今

旅をすること︑唄をつくること︒そ

こんだ頃に陽は西に傾く︒

ウマヅラハギの大漁だった︒
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な四角い空︒薄い雲が流れて︑満月が

を ︑狂ったように連らなり走る車のテ
ールランプを目で追っていたら︑高速

下田逸郎

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。
ひとひら通信
ラブソングの元祖とも。

真上の空間のどまん中に︑突然現れ︑
またたくまに再び雲に飲みこまれた︑

根無草
宇宙へ

新宮
町
①パート時給800円〜 ②正社員給与160,000
わんちゃんのおやつ作り

パート時給①900円or ②850円＋交通費

①志免町の病院

パート時給765円
（試用期間3ヶ月）
〜

②須恵町の病院

ていきます︵病院によっては

簡単な調理作業等も︶
︒

明るくキレイな総合病院での勤務です！
働き易い時間帯で幅広い女性層が活躍中！

総合病院の売店を運営して
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いる会社です︒
レジ︑販売接客

エプロン貸与
資格／未経験者歓迎
応募/電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
をご持参ください。

勤務日程が組み易く幅広い

東洋ビル管理株式会社
福岡市博多区博多駅南1-12-15
事務機ビル８Ｆ
☎ 092-473-0211
（担当／ややま）

年齢層の女性が活躍中です︒

※上記は試用期間３ヶ月(短縮も有）
※給与見直し年１回
※日祝勤務手当（１日500円）
休日／シフト制
（当社規定）
待遇／研修（１週間程度）
交通費支給(当社規定）

が主な業務ですが︑商品出し︑

仕事内容／レジ・販売接客・商品管理等
勤務地／①須恵町・②志免町
時間／①月~土 9:00~14:00
9:00~15:00 11:00~17:00
日祝/10:00~16:00
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発注なども少しづつお願いし

ホテル客 室 でのベッドメイ

株式会社ライフテック
総合病院の売店です
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は
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（ローテーション制）
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※その他詳細は面談の上
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をご持参ください。

テルメンテナンス部門の求人

東洋ビル管理株式会社

総合病院の売店のお仕事

お勤めされてる方は
今の職場を
感謝とともに
大事にいたしましょう！

福岡
市内

ホテルの客室スタッフ

繁盛職場 の

主 婦にもたいへん働きやすい

元気な方なら経験も年齢も

職場です︒

問いません︒

勤務地／糟屋郡新宮町
①パートさん
仕事内容／ペットフード（わんちゃんのお
を並べたり選別する作業です。
やつ）
時間／①9:15~16:00
給与／時給800円〜※扶養内勤務可
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仕事内容／ペットフードの製造スタッ
フ原料の調合、
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時間／7:00~16:00 13:00~22:00交代制
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九州ペットフード株式会社
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〒811-0123糟屋郡新宮町
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をご持参ください。
（担当／岩田）

求人情報

ぜ
…ひ！

お勤めされてない方
もしくは
お知り合いに
求職者がいらっしゃる方は

わんちゃんがよろこんでくれるおやつ
いっしょに作りませんか？

わんちゃんの︑おいしいおや

トさんは学校行事を優先にし

つを作っている会社です︒
パー

てシフトを組むため︑子育て

九州ペットフード株式会社

の手も借
猫
り
た
い

■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4階
☎ 092-732-6030
（担当／田河）

Ｑ

写真撮影時：7 月 1 日

この支援のいきさつは？

５匹のかわいいきょうだいを保護しています。

家族になってください！

の中からよ く フンコロガシ

さきの豪雨ではシェルター内は常にビショビショ状態でした︒でも部
屋には犬小屋も設置されていますから︑ワンコたちは だいじょうぶ
です︑ご安心ください︒
いちばん困ったことは︑山水の濁りがなかな
かおさまってくれなかったことです︒

……………………………………

さそうにお昼寝タイムです︒ ︵？︶になっています︒私たち が出 てきて︑自分の何倍も

りゅうくん︵♂︶は気持ちよ の刺す虫から ︑格好の餌食

ハチワレ柄の
三匹は皆
女の子です☞

眠いん
モ〜… ばぁ…
だって

黒猫ちゃんは
男の子１匹と
女の子１匹です☟

ベッド
この胸 もち
き
〜
チョ
ど
ですけ
ん
い
い

「１匹いるから」…の方も
２匹目の家族猫にいかがですか？

「欲しいけど、既に１匹いるから…」
それが諦めの理由だとしたら、
ちょっと待ってください。なぜなら、
「２匹になったら自立してくれて飼いやすくなった」
とおっしゃる声がとても多いのです。特に、
「仕事で家を空けることが多く、淋しがらせてしまってる」
という方におすすめです。

お問い合わせ

090-2397-1811( センダ）

※平日は会社勤務のため電話がとれないことが多いですが、後ほど折返します。

ガッカリさせません

このこたちの家族が決まった後のお電話でも、ガッカリはさせません！
ネットワークを通じて、他のこをご紹介させて頂きます。
とにかくお電話、お待ちいたします！

見逃さない！
飲酒運転は

ひと味違う結婚相談所
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アヴァンジュの仲人は

福岡市博多区博多駅東 2-5-28
博多偕成ビル2F

福岡県警察本部 交通企画課

心理カウンセラーでもあります︒

https://www.avanju.com

しっかりアドバイスしつつ

♥

ツメの弱さなど

飲酒運転の通報が
犯人の検挙につながった場合、
通報者の方に感謝の気持ちを込めて、
パトカーをイメージした記念品のマグカップを
プレゼントする取組を行っています。

幸せなご成婚へと導きます︒

円免除
32,400

◎ふらついたり、蛇行するなど飲酒運転の
疑いのある車両を見かけた。
◎駐車している車の運転席で飲酒している。
◎酒に酔った様子の人や酒臭のする
人が運転席に乗ろうとしている。

そろそろ
人間の家族だって
つくらなきゃ！

こんなときは110番通報してください！

お電話くださいね
☎０９２・４７７・８００１

110番！

無理なご勧誘はけっしていたしません︒

ガリヤ特典﹁ガリヤを見た﹂で入会金

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

ある犬たちの 糞を懸命に運

博多区吉塚 8-1-9
お問合せ・お申込み

年のせいか全身の骨が固まっ が居られる 夕方 までは 刺さ
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動 愛 園 博多斎場

小梅︵♀︶は２年前に大手

※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。

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

ます︒

博多区吉塚 3-8-52

▲待ち時間を過ごします

動 愛 園 糸島斎場

術 を しました︒成 功したの

納骨は近隣の明光寺です。
やはり心癒されるお寺です。

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

ですが︑
最近ついに腹水が溜

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。

まりはじめました︒
それでも

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。

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

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。

動愛園

︵ヨタヨタですが ︶
…け っこ
う動き回っています︒

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。

意識を無くしたり 貧血で動

ドライブ
スポットです

動物霊園です

動愛園 博多斎場はこんな斎場です

けない時もあり ︑先生と相

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。

談しながら対処療法で治療

を行っています︒

仲間がいる事は 凄い なぁと

動愛園は

動物大好きな
ＮＰＯ法人が
運営する

感じる時があります︒体 調

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

が 悪く︑動くのもきついは

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。

ずなのに ︑外に出る 時間に

緑に囲まれた
心安まる環境

動愛園 糸島斎場はこんな斎場です

なるとフラフラしながらも︑

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

仲間の犬たちがいる所に歩

【お振込先】
口座名義：ガリヤアニマルファミリー／ナガサワ ユキコ

小梅 (♀) だよ
いて行きます︒

皆様のおかげで
命をつなぎ、今は高齢となった
ワンコたちですが
今日もけんめいに
生きています！
これからも、
どうか、
なにとぞ、
くれぐれも、
ご支援よろしく、
お願いいたします…。

てしまい︑動きが思うように れ ないよ う 気をつけ ては い んでいます ︒その 姿 を 見た

見学に行きたいのですが

Ｑ
住所を教えてください？

最寄り駅はＪＲ筑紫︒福岡を

背に右手の山の一つがワンコ

山です︒山道から隠れた所にある

Ａ

エッ！
ナニ、なに？
いきません︒可哀想に蚊など るんですが 虫
… と 言 え ば土 ら︑おかしい話です が ︑取
り上げるのが可哀 想になり

りゅうくん (♂) だよ

ため︑地図をお渡ししても通り過

ぎます︒﹁現地ボランティア希望者﹂

のみ︑係が喜んでご案内します︒
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マチナガヤチヨ様 3,000 円
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たくさんの犬を保護していた

Ａ
方が急逝されたことにより︑

犬たちが遺棄に近い状況︵当時は

百匹近くおりました︶に置かれま

した︒ そこでガリヤ読者の皆様に

次号よりガリヤの発行は偶数月 20 日とな
ります（次号発行 10 月 20 日）
。よって次
号のみ【ご寄付のご報告】は３ヶ月分とな
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ています︒この水を発動機で取り
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etc…

大活躍︒小梅ちゃんの右写真参照︶
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Ａ Ｑ

Ｑ
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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。

ずなのに ︑外に出る 時間に

緑に囲まれた
心安まる環境

動愛園 糸島斎場はこんな斎場です

なるとフラフラしながらも︑

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

仲間の犬たちがいる所に歩

【お振込先】
口座名義：ガリヤアニマルファミリー／ナガサワ ユキコ

小梅 (♀) だよ
いて行きます︒

皆様のおかげで
命をつなぎ、今は高齢となった
ワンコたちですが
今日もけんめいに
生きています！
これからも、
どうか、
なにとぞ、
くれぐれも、
ご支援よろしく、
お願いいたします…。

てしまい︑動きが思うように れ ないよ う 気をつけ ては い んでいます ︒その 姿 を 見た

見学に行きたいのですが

Ｑ
住所を教えてください？

最寄り駅はＪＲ筑紫︒福岡を

背に右手の山の一つがワンコ

山です︒山道から隠れた所にある

Ａ

エッ！
ナニ、なに？
いきません︒可哀想に蚊など るんですが 虫
… と 言 え ば土 ら︑おかしい話です が ︑取
り上げるのが可哀 想になり

りゅうくん (♂) だよ

ため︑地図をお渡ししても通り過

ぎます︒﹁現地ボランティア希望者﹂

のみ︑係が喜んでご案内します︒

ヨシキカヨコ様 5,000 円
レオ様 1,000 円
アラキマリコスミコ様
3,000 円
グルメビップノフウニャン様
4,000 円
ヤマモトアキコ様 3,000 円
マチナガヤチヨ様 3,000 円
ピースケ様 30,000 円
ヒラハシヨシノリ様 2,000 円
イコール様 20,000 円
モチヅキトシヒコ様
5,000 円
モロイワケンジ様 3,000 円
ユメイッパイ様 3,000 円
イマイ様 5,000 円
匿名希望様 3,000 円

たくさんの犬を保護していた

Ａ
方が急逝されたことにより︑

犬たちが遺棄に近い状況︵当時は

百匹近くおりました︶に置かれま

した︒ そこでガリヤ読者の皆様に

次号よりガリヤの発行は偶数月 20 日とな
ります（次号発行 10 月 20 日）
。よって次
号のみ【ご寄付のご報告】は３ヶ月分とな
りますことをご了承ください。

ご支援を呼びかけた次第です︒

ガリヤ発行月変更のお知らせ

バックナンバーをチェックして判

【フード】
ナナクマクマモン様

明︒なんと今年は十五年目でした︒

スギレイコ様 5,000 円
クルメビップノフウニャン様
2,000 円
マチナガヤチヨ様 3,000 円
ヨシキカヨコ様 5,000 円
レオ様 1,000 円
ピースケ様 30,000 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
オザキルミ様 2,000 円
イコール様 20,000 円
ナカニシトモコ様 2,000 円
モロイワケンジ様 3,000 円
イマイ様 5,000 円

どんな場所ですか？

電気もガスも水道もありませ

んが︑側に綺麗な山水が流れ

ています︒この水を発動機で取り

込みながら︵ムチャ長いホースが

そしてこの季節
etc…

大活躍︒小梅ちゃんの右写真参照︶

掃除 ︑洗濯

には落雷・地盤沈下・ etc.
とにかくどの季節も ︑お山はとっ

てもサバイバルチックなのです︒

Ａ Ｑ

︻ 猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

長澤 由起子

﹁降りないなら降ろす！﹂

サプリの声は
風の音

﹁⁝⁝⁝﹂
それで︑

1988-1997

発臭元はなんとシャワールーム︒
排水口を

﹁ナニこの臭い？﹂

でした︒

﹁気をつけなさ〜い﹂

﹁⁝﹂

﹁落ちるよ〜﹂

突きを繰り返します︒

﹁ヒューン！﹂

そんなある日のこと︑
ついにボッチャ〜ン︒

ちょっとハラハラです︒

﹁⁝⁝﹂

見ると茶塊がボトッ⁝猫ウンコでした︒
﹁クサイ︑
キタナイ︑
バカ猫⁝﹂
で目がテンになりました︒

﹁ほ〜ら︑
言わんこっちゃないでしょ！﹂

ブツブツ言いながら洗浄を終えたところ

水口に歩み寄るやそのまま腰を落として

﹁ヒュ〜ン！ヒュ〜ン！ヒュ〜ン！﹂

あらんことか︑
待ってましたとばかりに排
ジョ〜⁝︒

⁝サプリには声がありません︒

すけど︑
スグ戻って来るんです︒

でもボッチャ〜ンのショック以来︑
風が吹

猫ブーメランです︒

⁝かすかな風が吹いてきます︒

﹁サプリ！﹂

けっこう重いんですよ︒

立ち上がると︑
これまたピタリくっついて

なおも呆れたことに︑
サプリの〝ジョ〜〟

﹁⁝⁝⁝⁝﹂

ガマンできなくなります︒

きます︒
行き先がトイレでもくっついてき

くようになりました︒

﹁どいて﹂

ます︒

﹁サプリ〜﹂

﹁ダメでしょ！﹂

﹁⁝⁝⁝﹂

﹁ ヒュー〜ヒュー〜ヒュー〜﹂

﹁バカ猫サプリ！﹂

のバルコニーを見上げると︑

たとえば仕事を終えて帰宅して︑
我が家

﹁ ヒュー﹂

﹁⁝⁝⁝⁝﹂

﹁⁝⁝⁝⁝﹂

﹁降りて﹂

〝手洗い鉢
︵写真上︶
〟にまで及ぶように

﹁ただいま〜﹂

こんな光景を誰かが見たら︑
夜空にヒト

﹁ ヒュー⁝ヒュー⁝ヒュー⁝ヒュー﹂

なったのです︒

私とツルみながら学んでいたのです︒

リゴト言ってるアブナイヒト？

それで︑
やっと気がつきました︒ サプリは
砂の中に埋めるより水で流したほうがス

込まれたりするものですが︑

ところで︑
名前には命名者の願いが織り

ッキリするという︑
当たり前の事実を学習
す︒

したのです︒
そしてなんと ︑
応用したので

﹁私に足りないものを補ってくれる猫にな

〜れ！﹂

バカ猫は撤回です︒

のヘリをグルグルしながら︑
猫タッチと頭

でもさすがにお湯は苦手のようで︑
タブ

いて来ます︒

の願いがサプリには込められています︒

かなりシビヤな︑
攻防戦で
すが︑
水洗の〝ジャー〟で
クルッと向きを変えドアへ
す︒

と突進︒
一歩先を読んでま

さて︑
そんなある日のこと

サプリはもちろん︑
バスルームにもくっつ

﹁⁝⁝⁝﹂

﹁ダメ〜ッ！﹂

﹁⁝⁝⁝﹂

﹁ムリ！﹂

す︒

狙いはそこでもヒザ乗りで

にくっついてきます︒

は︑
シャワールームの排水口にとどまらず

私の人生を変えちゃった猫

なにがそんなにうれしいのか︑
弾けるよう

と抱き上げて︑
ポ〜ンと放り投げるんで

﹁ヨッコラショイッ﹂

シルクちゃん

﹁⁝⁝⁝﹂

デスクワークの時はヒザに乗ってきます︒

たぶん同性のよしみでしょう︒

きょうだいより私とツルみたがります︒

サプリは︑
男の子たちばかりの我が家に

Vol.14

おける紅一点です︒

(通巻Vol.305）
▶私のヒザで眠る
サプリです︒

◀サプリの影響で
水洗トイレ
愛用猫になった
二郎ちゃん
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My
Sweet
Life
With
Cats

土生亜紀子

無意識のうちにスルーしている
大切なこと …

た︒
すると子供は﹁嫌です﹂と云うので︑

令されたら︑嬉しい？﹂
と︑問い返しまし

知らない人から︑あれしろこれしろって命

私はしばらく考えてから︑﹁ねぇ︑
あなたは

子供と犬に学ぶこと

ると思います︒

身近な大人や犬とのやりとりから作られ

定概念が出来上がっていません︒
それは︑

いもしない視点で
﹃世界﹄
を見ています︒

子供の頭も心もとても柔軟で︑大人が思

﹁じゃぁ︑犬は嬉しいと思う？﹂と聞くと︑
したように頷きました︒

﹁いいえ︑嫌だと思います﹂
と︑すごく納得

は︑犬との暮らしのなかで︑犬の考え方や

私がそれに気づき尊重したいと思ったの
そのすぐ後︑今度は幼稚園児たちに囲ま

そのうち一人の子が﹁噛みませんか？﹂と

子供や犬の視点に立つこと︒
自分以外の

気持ちを知り︑
﹃彼らの視点で見る﹄こと

年をとったら︑蛾になるっちゃない？﹂と

聞いてきたので︑私はニヤっと笑って﹁ど

その視点は︑無意識のうちにスルーして

ようで︑見つめるだけで手を出しません︒ を学んだからです︒

返ってきました︒
内心︑大ウケにウケたの

うかな？どう思う？ 犬
( に聞いて ﹂)と犬
を示して園児に問いました︒
すると彼ら

いる大切なことや︑かたくなに拘っている

れました︒
みんな︑犬を撫でたいけど怖い

感心して見せました︒

ですが︑私は笑いをこらえて
﹁そっか〜﹂
と

は︑犬を見て私を見て︑を何度か繰り返す

くだらないこと︑本音と建前による無意

私が葉の上の蛾を指し︑
﹁蛾と蝶の違いっ

また︑国語ドリルの
﹃反対語を書け﹄
では︑

と︑口々に
﹁噛まない！﹂
と云って犬を撫で

識の態度の差︑など︑いろいろなことを教

は良しも悪しも知識を得て︑固定概念が

発想だ！﹂
と︑思いませんか？私たち大人

皆さん︑どう思いますか？
﹁なんて自由な

ままにしました︒

で︑私は
﹁ホント︑楽勝やね﹂
と云って︑その

か？

礼儀は必要ない﹂
と︑思い込んでいません

く犬にも
﹁挨拶しよう﹂
と 表( 情や姿勢を )
伺いますか？ もしかすると﹁犬に対して

会った犬に挨拶をするとき︑
飼主だけでな

思ったことはありますか？ また︑初めて

め て 会った 犬に命 令 するのを 失 礼 だと

さて︑皆さんにお尋ねです︒
皆さんは︑初

も︑
教えてくれました︒

楽しいことを﹃発見する﹄のだということ

しの日常生活のなかでも︑思いもしない

そして︑その視点で見て考えれば︑繰り返

えてくれました︒

視点に立つこと︒

﹁楽勝やん！﹂と云って︑
︻雨︼
の答えは︻め

始めました︒

て何やろ？﹂と近所の子に問うと︑
﹁蝶が

子供の可能性

子供と犬に学ぶこと

◀ボールで遊ぼう

◀オヤッ？

あ︼
︑
︻冷たい︼の答えは︻いためつ︼と書い

あるので︑とてもこんな発想は浮かびま

ていました︒
これもまた大変面白かったの

せん︒
私は︑学校で正されることを思い︑

また︑時折︑子供連れの方とすれ違うと︑
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犬と人のための飼い方教室

◀猫も散歩♪

この時点では訂正する必要性を感じませ

親が﹁噛まれるよ﹂と云って︑子供を引き

という固定概念を持つかも？と思うと胸

スリーピーズハウス 土生亜紀子

No.14
◀何みてるの？

んでした︒

寄せます︒
もちろん︑親に悪意はないと分
犬の散歩で出会った女の子が﹁このコは︑

がふさぐのです︒

かっていますが︑子供が
﹁犬は危ない動物﹂
﹃オテ・オカワリ﹄ができますか？﹂と尋

子供は大人とは違って︑
﹃犬﹄に対する固

固定概念

ねます︒
多分︑犬にさせてみたいのです︒

proﬁle 犬の飼い方教室
『Sleepyʼs house』
主宰。
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！

▶記念撮影

Photo Garally

質問コーナー
若いという理由でなぜ除外？
年齢枠を外して欲しい

おられるとのこと︒心から応援しています︒

〝犬猫人が互いに助け合う〟会を準備されて

長澤 素晴らしい対策です︒ですが︑
このこはどうなるんだろうとか︑プロに預けると幾

んでした︒犬と同居しているため︑私が入院したら

入院を勧められましたが︑応じる気持ちになれませ

実はこの春︑体調をこわしてしまいました︒
余裕の有る無しが大きく係わります

Ｑ

よね︑遺産でペットを守るというの

もちろんですが︑若年の方にもどんどんご

ご質問にドキッ ご
…指摘の通りですね︒ま
さに木を見て森を見ずでした︒高齢の方は

了解しました！

齢の枠を外すというご検討をお願いできませんか？

を見て森を見ずという気がします？高齢者という年

のは︑会の趣旨としてはいかがなものでしょう？木

その方たちを︑まだ若いという理由だけで除外する

ってしまう若い方は沢山いらっしゃると思います︒

由はじゅうぶん解るのですが︑私のような状況に陥

対象ということですよね？高齢者を対象とされる理

ています︒

らかかるんだろうとか色々気になって︑結局自宅療

健康寿命
グングン伸ばしたい

ころです︒
気くれるやないですか︒健康寿命を

Ａ
入会頂きたいと思います︒またそのほうが会にも活
気が出るというものです︒
おかげで大事なことに気づかせて頂きました︒あり
がとうございました！今回の募集に︑さっそく追記

１：ボケ防止や健康増進につながります。
２：愛と生きがいに満ちた幸せな生活が営めます。

飼育不能を認められた〈Ａ会員〉から〈愛犬もしくは愛猫〉
を譲り受けることができ、
〈責任の果たせる期間〉
、家族と
して愛情を注ぐことができます。

Ｂ会員の特典例

良いコトだらけじゃないですか！

１：最後まで責任を持って飼うという飼い主鉄則を、
はずしてしまいがちになることです。

15

大切な家族を
守り抜く〝対策〟は
できてますか？

長澤 高齢のために〝飼う︵飼うと

養で頑張り抜きました︒幸い体調は回復しましたが︑

長澤 ま︑その時はその時でしょ︒

おられる方が安心して飼えるように

がコンセプトでしょ？では遺産を遺

太田 私はいいんですけどね で
…も
ヤラレルなら猫たちと一緒の時に一

なる〟というのも︑当会が目指すと

せない人はどう対策すればいいんで

瞬でヤラれたい 猫
…たちだけが生き
残って︑お腹空かせてウロウロしと

太田 動物たちって︑ものすごく元

この苦しい体験のおかげで︑会の必要性を強く感じ

うやら私︑絶対に︑イヤッ！

グングン伸ばしますからね︒それこ
長澤 メリットだらけ！
長澤 はい︒そのためにも︑まずは
させて頂きます︒

ご質問は遠慮なく！

会の核を成すのは〈信頼ある循環〉です。

そこで、犬猫人の互助会みたいなもんを
「創ろう！」となったわけです。

〈もしもの時〉が自分に訪れても、愛犬もしくは愛猫を、信
頼できる愛犬家もしくは愛猫家である〈Ｂ会員〉に委ねるこ
とができるため、安心して飼い続けることができます。

Ａ会員の特典例

長澤 最近の世界情勢が気になりま

長澤 私もイヤッ！でも 地
…震︑台
風︑河川氾濫︑落雷︑竜巻︑噴火︑

そ入会の最大のメリットでしょう︒

しょう？

陥没 こ
…うした災害から直撃される
率って︑ミサイルなんかよりよっぽ

太田 自己満足に終らんごとせな︒

歳♀♂）

/

歳♀♂）

mail
-

会員資格の例

すね︒こうした活動の基本はあくま

ど高いんじゃないですか？

できる時にできる範囲でできる事を

そこで質問させていただきます︒この会は高齢者が

太田 そうなんですよ そ
…の最たる
例が福島のこたちですよね︒まだウ

していきたいと︒

/

-

Ａ会員：現在犬または猫を飼っている方
（愛犬・愛猫の将来が心配でしかたがない方）
Ｂ会員：現在は飼うことを諦めている方
（「最期まで責任が持てない」の理由で飼えない方）
１：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からです。
２：犬猫の飼育経験豊富な〝飼い主上級者” だからです。

で平和ですから︒

︒
ロウロしていますから ︵
…ウルッ︶
長澤 ま︑難なく生き延びられたと
太田 何もせんで手をこまねいとう

太田 そうたいね 誰
…でも利用でき
るごた対策ば作らないかんったい︒

しても加齢死の直撃は百パーセント
よりよっぽどいい！何かしよったら

歳♀♂）

携帯

犬猫人互助会とはたとえば…

太田 心配ですよね 福
…岡市はけっ
こうな都市だし︑周辺には米軍基地

です︒にもかかわらず︑あまりにも
︵つづく︶
いずれ道は拓けますって︒

/

-

（発足が具体的になりましたら事務局より改めてご連絡を差し上げます。）

※年 会 費 に つ い て ：発足後の運営費となります。負担とならない額（5 千円前後）にて検討中です。

もあるし︒

その〝対策〟がありません︒

いう言葉は嫌いですが︶のを諦めて
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発起人仲間の太田サンです。
平素は書道家＆
多忙を極める事業家ですが、
その実態は猫のしもべ…。

mail nagasawa@gariya.com
番号順にご記入のうえ、送信してください）
郵 送 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り 1-9-2-207 ガリヤ 犬猫人互助会 宛 （以下にご記入のうえ、点線を切り取りご郵送ください）
F A X 092-751-3779（以下にご記入のうえ、点線を切り取り、FAX してください）
電 話 092-751-3778（ガリヤ長澤宛お電話ください。電話がとれない時は折返します）
（ 例：①田中和子

猫（種

言いだしっぺの長澤です
平素はガリヤとかやってて
タイヘンそうですが…
頭の中はわりと
猫でいっぱい。
ニコニコニコニコ含み笑い…

〒

or 猫と現在は暮らしてないが
or 猫と現在
( 犬暮らしている方。
）・Ｂ会員 (犬不安が解消されれば暮らしたい方。
）

皆様のご入会 をお待ちしています！
犬猫人互助会（仮名）まずは 第一期の会員募集中です。

質問コーナー
若いという理由でなぜ除外？
年齢枠を外して欲しい

おられるとのこと︒心から応援しています︒

〝犬猫人が互いに助け合う〟会を準備されて

長澤 素晴らしい対策です︒ですが︑
このこはどうなるんだろうとか︑プロに預けると幾

んでした︒犬と同居しているため︑私が入院したら

入院を勧められましたが︑応じる気持ちになれませ

実はこの春︑体調をこわしてしまいました︒
余裕の有る無しが大きく係わります

Ｑ

よね︑遺産でペットを守るというの

もちろんですが︑若年の方にもどんどんご

ご質問にドキッ ご
…指摘の通りですね︒ま
さに木を見て森を見ずでした︒高齢の方は

了解しました！

齢の枠を外すというご検討をお願いできませんか？

を見て森を見ずという気がします？高齢者という年

のは︑会の趣旨としてはいかがなものでしょう？木

その方たちを︑まだ若いという理由だけで除外する

ってしまう若い方は沢山いらっしゃると思います︒

由はじゅうぶん解るのですが︑私のような状況に陥

対象ということですよね？高齢者を対象とされる理

ています︒

らかかるんだろうとか色々気になって︑結局自宅療

健康寿命
グングン伸ばしたい

ころです︒
気くれるやないですか︒健康寿命を

Ａ
入会頂きたいと思います︒またそのほうが会にも活
気が出るというものです︒
おかげで大事なことに気づかせて頂きました︒あり
がとうございました！今回の募集に︑さっそく追記

１：ボケ防止や健康増進につながります。
２：愛と生きがいに満ちた幸せな生活が営めます。

飼育不能を認められた〈Ａ会員〉から〈愛犬もしくは愛猫〉
を譲り受けることができ、
〈責任の果たせる期間〉
、家族と
して愛情を注ぐことができます。

Ｂ会員の特典例

良いコトだらけじゃないですか！

１：最後まで責任を持って飼うという飼い主鉄則を、
はずしてしまいがちになることです。
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大切な家族を
守り抜く〝対策〟は
できてますか？

長澤 高齢のために〝飼う︵飼うと

養で頑張り抜きました︒幸い体調は回復しましたが︑

長澤 ま︑その時はその時でしょ︒

おられる方が安心して飼えるように

がコンセプトでしょ？では遺産を遺

太田 私はいいんですけどね で
…も
ヤラレルなら猫たちと一緒の時に一

なる〟というのも︑当会が目指すと

せない人はどう対策すればいいんで

瞬でヤラれたい 猫
…たちだけが生き
残って︑お腹空かせてウロウロしと

太田 動物たちって︑ものすごく元

この苦しい体験のおかげで︑会の必要性を強く感じ

うやら私︑絶対に︑イヤッ！

グングン伸ばしますからね︒それこ
長澤 メリットだらけ！
長澤 はい︒そのためにも︑まずは
させて頂きます︒

ご質問は遠慮なく！

会の核を成すのは〈信頼ある循環〉です。

そこで、犬猫人の互助会みたいなもんを
「創ろう！」となったわけです。

〈もしもの時〉が自分に訪れても、愛犬もしくは愛猫を、信
頼できる愛犬家もしくは愛猫家である〈Ｂ会員〉に委ねるこ
とができるため、安心して飼い続けることができます。

Ａ会員の特典例

長澤 最近の世界情勢が気になりま

長澤 私もイヤッ！でも 地
…震︑台
風︑河川氾濫︑落雷︑竜巻︑噴火︑

そ入会の最大のメリットでしょう︒

しょう？

陥没 こ
…うした災害から直撃される
率って︑ミサイルなんかよりよっぽ

太田 自己満足に終らんごとせな︒

歳♀♂）

/

歳♀♂）

mail
-

会員資格の例

すね︒こうした活動の基本はあくま

ど高いんじゃないですか？

できる時にできる範囲でできる事を

そこで質問させていただきます︒この会は高齢者が

太田 そうなんですよ そ
…の最たる
例が福島のこたちですよね︒まだウ

していきたいと︒

/

-

Ａ会員：現在犬または猫を飼っている方
（愛犬・愛猫の将来が心配でしかたがない方）
Ｂ会員：現在は飼うことを諦めている方
（「最期まで責任が持てない」の理由で飼えない方）
１：仕事で家を空けっぱなしになりがちな世代とは違って、
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２：犬猫の飼育経験豊富な〝飼い主上級者” だからです。

で平和ですから︒

︒
ロウロしていますから ︵
…ウルッ︶
長澤 ま︑難なく生き延びられたと
太田 何もせんで手をこまねいとう

太田 そうたいね 誰
…でも利用でき
るごた対策ば作らないかんったい︒

しても加齢死の直撃は百パーセント
よりよっぽどいい！何かしよったら

歳♀♂）

携帯

犬猫人互助会とはたとえば…

太田 心配ですよね 福
…岡市はけっ
こうな都市だし︑周辺には米軍基地

です︒にもかかわらず︑あまりにも
︵つづく︶
いずれ道は拓けますって︒

/

-
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皆様のご入会 をお待ちしています！
犬猫人互助会（仮名）まずは 第一期の会員募集中です。

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談

丸田さん︑今度株式会社を立ち

上げることにしたんですが︑資本

金はいくら以上あればいいんで

すか？

その 十 四︵ 通 著 八 十 三 ︶
なので経営が軌道に乗るまでは︑資本金

他からの借り入れをしているケースもある

や貸付金相当の現金がなくなりそれ以上に

わけです︒
それから利益を積み上げていけばいいの

そして︑十分な利益が会社に貯まったと

です︒

少﹂
手続が必要になりますが︑貸付金ならた

き︑資本金だと会社法上の
﹁資本金の額の減
と会社設立時の消費税免除の制度が使えな

だ返してもらえばいいだけです︒

逆に︑行政庁の許認可事業だと︑業種によ
くら入れますか？ というわけで︑
会社設立ひ

皆さんは︑資本金？ 貸付金？ どちらにい

いですし︒

り最低資本金規制がありますし︑気をつけな
ければいけません︒

とつとっても論点は沢山あります︒

是非︑
会社登記の専門家・司法書士を紹介

16

うちの事務所では毎年十数件の会社設立
登記をさせていただきますが︑だいたい資本

してもらってから設立登記をなさってくだ

100回

珍しい相続手続き

第

今は︑法律上︑資本金１円以上

あれば会社設立が可能ですよ︒

金１００万円という会社様が多いですね︒
特

さい︒
この中から約３０万円ほどの登記費用
︵内

いは必須の財産です︒

社長たるもの︑法律家司法書士の知り合

に理由はありません︒

訳・定款認証手数料約５万円と登録免許税
１５万円︑そして司法書士手数料約１０万
円︶
をお支払いになるケースもあります︒

ところで︑株主兼代表取締役が一人で会社
設立という場合︑この人が資本金を出すわけ

んでしょうか？

ですが︑これって資本金じゃなきゃいけない

違いますね︒
必ずしも資本金にしなくて
も貸付金でもいいわけです︒
ここがミソです︒

資本金にしても貸付金にしても︑必ずし
も常にその金額の現金が会社に存在してい

10 月20 日
（金)
19:00〜21:00
相続セミナーは珍しくありませんが実例はなかなか聞けませ 会場：天神ビル11 階
５号会議室
ん。
そこで珍しい相続登記などの実例をご紹介いたします。

家賃保証のからくり

来年は、明治維新から１５０年となります。維新の立役者はキラ星のご
とく沢山いますが、福岡藩の黒田藩士たちもすさまじく重要な役割を果
たしました。あの「薩長同盟」を成し遂げたのも黒田藩士たちと言っても
過言ではありません。
しかし 、
「乙丑の獄」によって彼らの名前は後世に
残りませんでした。
そんな彼らに想いを馳せる２時間にしたいと思います。

平成１８年５月１日の会社法施行以来︑
資
本金１円以上︑取締役１人以上で会社の設立

昔は︑
株主７人以上とか︑
取締役３人以上︑

ができるようになったんです︒

監査役１人以上とか︑資本金１０００万円以
上なんていう時代もありましたけど︑凄い変
わりようですね︒

さて︑
﹁それじゃあ資本金１円で作るか︒
﹂

などと言われても私はあまりそれはお勧め

していません︒
やっぱり会社のイメージもあ

りますし︒
かといって資本金が多ければ多いほどい

いというものでもありません︒

る必要はありません︒
これを元手に利益を積
み上げていくのが会社経営です︒

9月15日（金)
19:00〜21:00
［法律タイム］
自然損耗とは？原状回復とは？家賃保証会社の代位弁済事例を
参考にしながら建物賃貸借契約の敷金精算の盲点をご紹介致します。
［歴史タイム］
日露戦争の戦費調達や、昭和金融恐慌の沈静化など、近代日本
の礎の一人、蔵相、首相などを歴任にした高橋是清をご紹介致します。

幕末の福岡黒田藩士たち

そん
そん

か
か

ほう
ほう

99 回

8 月18 日 (金)
19:00〜21:00

じゅく
じゅく

法科村塾

市民公開 無料法律セミナー

第

ＩＮアクロス福岡 (605 会議室）

◆毎月第３金曜日開催 ◆予約は電話がファクスで TEL：092-716-8658 FAX：092-731-7285 ◆先着３０名 ◆講師 : 司法書士 丸田幸一

98 回

第

資本金が１０００万円を超えると法人住
民税が高くなりますし︑１０００万円以上だ

ぼくも
財産なんです
けど…

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

丸田幸一ブログ

どなたも気軽にご参加ください！

株式会社の設立
出資する？貸し付ける？

会社を設立する

田舎暮らしの話

二年前の八月︒
一度寝たら滅多に目を覚

しない︒
それなのに廊下に漂うこの香りは

か︒
部屋中の明かりを点けた︒
人の気配は

を嗅いでみたが匂いはしない︒
誰かいるの

●松瀬 てつ代

まさないのにその日に限ってトイレに起き

︿その拾参﹀

た︒
目覚まし時計は零時時二十分前︒
部屋

一体何なんだ︒

今の時代は分からないが︑私の若いころ
はナイトクラブとかあったりして︑そこで

ダンサーとしてのプライドを保ち︑舞台を

独り占めするのだ︒

あれは︑私が二十歳のころ︑友達の一人

めだとか︒
虫たちに花粉を運ばせ︑受粉を

が匂いを出すのは昆虫や鳥などを誘うた

アルバイトしている知り合いがいた︒

が新宿のクラブでアルバイト的に歌手を

してもらう︒
それもこれも子孫を増やす

私の想像はこのくらいにして︑さて︑花

していた︒
一度だけ誘われて行くと︑舞台

ためということらしい︒

さすれば︑私が悩殺されたこの花はあ

あくまでもその人の好みだということ︒

なので︑人が好きな香りだと思うのは︑

を見下ろせる小さな部屋で待つように言
われた︒

くまでも私好みの香りだったと言うこと

たまたま居合わせたのかどうか分から
ないが︑派手な髪飾りとお尻にクジャクの

だ︒
以前はあっさり系が好きだったが︑今

早く香りを嗅ぎたい︒

て︑
枝葉を茂らせている︒

夜香木は今年も大人の背丈くらいに延び

バラなど香りが楽しめる植物が増えた︒

わが家の庭や畑も私好みのハーブ類や

は濃厚な香りが好きになった︒

前に座っていた︒
赤や緑や紫などのミラーボールのライ

ような彩りの羽を付けたお姉さんが鏡の

いよ犯人登場という場面だ︒だが肝心の

トが部屋まで入り込むたびに︑お姉さん

これがサスペンスドラマだったら︑いよ

から出ると︑嗅いだこともないような匂い
が鼻腔をついた︒
あれ︑この甘い香りは？
寝起きのぼおーとした頭で手首の内側

ところでCMになる︒
視聴者に取ってやき

ダーをつけたように輝いて見えた︒

の肌が浮かび上がる︒粒 子の細かいパウ

その人は猫と一緒に暮らす独り者︒
平凡
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もきする時間帯である︒
芳香する方向へ近づいてみると︑なん

しかし︑
と︑その人は︑腕や腰回りなど露出した部

﹁蕁麻疹が出てかゆいのよ﹂

と︑その正体は︑玄関の壺に活けていた白
い花︻夜香木︵やこうぼく︶
︼
︑別名ナイト

﹁今日は家でゆっくり過ごそうと思ってい

分を︑
爪を立ててかいていた︒

ジャスミンだった︒
夜間に咲く花でも月下美人のように高

急に呼ばれたのよ﹂

たのにさ︒
出番の彼女が病気になったって
と少し︑
不満そうに言った︒

貴な感じはしないし︑月見草の可憐さも
るし︑小さい花がびっしり枝に着いている

﹁でも仕方ないよね︒
病気なら﹂

ない︒
花弁はラッパみたいな形状をしてい
というだけで︑さほどきれいとも思わな

独りごとのような︑返事を待っているよう

だけれど仕事となると一転︑酔客の前でも

聞いていた︒

な︑私は何の応答もできずにただ︑黙って

い︒
昼間は花弁を閉じたまま︒
でも︑地味で
な香り︶
を発揮すれば︑他の花と比較にな

目立たないけれど︑ひとたび持ち味
︵妖艶
らないくらいの魅力を備えているのだ︒

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

平 戸 の片 隅 で

◀夜香木
（ナイトジャスミン）
朝になると花を閉じ、
香りも閉じます。

◎一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ⑬ ︼

て博多に来たという︒

今度は福岡に転封となるや︑またも従っ

福岡幕末維新散歩
博多商人の石蔵屋は︑播州石蔵村︵現
在の兵庫県︶から起こったという︒石蔵
水︶に仕えて活躍した︒黒田家が播州か

屋は戦国のころ︑
海運業で黒田官兵衛︵如

ない藩もあった︒そこで卯平は天草に渡

したが︑九州諸藩の中には動きが定まら

そ の 後︑幕 府 が 倒 れ︑新 政 府 が 誕 生

特に元治元年︵一八六四︶十一月四日

り︑自宅を宿として提供したという︒
夜︑長州下関から海路︑博多に亡命して

り︑同志を募ろうとする︒

る︒晋作を連れて来たのは︑福岡を脱藩

てしまった︒二人が何者だったのか︑い

日夜︑宿に訪ねて来た二人の男に殺され

ところが明治元年︵一八六八︶三月四

たかすぎしんさく

来た高杉晋作を匿ったことはよく知られ
して長州などで政治活動に奔走中の中村

ことが出来︑その波乱の生涯が偲ばれる︒

吉之助﹂
﹁野村望東尼﹂などの名を見る

れている が︑文 中に﹁高 杉晋 作﹂
﹁西 郷

正八年七月建立︶には卯平の事跡が刻ま

福岡 市 博 多区の万 行 寺にある墓︵大

た︒

︵一九一五︶十一月には従五位が贈られ

り東京の靖国神社に合祀され︑大正四年

ごうし

卯平の霊は明 治二十 六 年︑特 命によ

三十六ともいう︒

まも分かっていない︒享年は三十三とも

円太だった︒
晋 作 は し ば ら く 石 蔵 屋 に 潜 伏 す る︒
つきがたせんぞう

幕 府 と 対 抗 す る 勢 力 を 打 ち 立て る 策 を

らと会い︑九州諸藩の同志を結集させ︑

円太のあっせんで福岡藩の同志月形洗蔵

石蔵卯兵のこと

ら豊前中津︵現在の大分県︶に移るとこ
れに従う︒さらに慶長五年︵一六〇〇︶
︑

初 代は助 左 衛門 といい︑生国 を忘れ

練ったりした︵実現しなかったが︶
︒

の手紙を携えて京都に赴き︑薩摩藩士西
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ぬため屋号を﹁播磨屋﹂として︑博多で
海運業を営んだ︒それが栄えて︑分家が

次々と生まれる︵いまも福岡市内など各
そのひとつが︑石 蔵 村 を 忘 れぬ ため

郷吉之助︵隆盛︶の返信をもらって博多

慶応元年︵一八六五︶夏︑卯平は月形
﹁石蔵屋﹂と名乗ったのが始まり︒つい

に帰ろうとする︒ところが道中で︑形勢

この一冊で
あなたも
福岡ツウ！

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。

地に見られる︶
︒

に本家も三代目利左衛門のころに﹁石蔵

慶応二年︵一八六六︶九月には数人の

分からない︒

に入ったと伝えられるが︑詳しいことは

と名を変え︑下関にとどまった︒奇兵隊

卯平は帰国をあきらめ︑
﹁小寺藤兵衛﹂

のだ︒

弾圧が行われ︑月形らが刑死したという

屋﹂となった︵小田部博美﹃博多風土記﹄ が一変したことを知らされた︒福岡藩の
昭和四十四年︶
︒
時 は 流 れ て 幕 末︒分 家 の 当 主︑石 蔵
卯平は強烈な生きざまで︑歴史に名を刻
んだ︒
かみいわしまち

ごようたし

卯平は博 多 上鰯町に住み︑屋号 を石
いた︵異 説 あ り︶
︒尊王 攘 夷︵天 皇 を頂

同志とともに晋作の命を受け︑玄界灘姫

蔵屋と称し︑対馬藩の御用達をつとめて
点として日本の再編成を行い︑外国勢力

島に流されていた勤王歌人の野村望東を

ぼうとう

を排撃する考え方︶の志あつく︑対馬や

救出して︑下関に連れ帰っている︒

福岡
地名の謎と
歴史を訪ねて

(5)

福岡の﹁志士﹂たちを経済的に援助した

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！

KKベストセラーズ
815円+税

たろう）

一坂 太郎（いちさか

墓に刻まれた卯兵の事跡。高杉晋作、
西郷吉之助、野村望東尼などの名が…。
卯兵の墓

月暦
開運

ごよみ

sai enn

櫻庵 幸縁

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。

〈7 月末〜10 月末〉
月エネルギー発生日
■１回目の発生日…赤色
■２回目の発生日…緑色
■３回目の発生日…紫色

櫻庵幸縁のブログ

http://ameblo.jp/333saienn333

新月
【開始】

7 月 23 日 8 月 22 日 9 月 20 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。
叶いやすくなりますよ。

二十六夜
【神秘】

三日月
【魔除け】

8 月 17 日 9 月16 日 10 月 15 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。

7 月 25 日 8 月24 日９月 22 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、
7月末から3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】

8 月 15 日 9 月 13 日 10 月 12 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】

7 月 31 日 8 月29 日 9 月 28 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】

8 月 4 日 9 月3 日 10 月 2 日

8 月 9 日 9 月8 日 10 月 7 日

気分に動かされやすくなります。
発言や行動は慎重に。

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】

お月さま、
ありがとうございます…と、心からの感謝を！

櫻庵幸縁先生より、浄化や開運の御守りになる
プレゼントを頂いています。詳細は24p参照。

の不思議な効果

何気なく身に付ける物の色︑

買物でふと手に取る物の色で︑

闇におおわれる

現在の心理状態が解ったりも ︒
…

まずは︑
色が持つパワーを

魂に問いかけて

選ぶべき途は
貴方の魂が
知っています

め

識りましょう！

選ぶべき途を

差し出してみせる

占い術です︒

もん

そして︑
毎日の生活に

取り入れましょう！

貴方に不足しているものを︑

その色がきっと︑
補ってくれますから︒

ワフル過ぎるのでワンポイントがオス

︻赤︼
勝負の日はこの色で！ただし ︑
パ

スメ︒

︻青︼
面接や受験のお供に︑
青色 グッズ

力もＵＰ︒

をお忘れなく︒
気分が落ち着いて集中

ワクワク︑
コミュニケーションもグッド︒

︻黄︼
鬱な気分は黄色で脱却︒
なんだか

︻緑︼
リフレッシュしたい？ な
…ら緑で
しょ！緊張が和らぎますよ︒

も

弥聞冥問占術

セブン●
イレブン

■
バヤール

日赤通り

ー
ー

や

渡辺通り

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

渡辺通りの
開運母さん

幼い頃より数々の
霊体験を重ね第三
の 目 を 開 眼︒算 命
学 をベースに霊 視
鑑 定 を 行 い ま す︒
霊能力が強いため
問題にかかわる霊
︵生霊も︶が鑑定中
に現れ︑ビックリさ
せられることも︒

ときこさん

︻紫︼
情緒豊かに過ごせます︒
寝室に取

り入れたら安眠効果も︒

︻ピンク︼
筋肉をほぐし血行を良くし︑

無益な争いを減らす効果あり︒
男性に

トでの取り入れをおすすめします︒

もワイシャツやネクタイ等︑
ワンポイン

り︑
清廉な印象がゲットできます︒

︻白︼
神聖で清らか︒光を返すことによ

︻パステルカラー︼
疲労やイライラを感

じたら︑
この色におまかせ！

須アイテムです︒運動神経に働きかけ

︻ビタミンカラー︼
トレーニングには必

て活力をくれます︒

︻ゴールド︼
モチベーションＵＰ︑ 金運

櫻庵 幸縁

ＵＰ といい事だらけ︒でも煌びやか
…
︵笑︶
さがイヤ味 ワ
…ンポイントでね

占いの館 バヤール

色

8 月 8 日 9 月6 日 10 月 6 日

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

︻Essay

Cozue︼
その

紅茶のティーバックと共にポットの

軽くひとつかみ︑レモングラスは2本

量はティーカップ2杯分でミントは

お湯に入れて蒸らします︒

会話は漫談ではありませんから︑あ

ミントは茎のまま使用し︑レモング

なたは負担に感じなくてもいいと思う

ラスは手でちぎって香りを出してくだ

くらい︒
そもそもテレビのタレントさんのネ

のです︒

いると会話は回ります︒

くてウズウズしているネタ泥棒が一人

心の汗までリフレッシュしてくれるハーブティーの淹れかた
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︒
最 近︑友 人 と の 会 話 が 怖

タに磨きをかけた面白い話を期待され

さい︒

い で す︒私 の 話 に は オ チ
﹁うんうん︑
︑
﹁で？﹂
がないらしく︑

て も 困り ま すよ ね︑誰 で も︒体 と心 に
緊張の汗をかかないようにいたしま

お気に入りのハーブが手に入りまし

ん？﹂という反応に大変焦ります︒
自 分 で は 完 結 し て お り︑そ の 先 も

たら様々な組み合わせをお試しくださ
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い︒ご紹介したハーブはいずれも心と

胃腸を落ち着かせてくれます︒

ブログ／http://cozuee.sblo.jp

しょう︒

暑いからこそ
熱いお茶なのです
そこでハーブティーを会話のお供に
してみませんか︒暑いからこそ熱いお
茶が良いでしょう︒疲れた胃腸も回復
いたします︒
今の時期はハーブが元気に育ってい

・調理師
・スパイス研究家
・農林水産省 食のオフィシェ

な く 話 を 盛 る 技 術 も あ り ま せ ん︒

緊張の汗を
かかないように
いたしましょう
暑中お見舞い

ください︒

申し上げます︒ ます︒ぜひフレッシュなものをお使い
この季節に心にまで
汗をかいて気分が晴れ
な い ご 様 子︑お 察 し い

ハーブティーで
心と胃腸を
落ち着かせましょう
私のお気に入りは︑アップルミント

たします︒
会話の盛り上げ上手

とスペアミント︑レモングラスのブレ
ンドです︒

なお友達でしたらツッ
．
．
﹁私 の 場 合 は．
﹂と︑自 分 の 話 が し た

Cozue

︵30代女性︶

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。
Cozue さんにアドバイスしてもらいませんか？

コミを入れてくれるでしょうし︑また

●● 募集します●●

お悩み解決！
伝言レシピ
名の通りのりんごの香り。サラダやアイスクリームに添え生食も可能。
【アップルミント】
【ス ペ ア ミ ン ト】いわゆるミントの香り。カクテル「モヒート」には欠かせません。
「トムヤムクン」にも入っています。
【レ モ ン グ ラス 】レモンに似た香り。
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その他おすすめのハーブはタイム、
ジャーマンカモミール、
レモンバ ーム、ラベンダーです。

by

ハーブのみを抽出すると青臭
い感じやブレンドなじみがい
まひとつと感じ、オリジナル
フレーバー紅茶にしています。

前回に引き続いて仕事の話です︒今︑最

スする方に向かっていて︑その逆算で︑今

何故かというと︑ヒトは自然とフォーカ
ます︒

み て︑改 め て︻自 分 見 直 し︼の 必 要 も あ り

職を望むのなら︑次のようなことをあげて

が必ず近未来に役に立つ！﹂と思ってやっ

◯その仕事をしているわくわくする自分

でみたいのか？

◯その仕事で、どんな未来の人生を歩ん

◯その仕事に夢中になれそうか？

のか？

◯自分にはどのような仕事が向いている

◯得意なコトはどんなことか？

◯どんなことに興味があるのか？

必要なコトをやり︑行きたい処に行くよう
にできているからです︒
でも︑今やっていることが先々の自分の

ていると︑そのようになる確率はとても高

いから﹂と日々の職場人生を淡々と過ごし

あるいは︑ヒトによっては︑
﹁毎日が楽し

にあなたの親しい方のほうがあなたのこと

くるものがあるのですよ︒あるいは︑意外

良いと思います︒すると︑不思議に見えて

などを︑いくつか書き出してみることも

を想像することが出来るか？

でも︑今︑あなたが出会っている仕事が

ている方もいますが︑それはそれで一つの

や前向きに働けない職場環境と感じながら

ただ︑避けるべくは︑好きでもない仕事

自分の選ぶ道ですから︒

してくれる存在でしたよ︒

は亡き母親がよく観察︵？︶していて示唆

のも一案です︒私の場合は︑私のことを今

をよく見て分かっているかもしれません︒

みも出てくるのですよ︒

かう可能性が充分にあるからです︒そんな

それは︑心身を崩し予期せぬ方向へと向

出会いを決してあきらめないでいただきた

している方は自分を生き切る為の仕事との

とのできる道が必ずあるのです︒適職を探

美味しい＆ヘルシーなお食事付き！

7/23（日）& 8/27（日）& 9/24（日）&10/25（日）17:00〜19:30

●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﹀

福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)

人生に必要なコトだということを︑あまり
気付いていない人も多いのですよ︵過去の

いるヒトもいれば︑
﹁あ〜！なんでうまくい

もし︑そんなふうに︑
﹁今やっていること

私がそうであったように！︶
︒

かないんだろう〜！﹂などと自分や周りを
いと思います︒

適な仕事に出会ってイキイキと取り込んで

責めながらの日々のヒトがいたり︑仕事と

あるとすれば︑今はその仕事に縁があるわ

生き方だと思います︒

の出会い方は本当に人それぞれですよね︒

けです︒それを徹底的に究めたり︑やり方

も︑単にサラリーの為だけに仕方なく職場

と︑
…

に通い続けることです︒そのような場合は
いずれにしても︑これからのあなたの価

時は︑今の仕事や環境を見直す絶好の機会

いと思います︒

値を益々高め︑エネルギッシュに生きるこ

やもしれません︒

方も︑現状に甘んずることなく更なる段階
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がまずければ手法や戦略を変えたり

もしくは︑あなたがこれから先の生き方

一刻も早く︑あなたの本来の仕事へと転じ

あな たを理 解して くれる 方に聞 いてみ る

を真剣に考えている最中ならば︑何のため

ることをお勧めします︒

すると︑不思議に今の仕事に対する面白

に今の環境や仕事と出会っているかを深く

いろいろな知恵も芽生えてきます︒

考えてみるということも︑とても大切なこ
とではないかと思います︒
例えば︑
﹁今の仕事が大好きだから定年退
職するまでこの会社で取り組んでいきたい﹂

へと︻限りない自分︼を飛躍させていって

あるいは︑今の仕事に希望を託している
時間をとり︑じっくりと考えてみる必要

いただきたいと思います︒

とか︑
﹁近未来には独立してあることをやり
たいから︑それまでは今の職場でしっかり

がありますよね︒あなたの仕事人生のチャ

には無限の力があることを信じながら ︒
…

﹁自分を生き切る﹂ための︻脳力︼
︵自分力︶

ンスタイムとも考えられます︒飛躍のチャ
でいるからです︒

ンスは意外に︑ピンチの状況の場合に潜ん

従事したい﹂など︑いろいろな方向性があ
ると思うのです︒
その方向性をしっかり見定めながら日々

あなたの次なる段階のためにも︑もし転

メール or 電話にてお申込ください！

!?

仕事に取り組んでいると︑もっと何かが見
えてくるはずなのです︒

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

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

普段の何気ないあなたの輝きをアップさせ、善循環を取り戻しましょう！
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ヒトは今必要なことをやり
行きたい処に行くようにできている！

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。

〈女性限定〉

ガリヤ愛読者の皆様へ

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

■著者プロフィール■ 杉林せいこ

大好評です！

所：インド食堂チチル＆シシリ

■場

ブログも
お楽しみ
ください!

45

■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
■申 込：※インド食堂チチル＆シシリ〈イベント担当〉宛

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。

2017

杉林せい子の

あなたを生き切る
仕事世界とは

ちょっと一息・COCOROおしゃれ“Café”

初対面の方
︵特に中年以降の男性︶
から十把一絡げに
﹁奥さん﹂
と呼ばれるようになります︒

女性はアラフォー
︵人によってはアラサー︶
あたりから︑
て叱られたそうです︒

ん﹂
って言ったら﹁お姉さんと呼びなさい！﹂
っ

◆
﹁こんにちわ﹂
と︑相手の目をみて言ったら

︵みよちゃん ３０代 会社員︶
いいと思うのです︒
一人のヒトとして大人も

既婚ならマダシモ
︵内心
﹁私は奥じゃなく表！﹂
な気分の人も︶
︑
未婚女性にとっちゃまさに言葉の暴力です︒
愛想笑いしつつも︑
ムカつきます︒

にこだわらず︑挨拶から始まればいいと思い

子供も︑老若男女みな同じように︑固有名詞

そこでこの
﹁奥さん呼称﹂
について︑
ご意見︑
およびそれに代わる言葉を募集しました︒

シングル女性に
﹁奥さん﹂
？
◆ワケワカラン新語や流行語は︑どんどん
びかける名称なんて気にしない方がいいと

いですねえ︒
所詮︑他人がその場しのぎでよ
前もわからない時は﹁奥さん﹂より﹁お嬢さ

まった自分のあつかましさに驚きました︒
名

読者の皆様とコラボして
生まれ︑どんどん認知され︑流行語大賞とか
思いますが！
︵トロ吉 50代 パート︶

すが︑本当に必要な言葉が置き去りにされ
◆
﹁あら︑やだ私のこと？﹂
関西人なんで明る
◆私は男性ですが︑その事を以前から困って
この他︑多くの方々のご意見をまとめさせて

︵いのっち 50代 主婦︶

︵サリーちゃん ２０代 会社員︶
いただきましたところ⁝

くキリカエス！
︵ジュリケン 30代 受付︶

◆先日タクシーに乗ったら︑運転手さんから
うので︑
とても気を使います︒

◆奥さんの奥には︑光が当たらない所に居る

ね︒ ︵姫 4０代 会社員︶
◆真剣に考えましたが︑代わる言葉がないで

〝呼称〟アイデアの一部です︒

次は皆様から寄せられた﹁奥さん﹂に代わる

齢女性まで対応する呼称である︒

るように︑実は年齢に基準が無く幼女から高

そのままず〜っと﹁お姉さん﹂と呼ばれ続け

①姉妹では年長のほうを
﹁お姉さん﹂
と呼び︑

︻理由︼

ような暗いイメージを感じます︒
既婚女性の
すね︒
いっそ親しみを込めて﹁ねぇやん﹂で統

では
﹁奥さん﹂
に
代わる呼び方は？

︵やまもも ３０代

いました︒
女性に対してはすごく失礼だと思

た︒
︒
適当に相手しましたけど︑言われるた
びにビキッ︑ビキッって心が引きつりました︒
こんな不愉快にいつまで耐えて忍ばなけれ
ばいけないんでしょう？﹁おばあちゃん﹂って

中にも不快を感じる方は多いと思います︒
社

のズレのほうも気になります︒

いい気はしませんが︑その方たちの時代感覚

いないのだと思います︒
﹁奥さん﹂と言われて

も高まった今の社会情勢が︑ぜんぜん読めて

は︑結婚年齢が高まり︑生涯未婚率も離婚率

◆大人女性を﹁奥さん﹂と呼んでしまう方

さん か ら 聞いたお 話 ですが︑
﹁お ばあ ちゃ

ちゃん﹂
は︑さらにイヤですね︒
これは介護士

◆
﹁奥さん﹂
もイヤですが
﹁おばさん﹂﹁おばあ

︵ガーベラ ４０代 開運アドバイザー︶

ん！﹂
と怒られた︒

ばちゃんに﹁〝お 姉 さん〟と言わな 売 らへ

◆若い頃︑どう観ても６０代のキヨスクのお

れるそうです︒︵くま ４０代 会社員︶

かける時︑若い人もそうでない人もこう呼ば

ので︑マンツーマンの方はまいってしまいま

ぶ〟が鉄則です︒

※名前を知り得る相手であれば〝名前で呼

です
︵笑︶
︒

ちなみに︑二番目に多かったのは
﹁お嬢さん﹂

れたら︑
どってことありません︒

うも呼ばれるほうも︶かもしれませんが︑慣

トのようです︒
チョット気恥ずかしい︵呼ぶほ

い女性への呼称は︑どうも
﹁お姉さん﹂
がベス

以上の揺るぎない見地により︑名前を知らな

は求められる傾向にある呼称である︒

②誰からも親しまれ︑また特にご高齢の方に

一しましょうか！
︵笑︶
︵てるてる坊主 30代 パートタイマー︶

◆う〜ん︵汗︶確かにあまり老けては観られ

えない︒

◆
﹁お嬢さん﹂
⁝高田純次さんが女性に声を

たくないけれど︑私はそんなに不快にならな

︻体験︼脱いだ介護パンツ︵紙製︶を洗濯機に

︵ジュリケン３０代 受付け︶

︵ちゃ〜 ４０代 会社員︶

︻体験︼
夜︑
歩きまわる︒

︵マッちゃん 4０代 フリーター︶

だと思います︒
早く死語になって欲しいです︒

会的に活躍している女性であれば特にそう

呼ばれるまでですか？それはもっとイヤです

結論です︒
会社員︶
﹁お姉さん﹂
と呼ぼう！

﹁奥 さん﹂って５ 回 も 言 われてし まいまし

ているようですね︒

ん﹂
がユーモアあります︒

◆
﹁お嬢さん﹂
と呼ばれて︑すぐ振り向いてし

作るページです︒
もらったり辞書にも採用されたりの昨今で

ます︒︵ひなた ５０代 パート︶

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︒
思ったこと︑
感じたこと︑
メールや書簡で
自由に書き送ってください︒
︵詳細は 25ページ！︶

介護について体験者の声が欲しいとのご要
望がありましたので︑集めてみました︒
その

︵トロ吉 50代 パート︶

す︒
一人で抱えこまないことです︒

いため︑
〝療養病院〟と交渉して転院してい

︻体験︼耳が遠いので補聴器をつけて欲しい

︵あき ４０代 会社員︶

るヒトの話を否定せず︑静かに聞いてあげて

相手も限られストレスがたまります︒
介護す

手探りしているような感覚です︒
相談できる

投げ込んでくれます︒
粉砕された紙が洗濯物

ました︒
家や施設での生活が難しくなり︑父

のですが︑つけてもらえません︒
聞こえるよ

欲しい︒
事情がわからないヒトに責めるよう

︻体験︼両親が同時に入退院をくり返し〝急

の看取りも経験し︑いつも不安で心身ともに

うに大声で話すと怒るような口調になるら

な言い方をされるのは︑
とても悲しいです︒

一部をご紹介します︒

︻体験︼姉が高齢の父と同居してます︒
寝たき
疲労しました︒︵すみれ ４０代 会社員︶

しく︑
﹁なんで怒ると？﹂
と悲しそうに言われ

︻アドバイス︼介護は先が見えず暗闇の中を

りとかではありませんが︑軽い認知症です︒
︻体験︼
集合住宅に済んでいて︑現状が外に見

るので︑
話したくなくなりました︒

について真っ白になって︑
たいへんでした︒

いろんな意味でストレスが多いようで︑会話
えにくく理解されなかったこと︒
理解しても

性期病院〟は３ヶ月以上入院させてくれな

がスムーズに進まなかったり︑わがままに
らおうとは思わないが︑生活音などがクレー

私の介護体験です

なったりと︑家族であるが故に出てしまう父
ムにつながって︑
深刻な問題になった︒

︵トロ吉 50代 パート︶

︻体験︼母が８４歳で元気に一人で暮らして

︵ヨーコ ４０代 自営︶

事を﹁してはいけない！﹂と何でもやってしま

︻アドバイス︼
こちらは危ないと思い︑色々な

で︑自分の出来る事をさせてもらいました︒

できる人の役割分担が上手くできていたの

りが仲良くすることが良かったと思います︒

︵ジュリケン３０代 受付け︶

︻体験︼父がアルツハイマーで︵ＡＬＳも併

います︒
ただ他 人の言 う 事に耳 を 傾 けます

うけど︑それが本人の生き甲斐や楽しみを

その都度
﹁自分は何をしたらイイ？﹂
と︑きょ

む︒

︵ポイ 四十代 会社員︶ ︻アドバイス︼ムリしない︒
デーサービスに頼

︵すみれ ４０代 会社員︶

のわがままはどうしようもないようです︒

発︶朝6 30に朝食をとってました︒
平日

が︑身内の言うことには耳を閉じるので困り

奪ってしまっている︒
︵砂ふきん４０代 会社員︶

うだいに相談して実行しました︒
おかげで通

︻アドバイス︼３月に実母を見送りました︒
周

は私も勤めていて起きれるのですが︑休日が

ます︒
やさしくすることが大切なのですが︑

体験者アドバイス

大変でした︒
起きないと一人で食べようとし

なかなかできませんね︒

夜も告別式もスムーズに出来︑皆が悔いのな
い介護ができたと言いあえました︒
離れてい

︻アドバイス︼言えるようであれば﹁自分でで
きることはしなさい！﹂と強く言う︒
その方

ても︑連絡を密にとり合っていたので︑最期に

︵ひなた ５０代 パート︶
︻体験︼ずっと側にいてほしいようで︑自分で

が本人の為でもあるので⁝︒

で︑
起きないといけないのが一番大変でした︒
︵くま ４０代 会社員︶

できることも
﹁あれして︑これして︑あれとっ

いかがでしたか？参考になれば嬉しいです︒

︵いのっち ５０代 主婦︶

で見送れたと思っております︒

もゆっくり立ち会えました︒
皆が同じ気持ち

︻体験︼母が祖母の介護をしているのを手伝

︵愛來 ３０代 事務︶
て﹂
と人を使いまくります︒

解消してますし︑色々な介護サービスも利用

︻アドバイス︼姉は私に話すことでストレス
︻体験︼
まだ軽度ですが︑言った事を覚えてな

してます︒
昔のように大家族での介護でない

︵愛來 ３０代 事務︶

いながら見ていました︒一生懸命やっていて

も︑
なにもやっていないキョウダイ達に色々言

く︑何度も同じ事を言ったり︑理解してもら

受講の流れ
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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

︵てるてる坊主 30代 パート︶

上田瑞女先生
高丘 裕 美 先 生

貴方の為に
一流 書道 家が書く
世界で一枚のお手本も
大好評です！

ポッキリ

一流書道家のたった二回の添削が貴方のヘタ字をマジカル改善！
書くことが 少なくなった時代
だからこそ ︑直筆文字の価値
が高まっています︒

指導担当の
書道家たち

松石明子先生

☜筆ペン書きのお手本例

筆・万年筆・ボールペンの３種から
選べます（プレゼント！）

3,980円

綺麗な字は﹁信頼できる人﹂

通信講座

☜ボールペン書きのお手本例

①一流書道家が制作した︻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︑
送付してください︵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︑再
度送付します︵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︒

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

われ⁝とても大変そうでした︒

おかげで
仕事にも
自信よ！

﹁仕事が出来る人﹂の好印象
を与えるため︑ビジネスにも
プライベートにもおトクが
いっぱいというわけです︒
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
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From Readers

ます︒
体が動かないから怪我をしたりするの

ガリヤは、いかなる政党にもいかなる宗教にも属しておりません。
自由に意見を述べる場所としてご活用ください。
次号テーマは 25p をご参照ください。

初対面の方
︵特に中年以降の男性︶
から十把一絡げに
﹁奥さん﹂
と呼ばれるようになります︒

女性はアラフォー
︵人によってはアラサー︶
あたりから︑
て叱られたそうです︒

ん﹂
って言ったら﹁お姉さんと呼びなさい！﹂
っ

◆
﹁こんにちわ﹂
と︑相手の目をみて言ったら

︵みよちゃん ３０代 会社員︶
いいと思うのです︒
一人のヒトとして大人も

既婚ならマダシモ
︵内心
﹁私は奥じゃなく表！﹂
な気分の人も︶
︑
未婚女性にとっちゃまさに言葉の暴力です︒
愛想笑いしつつも︑
ムカつきます︒

にこだわらず︑挨拶から始まればいいと思い

子供も︑老若男女みな同じように︑固有名詞

そこでこの
﹁奥さん呼称﹂
について︑
ご意見︑
およびそれに代わる言葉を募集しました︒

シングル女性に
﹁奥さん﹂
？
◆ワケワカラン新語や流行語は︑どんどん
びかける名称なんて気にしない方がいいと

いですねえ︒
所詮︑他人がその場しのぎでよ
前もわからない時は﹁奥さん﹂より﹁お嬢さ

まった自分のあつかましさに驚きました︒
名

読者の皆様とコラボして
生まれ︑どんどん認知され︑流行語大賞とか
思いますが！
︵トロ吉 50代 パート︶

すが︑本当に必要な言葉が置き去りにされ
◆
﹁あら︑やだ私のこと？﹂
関西人なんで明る
◆私は男性ですが︑その事を以前から困って
この他︑多くの方々のご意見をまとめさせて

︵いのっち 50代 主婦︶

︵サリーちゃん ２０代 会社員︶
いただきましたところ⁝

くキリカエス！
︵ジュリケン 30代 受付︶

◆先日タクシーに乗ったら︑運転手さんから
うので︑
とても気を使います︒

◆奥さんの奥には︑光が当たらない所に居る

ね︒ ︵姫 4０代 会社員︶
◆真剣に考えましたが︑代わる言葉がないで

〝呼称〟アイデアの一部です︒

次は皆様から寄せられた﹁奥さん﹂に代わる

齢女性まで対応する呼称である︒

るように︑実は年齢に基準が無く幼女から高

そのままず〜っと﹁お姉さん﹂と呼ばれ続け

①姉妹では年長のほうを
﹁お姉さん﹂
と呼び︑

︻理由︼

ような暗いイメージを感じます︒
既婚女性の
すね︒
いっそ親しみを込めて﹁ねぇやん﹂で統

では
﹁奥さん﹂
に
代わる呼び方は？

︵やまもも ３０代

いました︒
女性に対してはすごく失礼だと思

た︒
︒
適当に相手しましたけど︑言われるた
びにビキッ︑ビキッって心が引きつりました︒
こんな不愉快にいつまで耐えて忍ばなけれ
ばいけないんでしょう？﹁おばあちゃん﹂って

中にも不快を感じる方は多いと思います︒
社

のズレのほうも気になります︒

いい気はしませんが︑その方たちの時代感覚

いないのだと思います︒
﹁奥さん﹂と言われて

も高まった今の社会情勢が︑ぜんぜん読めて

は︑結婚年齢が高まり︑生涯未婚率も離婚率

◆大人女性を﹁奥さん﹂と呼んでしまう方

さん か ら 聞いたお 話 ですが︑
﹁お ばあ ちゃ

ちゃん﹂
は︑さらにイヤですね︒
これは介護士

◆
﹁奥さん﹂
もイヤですが
﹁おばさん﹂﹁おばあ

︵ガーベラ ４０代 開運アドバイザー︶

ん！﹂
と怒られた︒

ばちゃんに﹁〝お 姉 さん〟と言わな 売 らへ

◆若い頃︑どう観ても６０代のキヨスクのお

れるそうです︒︵くま ４０代 会社員︶

かける時︑若い人もそうでない人もこう呼ば

ので︑マンツーマンの方はまいってしまいま

ぶ〟が鉄則です︒

※名前を知り得る相手であれば〝名前で呼

です
︵笑︶
︒

ちなみに︑二番目に多かったのは
﹁お嬢さん﹂

れたら︑
どってことありません︒

うも呼ばれるほうも︶かもしれませんが︑慣

トのようです︒
チョット気恥ずかしい︵呼ぶほ

い女性への呼称は︑どうも
﹁お姉さん﹂
がベス

以上の揺るぎない見地により︑名前を知らな

は求められる傾向にある呼称である︒

②誰からも親しまれ︑また特にご高齢の方に

一しましょうか！
︵笑︶
︵てるてる坊主 30代 パートタイマー︶

◆う〜ん︵汗︶確かにあまり老けては観られ

えない︒

◆
﹁お嬢さん﹂
⁝高田純次さんが女性に声を

たくないけれど︑私はそんなに不快にならな

︻体験︼脱いだ介護パンツ︵紙製︶を洗濯機に

︵ジュリケン３０代 受付け︶

︵ちゃ〜 ４０代 会社員︶

︻体験︼
夜︑
歩きまわる︒

︵マッちゃん 4０代 フリーター︶

だと思います︒
早く死語になって欲しいです︒

会的に活躍している女性であれば特にそう

呼ばれるまでですか？それはもっとイヤです

結論です︒
会社員︶
﹁お姉さん﹂
と呼ぼう！

﹁奥 さん﹂って５ 回 も 言 われてし まいまし

ているようですね︒

ん﹂
がユーモアあります︒

◆
﹁お嬢さん﹂
と呼ばれて︑すぐ振り向いてし

作るページです︒
もらったり辞書にも採用されたりの昨今で

ます︒︵ひなた ５０代 パート︶

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︒
思ったこと︑
感じたこと︑
メールや書簡で
自由に書き送ってください︒
︵詳細は 25ページ！︶

介護について体験者の声が欲しいとのご要
望がありましたので︑集めてみました︒
その

︵トロ吉 50代 パート︶

す︒
一人で抱えこまないことです︒

いため︑
〝療養病院〟と交渉して転院してい

︻体験︼耳が遠いので補聴器をつけて欲しい

︵あき ４０代 会社員︶

るヒトの話を否定せず︑静かに聞いてあげて

相手も限られストレスがたまります︒
介護す

手探りしているような感覚です︒
相談できる

投げ込んでくれます︒
粉砕された紙が洗濯物

ました︒
家や施設での生活が難しくなり︑父

のですが︑つけてもらえません︒
聞こえるよ

欲しい︒
事情がわからないヒトに責めるよう

︻体験︼両親が同時に入退院をくり返し〝急

の看取りも経験し︑いつも不安で心身ともに

うに大声で話すと怒るような口調になるら

な言い方をされるのは︑
とても悲しいです︒

一部をご紹介します︒

︻体験︼姉が高齢の父と同居してます︒
寝たき
疲労しました︒︵すみれ ４０代 会社員︶

しく︑
﹁なんで怒ると？﹂
と悲しそうに言われ

︻アドバイス︼介護は先が見えず暗闇の中を

りとかではありませんが︑軽い認知症です︒
︻体験︼
集合住宅に済んでいて︑現状が外に見

るので︑
話したくなくなりました︒

について真っ白になって︑
たいへんでした︒

いろんな意味でストレスが多いようで︑会話
えにくく理解されなかったこと︒
理解しても

性期病院〟は３ヶ月以上入院させてくれな

がスムーズに進まなかったり︑わがままに
らおうとは思わないが︑生活音などがクレー

私の介護体験です

なったりと︑家族であるが故に出てしまう父
ムにつながって︑
深刻な問題になった︒

︵トロ吉 50代 パート︶

︻体験︼母が８４歳で元気に一人で暮らして

︵ヨーコ ４０代 自営︶

事を﹁してはいけない！﹂と何でもやってしま

︻アドバイス︼
こちらは危ないと思い︑色々な

で︑自分の出来る事をさせてもらいました︒

できる人の役割分担が上手くできていたの

りが仲良くすることが良かったと思います︒

︵ジュリケン３０代 受付け︶

︻体験︼父がアルツハイマーで︵ＡＬＳも併

います︒
ただ他 人の言 う 事に耳 を 傾 けます

うけど︑それが本人の生き甲斐や楽しみを

その都度
﹁自分は何をしたらイイ？﹂
と︑きょ

む︒

︵ポイ 四十代 会社員︶ ︻アドバイス︼ムリしない︒
デーサービスに頼

︵すみれ ４０代 会社員︶

のわがままはどうしようもないようです︒

発︶朝6 30に朝食をとってました︒
平日

が︑身内の言うことには耳を閉じるので困り

奪ってしまっている︒
︵砂ふきん４０代 会社員︶

うだいに相談して実行しました︒
おかげで通

︻アドバイス︼３月に実母を見送りました︒
周

は私も勤めていて起きれるのですが︑休日が

ます︒
やさしくすることが大切なのですが︑

体験者アドバイス

大変でした︒
起きないと一人で食べようとし

なかなかできませんね︒

夜も告別式もスムーズに出来︑皆が悔いのな
い介護ができたと言いあえました︒
離れてい

︻アドバイス︼言えるようであれば﹁自分でで
きることはしなさい！﹂と強く言う︒
その方

ても︑連絡を密にとり合っていたので︑最期に

︵ひなた ５０代 パート︶
︻体験︼ずっと側にいてほしいようで︑自分で

が本人の為でもあるので⁝︒

で︑
起きないといけないのが一番大変でした︒
︵くま ４０代 会社員︶

できることも
﹁あれして︑これして︑あれとっ

いかがでしたか？参考になれば嬉しいです︒

︵いのっち ５０代 主婦︶

で見送れたと思っております︒

もゆっくり立ち会えました︒
皆が同じ気持ち

︻体験︼母が祖母の介護をしているのを手伝

︵愛來 ３０代 事務︶
て﹂
と人を使いまくります︒

解消してますし︑色々な介護サービスも利用

︻アドバイス︼姉は私に話すことでストレス
︻体験︼
まだ軽度ですが︑言った事を覚えてな

してます︒
昔のように大家族での介護でない

︵愛來 ３０代 事務︶

いながら見ていました︒一生懸命やっていて

も︑
なにもやっていないキョウダイ達に色々言

く︑何度も同じ事を言ったり︑理解してもら

受講の流れ
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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

︵てるてる坊主 30代 パート︶

上田瑞女先生
高丘 裕 美 先 生

貴方の為に
一流 書道 家が書く
世界で一枚のお手本も
大好評です！

ポッキリ

一流書道家のたった二回の添削が貴方のヘタ字をマジカル改善！
書くことが 少なくなった時代
だからこそ ︑直筆文字の価値
が高まっています︒

指導担当の
書道家たち

松石明子先生

☜筆ペン書きのお手本例

筆・万年筆・ボールペンの３種から
選べます（プレゼント！）

3,980円

綺麗な字は﹁信頼できる人﹂

通信講座

☜ボールペン書きのお手本例

①一流書道家が制作した︻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︑
送付してください︵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︑再
度送付します︵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︒

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

われ⁝とても大変そうでした︒

おかげで
仕事にも
自信よ！

﹁仕事が出来る人﹂の好印象
を与えるため︑ビジネスにも
プライベートにもおトクが
いっぱいというわけです︒
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
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ます︒
体が動かないから怪我をしたりするの

ガリヤは、いかなる政党にもいかなる宗教にも属しておりません。
自由に意見を述べる場所としてご活用ください。
次号テーマは 25p をご参照ください。

２０１７年度末の個人預金残

高が一千 兆 円を超えたという

ニュースがありました︒
でも︑
日

とりあえず預金？

それでも預金額が増えたということは︑な

んとなく将来への不安を感じ︑なんとなくリ

スクがある金融商品を敬遠し︑しかたなく銀

行に資産が集まっているのかもしれません︒

金︑
上手に育ててみませんか？

お金を育てる３つのポイント

●１つ目は目的の明確化

いつ︑何のために使うお金か？をハッキリさせ

ること︒
漠然と何かあるかもしれない時の為

に︑お金を通帳に眠らしておくのはもったいな

い︒

子供の学資金準備等は︑
一部を長期運用で︑リ

10

年以上使えないお金︑例えば老後資金や

スクはあるもののより多くの利益も期待でき

る運用商品へ︒

●３つ目はリスクの分散

複数の金融商品での運用や︑長期運用・長

期保有で時間を味方につければリスクは減ら

せます︒

ライフプランに合わせた効果的な貯蓄や運

24

用方法は沢山あります︒
ただ知らないだけ︒

● 〆切：10 月 15 日

●２つ目は期間の仕分け

※お預かりした個人 情報につきましては投稿情報の確認、当選商品
等の発送、弊社からのご案内に限って使用いたします。

その方法を知りたいと思われる方は︑お近

本誌 25 ページ〈左ページ〉にご記入の上ご応募ください。
当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

短期︑中期︑長期に区別し︑冠婚葬祭等の急

【応募方法】

な出費やすぐに使う予定があるものは短期貯

くのＦＰ フ
(ァイナンシャルプランナー か
) ︑ガ
リヤ編集部へご連絡ください︒

提供：株式会社ライフテック

将来への不安↓預金で蓄え↓お金が活用

…

５年前後で使う目的のあるお金は中期貯

蓄として銀行の普通預金等へ︒

蓄として必要な時に確実に引き出せる定期預

︒
金等に
︵利息はほとんどつきませんが ︶
…

マジカルスパイス公式サイト

されない↓経 済が回 らない↓将 来が不 安

まさしく負のスパイラルです︒
将来への不安

う︒

がそのまま節約︑貯蓄へと向いているのでしょ

でもどうせ節約して貯蓄するならそのお

◀香味麻辣味 ビン 45g

◀マジカルスパイス ビン 60g

◀博多明太子味 ビン 55g

「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。

負のスパイラル

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！

持ち歩いたり舐めたり
気になる所に撒いたり…

D

提供：ソーシャル総合
司法書士事務所

銀のマイナス金利政策もあり

久米カヲル

提供：田中弥生

本誌コラム「 丸田幸一のおも
しろ法律 相談 」でおなじみの
丸田先生に 、リア ル法律相談
ができるチケットです 。法律
的な 問題を 抱えておられる方
が 解決の糸口を見つける機会
になれば と思っています 。し
かも 、相談料はなんと 500 円
です。

100

ファイナンシャルプランナー

頂いた時は「なにこれ？」でしたが、
使ってビックリなタワシでした。ハン
神様に捧げた食べ物やお酒、お塩を
ディで使い勝手が良く、なんと洗剤無 「撤下神饌（てっかしんせん）」
と呼び
しでも汚れ落ち抜群（油汚れ等には
ますが、そのおさがりを食べることを
要洗剤）。
アクリル100％の細かな繊 「直会（なおらい）」
と言い、昔からとて
維がスポンジや布巾には無い「圧」
を
も貴重なことと考えられています。神
持ち、
ミクロの細かな汚れまで搔き出
様に捧げたものを食べる行為は神様
してくれるため食器・鍋・シンク・コン
と食事を共にすることであり、神様と
ロ・炊飯器・ポット…気になる汚れを
繋がるという意味があるのです。役者
簡単に除去してくれます。手荒れを気
さんなどは神饌の生米をひと粒噛ん
にする方には特におすすめですね。 で舞台に臨んだり、災害除けのお守り
ご自分でも簡単に作れますので、
まず
として使われる方がいたり…。
は使って、感動してください。
提供：櫻庵幸縁（月暦19p 担当）

C

10

預金金利は普通預金で

御神米

お守りとしても
お役立ち︒

御神塩

です︒
これは 万円を
0.001%
一年間預けても利息は 円で︑

B

A

ＡＴＭを時 間 外に一回 でも利

用すると実質元本割れです︒

Present
& Information

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

Ｑ〝チーム医療体制〟という

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

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

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 30-15 ライオンズ博多 2F 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

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

のは珍しいのでは？

注コストの削減が可能になり

300,000 円（税別）
〜

※歯科矯正治療に保険は適用されません。

0120-24-1818

美しくしっかり噛める歯

Ａ 専門医といえど︑院内で

審美性の高いジルコニアを一

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︒

発生する様々な業務と係わる

らも﹁優しい総合歯科医院で

ことが求められます︒私ども

すね﹂と言われています︒ド

極力抑える〝 静脈内鎮静法〟

また〝口腔内スキャナー〟は

クターによる丁寧な無料相談

を行うため︑不安や恐怖心を

６０秒で口腔内をスキャンす

も実施しておりますので︑ま

本８万４千５百円︵外税・保

とで〝各々の専門分野に集中

ることにより︑歯型をとる際

ずは気軽にお電話ください︒

険適用外︶からご提供できる

する〟というのが狙いです︒

の不快感もかなり軽減されて

がチーム医療体制をとってい

Ｑ 症例数・治療実績の豊富

います︒技巧物の作成もその

るのは︑そうした専門外の業

さに驚いています︒

日のうちに完成させることが

※別途調整料 5,000 円（税別）

※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

☎092-483-4618

デンタル チーム ジャパン

強 く持たれる患者さまたちか

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

ドクターによる丁寧な無料相談・無料資料請求

即日インプラントもできる

ようになりました︒

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！

誇れる症例数！

務から医師たちを解放するこ

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

092-472-5775

んと︑
ムッチャ明るいですよね︒

Ｇ ハイ⁝しかし先生っていつも︑ほ

田原 おうっ︑
元気やったね︒

Ｇ 暑いですねえ︒

インからマツゲラインまでが︑ボテッ

ていうともあったっちゃけど︑二重ラ

ぎると肝心の目の開きが小そ見える〟

田原 そげんたい︒
〝二重ば広うし過

Ｇ 眠そうな目に？

なったったい︒

広うなって︑ねぶりかぶったごと目に

たら
﹁する！﹂
て言うけん︑お母さんは待

回ペースの施術︶
﹂て言うたったい︒
そし

からしていき︑三回は出来るけん
︵※月一

﹁なんやったら式まで間が無いけん︑今日

一回しただけでもスベスベになるけんね︒

〝フォトフェイシャル〟ば勧めたったい︒

なりませんか？﹂ていう話になったけん

Ｇ エ〜ッ！

予約とって一週間くらい経って手術した︒

私も結婚式前にする﹂
て︑その日のうちに

子で説明したっちゃけど︑
﹁それやったら

か？﹂とか色々聞かれるけんいつもの調

田原 あと﹁腫れんか？﹂とか﹁痛とない

Ｇ なるほど︒

り上げた通りにするし︒

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

田原 ハハッ︑
そうね︒

田 原 今 度 は 娘 さ ん が 待 合 室 で 待 とっ

が降りてきた時︑
︑
どげん言うたと思う？

たっちゃけどね︒
手術が終ってお母さん

合室で待っとかないかんごとなったとよ︒

田原 本番はここからたい︒
待っとうう

Ｇ ヨカッタヨカッタ︒

ちに﹁私もカウンセリングしてもらって

Ｇ 原因は？
田原 ︻眼輪筋︼
いうて︑目ば閉じる筋

いいですか？﹂
て言い出したと︒

てなっとっちゃもん︒

肉の処理の仕方が拙かったと︒

い過去ば引きずっとうもんね︒
やけん

とらんかったっちゃろ︒

田原 うん⁝医者が︑目の手術に慣れ

Ｇ エ〜ッ！

まず

も︑どうしたらそんなふうになれるん

Ｇ 手術ミス？

断ち切ればいいとよ︒
先は自分の努力

G ひどい⁝暗くなって当たり前！

のお母さんになった！﹂
て︒

田原 こげん言うたと⁝﹁私が小さい頃

不信感持っとったもんね︒
手術するた

相談に来たちゃけど︑
俺にも︑
ものすご

田原 やけん
﹁俺の話ば聞いたけん﹂
て

ちゃけど︑それば読みよってリフトに興

誌やらと一緒にガリヤの記事も置いとっ

田原 うちの待ち合い室いうたら︑週刊

Ｇ 通ります︒

なくて姉妹で通りますね﹂
って︒

田原 お母さんともよかったよ︒
﹁母じゃ

Ｇ ウルッ⁝胸を打つコピーですね︒

G どげんでも？

え﹂
て︑
ハグし合って喜びよった︒

田原 二人で﹁ヨカッタねえヨカッタね

るんですが︒

Ｇ ところで⁝お父さんのほうも気にな

味ば持ったらしい︒
か？

んびにおかしくなったっちゃけん仕方

田原 うん︒
娘が﹁二重にしたい﹂ていう

Ｇ ガ ⁝ ガ リ ヤ が お 役 に 立っ た の で す
Ｇ で︑
そんな過去を︑
バッサリと⁝︒

なかっちゃけど︒
田原 うん︑断ち切ったと︒
二重の幅ば

見てきたもん︒
田原 そうやね⁝たとえば﹁六月に結

で来たこがおったったい︒

をキレイにしたい﹂
て︑お母さんと二人

婚するごとなったけん結婚式までに肌

田原 うん︑ものすご喜んでくれた︒
手

Ｇ 明るくなったんですね？

もきっちり処理した︒

狭もして自然な膨らみに直して︑眼輪筋

せながら手で引っぱり上げて﹁こげんな

田原 ちょっと弛んどったけん︑鏡ば見

Ｇ そして︑
そして︑
そして？

とでも反対しよったごた人たい︒
それが

て︑こうしたハッピーシーンをいっぱい

Ｇ これで解りました︒
先生の明るさっ

えあればスグやれちゃうでしょ︒

Ｇ それってアナログ過ぎません？鏡さ

〜こげんなれたら﹂
って︒

になって欲しい﹂て思ってしよったばっ

でくれる患者さんばっかりやもん︒
﹁幸せ

田原 そげんたい︒
有り難いことに︑喜ん

見てるからなんだ︒

明るさの理由

自然やけん︑
文句の言いようが無いと︒

Ｇ アラ︑普通そういうのって︑エステ

術直後から腫れも無かったし︑自然やっ

るよ︑よかろ？﹂て言うたら﹁いいですね

田 原 ア ナ ロ グ で よ か と よ︒
ＣＧも し

らいよったと︒

てん︑よっぽど俺のほうが幸せにしても

﹁リフトに凄く興味を持ったけん﹂
て︒

に行くでしょ？

たし︒

Ｇ なるほど︑それで結婚にかこつけて

よったばってん︑結局これが一番わかり

田原でブライダルエステ？
来てくれたんだ︒

やすいっちゃもん︒
俺の場合︑手で引っぱ

も酷いことになっとった目やったと︒
田原 うん︑そげんなる前に埋没ば２

Ｇ やり直し手術？

たいなかんじやったけど︑
﹁肌︑なんとか

田原 そげんたい︒
結婚の報告がてらみ
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回くらいして︑
﹁イカンやったけん﹂て

業の時にいっぺん目ばしたとよ︒
それ

田原 いや︑五〜六年前かいな︑短大卒

田原 ものすご喜んでくれとうらしい︒

Ｇ たとえば？

田原 なると︒
そげな人はい〜っぱい

二人でハグしてヨカッタネ

次第で︑
どげんでもなるっちゃけん︒

Ｇ どげん︑
どげん︑
どげん？

田原 うん⁝暗い人ていうとはたいて

ですか︒

たいなオトク感があるっていうか⁝で

vol.14
(通巻vol.304）

G おかげで
﹁会うたび元気注入！﹂
み

努力次第でどげんでも

田原のおじゃまクリニック

田原 俊逸
田原形成クリニック院長

美容外科への不信感

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

福岡市博多区博多駅前3-16-13（※木曜休診）

Dr.

「小さい頃のお母さんになった！」
これはリフト手術直後の母親に
娘さんがかけた言葉です。

読めば
元気に
なる！
！

