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ガリヤ

西中洲なら……なか尾
中洲なら…日本料理 石田
薬院なら……しゃぶ 亀吉
天神なら……樽座敷 芙蓉
博多なら…博多スターレーン
春吉なら………とんぼ
豊なら………万葉の湯
藤崎なら…中国大明火鍋城

CLOSE UP HUMAN

いつか世界のエンタメチームに

黒龍舞術団

高取優耶

マイク眞木
小林啓子
和久井光司
歳末を元気にする
アクティブな大人たちの
２つのライブ

家族に迎えたこんないきさつ
近況報告・Ｑ＆Ａ・ご寄付報告
高齢だろが
独居だろが
皆んなが
安心して
ペットと
暮らせる
助け合いの会
準備中！

お山のシェルター便り
会員募集!

癒しのペット霊園 動愛 園情報

インプラント情報…DENTAL TEAM JAPAN

思った時が
スタートの時
そしてチャレンジ！
Dr.田原のおじゃまクリニック

■月エネルギー活用

開運月暦

誕生日数字の不思議

■元気をくれる

鑑定士さん情報

指導付

日々犬々

増毛

可愛いすぎて…困る

さん

驚異の在宅
育毛
智美流

ビューティアップ

幹事さ〜ん忘新年会は
コチラがいいですよ〜♪

11-12
歳末号

読者投稿
お役立ち

災害対策
へた字撲滅
マジカル書道

●ジルベスターコンサート・ペアチケット
●撤下神饌 ●マジドレ

人気エッセイ

物語の行方 ………………………思春期…………………… 下田逸郎
おもしろ歴史講座 …………黒田長薄とペリー来航……………一坂太郎
おしゃれCafe………………夢実現ノート……………杉林せいこ
平戸の片隅で ……………ミツバチの置土産…………………松瀬てつ代
おもしろ法律相談………民法改正で敷金はどうなる？………丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ…イヤなこと忘れるミョウガパワー… Cozue
家計の断捨離 …………………お財布の断捨離…………… 久米カヲル

西中洲
西中洲

5.000円

☎ 092
732-3142

幹事さ〜ん♫

幹事さ〜ん♫忘年会はコチラがい〜ですよ ~♪

歳末の夜をホッコリさせてくれるお店
集めてみました。
08 増毛 1,000 本でここまでフサフサ！？驚異の在宅育毛指導付

智美流ビューティーアップ増毛

10 CLOSE UP HUMAN いつか世界のエンタメチームに！
黒龍舞術団団長 高取優耶
11 家計の断捨離 久米カヲル
12 猫エッセイ 家族が増えたこんないきさつ 長澤由起子
13 犬と人のための飼い方教室 日々犬々 可愛いすぎて…困る 土生亜紀子
14 高齢だろが独居だろがペットと安心して暮らせる社会に
犬猫人互助会申込用紙
癒しのペット霊園動愛園情報
15 お山のシェルター情報 ご寄付のお願い
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28

おもしろ法律相談 民法改正で敷金はどうなる？ 丸田幸一
平戸の片隅で ミツバチの置土産 松瀬てつ代
おもしろ歴史講座 黒田長薄とペリー来航 一坂太郎
開運月暦 誕生日数字の秘密
元気をくれる鑑定士さん情報
お悩み解決伝言レシピ
イヤなことをサッパリ忘れさせてくれるみょうがパワー 坂井梢
COCORO おしゃれ Cafe やりたいことは夢実現ノートから 杉林せいこ
物語の行方 鷺宮３丁目 88 番地 下田逸郎
12 月のお勧めライブ
学園祭チケット情報
マイク眞木 小林啓子 和久井光司

読者投稿 お役立ち災害対策

プレゼント＆投稿用紙
インプラント情報
田原形成クリニック

思った時がスタートの時。そして、チャレンジです！
フリーペーパーを通じて様々な出会いと体験を重ねてきました。
時が経つと…笑い話です（長澤由起子）

もちろん

無料
第二章

第一章

泰平期の章

初陣の章

はじまりの章

■愛してやまない職場︵エルフ︶をイキ
ナリ追放された〝私 〟と︑職場を捨てた
〝十一名の女〟が豪雪の街を歩き出した
で
…もイッタイどうしてこんなことに？

第三章

■裏切り者集団の烙印により業務必需
品を売ってもらえない等々ビジネス迫
害テンコ盛り︒創刊号が出るや否や街
中に拡散した愛人疑惑 ︒
…

2

動乱期の章

内乱の章

注：ガリヤ戦記での検索は×
ガリア戦記（ジュリアス・シーザー著）
ばかり出ます。

第四章

第五章

終戦の章

◀ガリヤのホームページを開き、
トップページ左の、この絵をクリック！

■手作業時代のフリーペーパー制作風
景︑天国社ＣＭ裏話︑バブル時代の親
不孝通りなど︒

第六章

■イジメ︑暴力︑労働争議 …
と︑何で
もアリな社内情勢にやっと落ち着きが
と思いかけたところで︑政府系某大
…
手金融機関がしかけた詐欺モドキにひ
などなど︒
っかかって甚大な損害 …

■十二月号︵二千四年︶で発生した印
刷ミス以来続きまくった負の連鎖で経
営に陰りが …
起死回生に男性社員を登
用するも︑これこそ超・絶・大ミス！

ガリヤ戦記

電子ブック版
■何ゆえかモヌケノカラとなった営業
編集部︒それでも発行を続けるガリヤ
に対し︑ネットの誹謗中傷を始めとす
そこにＮ君降
る不思議な妨害攻勢が …
臨︒彼のおかげで再び活気を取り戻し
ていくガリヤだったが︑全国指名手配
︒
中の詐欺師と判って …

店

なか尾

︻利用者の声︼暖簾をくぐり一歩

踏み込むやカウンター席が広が

ります︒その奥からお客さんの

今やこの店の風景
…

ような顔でニコニコと気配りす

る中尾店主

さて料理を口にした客が﹁ワッ﹂

の一部です︒

と洩らす歓声 こ
…れもなか尾の
風景ですが︑むべなるかなです︒

例えば刺身︒

﹁ 新鮮ならいいというわけではあ

しくなる魚は寝かせて︑食べ時

3

りません︒寝かせたほうが美味

「ガリヤを見た」のご予約でスパークリングワイン１杯プレゼント！

を待って︑包丁を入れます﹂

その包丁にしても︑

と井手上料理長︒以来︑刺身を

﹁魚によってぜんぜん違います﹂

見る目が変りました︵笑︶

ガリヤ特典

宴会コースには必ずついてくる

国体道路

中洲

刺身︑ぜひお楽しみください！

かに通●

て︑お待ちしております︒

那珂川

西中洲大通り

なか尾

・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 びっくりされるほど豊富です。

い料理やお酒を豊富にご用意し

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、
月曜休み
年末年始：未定

4,000 円コース
5,000 円コース
7,000 円コース
10,000 円コース

〈ドリンクです〉

︻お店からひと言︼九州の美味

国体道路を中洲方面に進み、那珂
川の直前で川沿いを左折。道なり
に左折し、そのまま直進してくだ
さい。辻を越えてスグ右手です。

季節のおまかせコース（税別）

西中洲

〈アクセスです〉

鍋コース（税別）

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

忘年会はコチラが

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

歳末の夜を

おすすめ単品料理一例（税別）

〈お料理です〉

お
させてくれる

山海の豊富な旬

▲おすすめメニュー一例（税別）

ホッコリ

〈お部屋です〉

集めてみました︒

美食家たちにとって、カウンター席は
特等席かもしれません。その日にお勧
めの料理や料理に合うお酒の情報を、
料理人から直に得ることもできます。

い 〜ですよ〜♪

２階と１階の一部が、清涼感漂う和個
室です。
〝畳にテーブルと椅子” のスタ
イルがあまりにも心地良くて、
「もうこ
んな時間？」と時を忘れてしまうほど
寛がせてくれます。
個室は２名〜65 名まで対応しています。

ひと切れの刺身に魅了された大人たちが
事あるごとに通うお店です

〈お部屋です〉
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◀スマホなら
ＱＲコードで読み込むのが
いちばん簡単！
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イルがあまりにも心地良くて、
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んな時間？」と時を忘れてしまうほど
寛がせてくれます。
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事あるごとに通うお店です
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◀スマホなら
ＱＲコードで読み込むのが
いちばん簡単！

春吉

〈お料理です〉

〈ドリンクです〉

２時間飲み放題付

アラ刺

アラ鍋

〈お部屋です〉

〈お料理です〉

︻利用者の声より︼ひと皿ひと皿

理は舌と目で味わうもの〟をし

の美しさがアートしていて〝料

佐賀牛しゃぶコース…4,500 円（税別）
もち豚しゃぶコース…3,500 円（税別）

〈お料理です〉

生ズワイ蟹しゃぶコース…4,500 円（税別）

全ての鍋コースに、小鉢・ふぐ刺し・茶碗蒸し
（鰻 or ふぐ白子）
・ふぐ唐揚げ・雑炊・デザート
（絶品なめらかプリン）がついています。

その他のおすすめコース
虎ふぐちりコース………………4,000 円（税別）
虎ふぐしゃぶコース……………4,500 円（税別）
鯛しゃぶコース…………………4,000 円（税別）
鯖しゃぶコース…………………4,500 円（税別）

〈ドリンクです〉

焼ふぐ焼鰻コース…4,500 円（税別）

飲み放題 2,000 円

ビール・日本酒・焼酎はもちろん、フグヒレ
酒も是非ものです。ワインのとりそろえも驚
くほど充実しています。

〈お部屋です〉

９月にオープンしたばかりなので、
まだ新しい木の匂いが漂います。個
室は２名より使用でき、宴会の御利
用は最大 30 名まで大丈夫です。

〈アクセスです〉

まずは薬院六つ角までお越しくださ
い。市原悦子さんの大看板から奥に
数十メートル進んだ左手です。亀吉
の前はコインパーキングです。

亀吉

門店つまり︑鍋料理を色んなスタ

︻ 利 用 者 の 声 よ り ︼しゃぶの専

イルで楽しませてくれるお店で

す︒ビックリ なのは贅沢料理の

先端を行く〝ふぐ料理〟がどの

鍋にもコースでついてくること！

お口に広
…

〝ふぐ刺し 〟なんてブリッと厚

くて噛むとシコシコ

がる幸フグ感 …
こちらのシェフは間 違いなく ︑

ふぐ料理界の達人です︒

4

さらなるビックリはお値段です︒

「ガリヤを見た」のご予約で、ふぐヒレ酒を人数分プレゼント。

〝虎ふぐちりコース四千円〟と

まさに感激の超常メニュー︒た

か〝豪華ランチ九百円〟など︑

ぶん他店ではアリエマセン！

︻お店からひと言︼ご予約頂け

れば昼間のご宴会にも︑そのま

ガリヤ特典

ま夜のメニューをお楽しみ頂け

●福岡銀行

※税別です

ます︒お一人様ごとに別々のコー

薬院六つ角

西日本
シティ銀行●
薬院駅
薬院大通り

えっ！これが 900 円！？サプライズランチ

手まり寿しセット……900 円
豚丼セット……………900 円
天ぷら丼セット………900 円
カレーセット…………900 円
鰻丼セット …………1,500 円

す︒亀吉の宴会を︑こころゆく

■

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

鮑しゃぶコース…4,500 円（税別）

そうめん
なめらかプリン

スをご注文頂くことも大歓迎で

しゃぶ亀吉

土瓶蒸し

メイン料理＋ 茶碗蒸し

までお楽しみください︒

福岡市中央区薬院2-3-25
営 : 火曜除く全曜日
12:00~14:00
17:00~23:00
休：火曜日
年末年始： 未定

西鉄薬院駅

博多の郷土料理で愛され続けて
四十六年となる老舗の美味力 …
注目です！ 樽座敷 天神 芙蓉

︻利用者の声より︼九州の有名

料理がほぼ楽しめるうえ︑上質

な和個室︵二階︶にユニークを

極める樽座敷︵一階︶
︒

天神を貫く大通り添いにあって

アクセス抜群︒集まりやすいこ

とも大きなメリットです︒
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宴会コース 3,240 円（税込）
より各種

ご接待︑慶弔︑食事会︑そして

特にございませんが、心を込めておもてなしさせて頂きます。

多様な鍋の中でも〝水炊き” と
〝もつ鍋” は九州を代表する鍋と
いうことで、かなり力が入ってい
ます。

︻お店からひと言︼

珍しい日本酒と焼酎の取り揃えが見事です。
コース料理にプラス 2,000 円で各種のお酒
やドリンクが飲み放題となります。

忘新年会など︑いかなる形にも

明治通り

●福ビル

〈ドリンクです〉

精一杯ご対応させて頂きます︒

昭和通り

お気軽にご利用ください︒

ガリヤ特典

中央
●郵便局

季節柄︑お早めのご予約をおす

すめいたします︒

パルコ●

渡辺通り

天神ビル●

ミーナ●

樽座敷

天神芙蓉 ■

博多の夜はやっぱり中洲ですか

遠方からのお客様が必ず注文すると
いう人気の定番メニューです。

営:月〜金11:00〜23:00
土日祝11:00〜22:00
年末年始 : 30・31・1・2

※ふぐ宴会コースのみ、カード
での支払いはご遠慮ください。

☎092
721-1011

めんたい・がめ煮・おきゅうと
博多三点盛り…980 円 ( 税込 )

福岡市中央区天神3-1-13

みじみ実感させられます︒

食感プリプリの刺身や呼子
のイカ、糸島産のシャキシャ
キ野菜、熊本のトロトロ馬
刺しなど、九州の美味しい
食材がまんべんなく取り揃
えられており、リーズナブ
ルな価格で楽しませませて
くれます。

〈お部屋です〉

玄海産サバの三種盛り

ふぐ宴会コース…5,500 円（税込）

天神

刺身の盛り合せ

酒樽で造られた「樽座敷」は、不
思議な居心地の良さを感じさせる
人気の半個室。
大小の部屋が充実し、宴会は最大
70 名までの包容力あり。

飲み放題付

特にございませんが、力いっぱいおもてなしさせて頂きます。

〈お料理です〉

呼子直送！ヤリイカの造り

ら︑来客の時など石田のおかげ

で重宝しています︒肩の凝らな

い接客もありがたいですね︒

ガリヤ特典

︻お店からひと言︼週替 わりで

国体道路

「ガリヤを見た」のご予約で5,500円コースが5,000円

日本料理

■ 石田

中洲大通り

那珂川

明治通り

地下鉄
●中洲川端駅

新メニューを常にご用意してお

営:18：00〜0:00
休:日曜(祝日の場合は月曜
年末年始：未定

ります︒

福岡市中洲4-1-8ヤマシタビル
１・２・３Ｆ

至天神

洲店は宮崎料理とかお好み焼き

2 名より 26 名まで お勧めコース 6,000 円〜15,000 円 ( 税別）
の和個室・テーブ フグ・アラのコースもお楽しみ頂けます。
ル和個室・カウン
〈ドリンクです〉
ター席があります。
全 56 席。
珍しいお酒を豊富に取り寄せております。

︻利用者の声より︼とんぼ西中

が激美味な店なので︑そういう

料理を想像していたのですが …

長崎の活鯖や活イカなど︑かな

メインはなんと鮮魚料理です︒

りこだわった魚介料理で堪能さ

那珂川

ガリヤ特典

中洲

春吉大通り

天神

■とんぼ

せてくれます︒

営:17:00~25:00
年中無休
お正月もお盆も休みなくあけ
ご来店をお待ちしております。

酒を︑ふんだんに用意してお待

ちしております︒

福岡市中央区春吉3-12-26

︻お店からひと言︼新鮮な魚や地

全国お取り寄せの珍
しい日本酒、焼酎が
充実しています。

伊万里牛と霧島豚と有田鶏の
せいろ蒸しコース
5,500 円（税込）

●東横イン
国体道路

春吉店

活イカ、活鯖（飼料はハーブ）
は是非ともの逸品！

写真手前より

全コース〝ぶ厚いふぐ刺し〟付 ＆ リーズナブル
し
ゃ
ぶ
鍋常識を超えた本格鍋の店︑薬院六つ角に出現！

長崎松浦直送活きサバコース
5,500 円 ( 税込）

院

☎ 092
753-8271

料理人は芸術家
なんとまあウツクシイこと
日本料理 石田

２時間飲み放題付

活ハーブ鯖や活イカが
美味しいんです！

博多とんぼ

個室 30 名様と
10 名様。
最大宴会人数
50 名様。
( 貸し切り ok）

5.000円

☎ 092
281-2505

☎092791-4307
〈お部屋です〉

西中洲
薬

中洲

春吉

〈お料理です〉

〈ドリンクです〉
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〈お部屋です〉
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理は舌と目で味わうもの〟をし

の美しさがアートしていて〝料
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ビール・日本酒・焼酎はもちろん、フグヒレ
酒も是非ものです。ワインのとりそろえも驚
くほど充実しています。

〈お部屋です〉

９月にオープンしたばかりなので、
まだ新しい木の匂いが漂います。個
室は２名より使用でき、宴会の御利
用は最大 30 名まで大丈夫です。

〈アクセスです〉

まずは薬院六つ角までお越しくださ
い。市原悦子さんの大看板から奥に
数十メートル進んだ左手です。亀吉
の前はコインパーキングです。

亀吉

門店つまり︑鍋料理を色んなスタ

︻ 利 用 者 の 声 よ り ︼しゃぶの専

イルで楽しませてくれるお店で

す︒ビックリ なのは贅沢料理の

先端を行く〝ふぐ料理〟がどの

鍋にもコースでついてくること！

お口に広
…

〝ふぐ刺し 〟なんてブリッと厚

くて噛むとシコシコ

がる幸フグ感 …
こちらのシェフは間 違いなく ︑

ふぐ料理界の達人です︒
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さらなるビックリはお値段です︒

「ガリヤを見た」のご予約で、ふぐヒレ酒を人数分プレゼント。

〝虎ふぐちりコース四千円〟と

まさに感激の超常メニュー︒た

か〝豪華ランチ九百円〟など︑

ぶん他店ではアリエマセン！

︻お店からひと言︼ご予約頂け

れば昼間のご宴会にも︑そのま

ガリヤ特典

ま夜のメニューをお楽しみ頂け

●福岡銀行

※税別です

ます︒お一人様ごとに別々のコー

薬院六つ角

西日本
シティ銀行●
薬院駅
薬院大通り

えっ！これが 900 円！？サプライズランチ

手まり寿しセット……900 円
豚丼セット……………900 円
天ぷら丼セット………900 円
カレーセット…………900 円
鰻丼セット …………1,500 円

す︒亀吉の宴会を︑こころゆく
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鮑しゃぶコース…4,500 円（税別）

そうめん
なめらかプリン

スをご注文頂くことも大歓迎で

しゃぶ亀吉

土瓶蒸し

メイン料理＋ 茶碗蒸し

までお楽しみください︒

福岡市中央区薬院2-3-25
営 : 火曜除く全曜日
12:00~14:00
17:00~23:00
休：火曜日
年末年始： 未定

西鉄薬院駅

博多の郷土料理で愛され続けて
四十六年となる老舗の美味力 …
注目です！ 樽座敷 天神 芙蓉

︻利用者の声より︼九州の有名

料理がほぼ楽しめるうえ︑上質

な和個室︵二階︶にユニークを

極める樽座敷︵一階︶
︒

天神を貫く大通り添いにあって

アクセス抜群︒集まりやすいこ

とも大きなメリットです︒
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宴会コース 3,240 円（税込）
より各種

ご接待︑慶弔︑食事会︑そして

特にございませんが、心を込めておもてなしさせて頂きます。

多様な鍋の中でも〝水炊き” と
〝もつ鍋” は九州を代表する鍋と
いうことで、かなり力が入ってい
ます。

︻お店からひと言︼

珍しい日本酒と焼酎の取り揃えが見事です。
コース料理にプラス 2,000 円で各種のお酒
やドリンクが飲み放題となります。

忘新年会など︑いかなる形にも

明治通り

●福ビル

〈ドリンクです〉

精一杯ご対応させて頂きます︒

昭和通り

お気軽にご利用ください︒

ガリヤ特典

中央
●郵便局

季節柄︑お早めのご予約をおす

すめいたします︒

パルコ●

渡辺通り

天神ビル●

ミーナ●

樽座敷

天神芙蓉 ■

博多の夜はやっぱり中洲ですか

遠方からのお客様が必ず注文すると
いう人気の定番メニューです。

営:月〜金11:00〜23:00
土日祝11:00〜22:00
年末年始 : 30・31・1・2

※ふぐ宴会コースのみ、カード
での支払いはご遠慮ください。

☎092
721-1011

めんたい・がめ煮・おきゅうと
博多三点盛り…980 円 ( 税込 )

福岡市中央区天神3-1-13

みじみ実感させられます︒

食感プリプリの刺身や呼子
のイカ、糸島産のシャキシャ
キ野菜、熊本のトロトロ馬
刺しなど、九州の美味しい
食材がまんべんなく取り揃
えられており、リーズナブ
ルな価格で楽しませませて
くれます。

〈お部屋です〉

玄海産サバの三種盛り

ふぐ宴会コース…5,500 円（税込）

天神

刺身の盛り合せ

酒樽で造られた「樽座敷」は、不
思議な居心地の良さを感じさせる
人気の半個室。
大小の部屋が充実し、宴会は最大
70 名までの包容力あり。

飲み放題付

特にございませんが、力いっぱいおもてなしさせて頂きます。

〈お料理です〉

呼子直送！ヤリイカの造り

ら︑来客の時など石田のおかげ

で重宝しています︒肩の凝らな

い接客もありがたいですね︒

ガリヤ特典

︻お店からひと言︼週替 わりで

国体道路

「ガリヤを見た」のご予約で5,500円コースが5,000円

日本料理

■ 石田

中洲大通り

那珂川

明治通り

地下鉄
●中洲川端駅

新メニューを常にご用意してお

営:18：00〜0:00
休:日曜(祝日の場合は月曜
年末年始：未定

ります︒

福岡市中洲4-1-8ヤマシタビル
１・２・３Ｆ

至天神

洲店は宮崎料理とかお好み焼き

2 名より 26 名まで お勧めコース 6,000 円〜15,000 円 ( 税別）
の和個室・テーブ フグ・アラのコースもお楽しみ頂けます。
ル和個室・カウン
〈ドリンクです〉
ター席があります。
全 56 席。
珍しいお酒を豊富に取り寄せております。

︻利用者の声より︼とんぼ西中

が激美味な店なので︑そういう

料理を想像していたのですが …

長崎の活鯖や活イカなど︑かな

メインはなんと鮮魚料理です︒

りこだわった魚介料理で堪能さ

那珂川

ガリヤ特典

中洲

春吉大通り

天神

■とんぼ

せてくれます︒

営:17:00~25:00
年中無休
お正月もお盆も休みなくあけ
ご来店をお待ちしております。

酒を︑ふんだんに用意してお待

ちしております︒

福岡市中央区春吉3-12-26

︻お店からひと言︼新鮮な魚や地

全国お取り寄せの珍
しい日本酒、焼酎が
充実しています。

伊万里牛と霧島豚と有田鶏の
せいろ蒸しコース
5,500 円（税込）

●東横イン
国体道路

春吉店

活イカ、活鯖（飼料はハーブ）
は是非ともの逸品！

写真手前より

全コース〝ぶ厚いふぐ刺し〟付 ＆ リーズナブル
し
ゃ
ぶ
鍋常識を超えた本格鍋の店︑薬院六つ角に出現！

長崎松浦直送活きサバコース
5,500 円 ( 税込）

院

☎ 092
753-8271

料理人は芸術家
なんとまあウツクシイこと
日本料理 石田

２時間飲み放題付

活ハーブ鯖や活イカが
美味しいんです！

博多とんぼ

個室 30 名様と
10 名様。
最大宴会人数
50 名様。
( 貸し切り ok）

5.000円

☎ 092
281-2505

☎092791-4307
〈お部屋です〉

西中洲
薬

中洲

＝

＝

＝

水割 5:5

約４時間

※睡眠時や体調によっては
さらに時間がかかります。

☎092451-4321

〈お料理です〉

本格イタリアン。デ
ザートも豊富！
〈ドリンクです〉
ワイン・ウイスキー
飲み放題！

飲み放題宴会付ボウリング２ゲーム

4,800 円（税込）飲み放題 90 分・宴会 2 時間
東海苑
瓶ビール・日本酒・
コクの深い本格中
華料理の醍醐味を、 焼酎・紹興酒・ウ
イスキー・ワイン
存分に満喫！
etc…と豊富！

〈お部屋です〉

宴会には温泉入浴がサービスで
付きます。
由布院や武雄からが温泉が毎日
運ばれて、九州の名湯を福岡に
居ながらにして満喫することが
できます。

【お料理です】

近海の新鮮魚介や選りすぐりの肉
や野菜で、旬の料理を様々な趣向
で楽しませます。
仮眠室、マンガコーナー、カラ
オケルームなどもあり、長時間
居てもけっして飽きさせません。

【アクセスです】

︻利用者の声より︼温泉旅館の
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雰囲気で宴会を楽しむ た
…ぶん
贅沢を極める忘年会になります︒

「ガリヤを見た」で10名様以上の宴会プランご予約のグループには幹事様300円（税別）の割引あり。

時間が許す方は早めに来られて

館内施設を楽しまれることをお

すすめします︒仮眠室あり︑パ

３千冊収納のマンガコーナーあ

ソコンコーナーあり︑漫画１万

まさに
り︑飲 食コーナーあり …
癒しのワンダーランドです︒

業務終了後の参加であれば︑制

限時間いっぱい︵深夜三時︶楽

帰る足がなければ仮眠室で朝ま

しみましょう︒

円・税別︶送迎バスで出勤とい

で眠って︵延長はプラス千六百

うのがまた楽しいんです︒

雄から上質な温泉を︑毎日運び

入れています︒

頑 張ってきた自 分へのご褒 美と

して︑料理やお酒とともにお楽

線 線
状 状
環 環
速 速
高 高
市 市
都 都

多駅
博駅
博多

ガリヤ特典

※温泉入浴サービス（浴衣・タオル・バスタオル付き。深夜３時まで利用可）
※宴会場 120 分サービス (２名様より )

しみください︒

福岡市博多区豊 2-3-66

ドリンク 10:30 〜 食事 11:30 〜
深夜メニュー：22:00 〜翌 3:00
朝食：6:30 〜 10:00
:
（メンテナンス休年２回あり）
年中無休
ー
通り
空港
ー
り
ー
港通
ー
■万葉の湯
岡
空
福
ー
ー
ー
■万葉の湯
ー
福岡
ー
ー
ー
ー
港線
ー
ー
地下鉄 空 線
ー
ー
港
ー
地下鉄 空
ー

温泉＋プラン（税別）
●温泉＋佐賀牛海鮮プラン……6,800 円
●温泉＋おまかせ会席プラン…5,000 円
●選べる日帰り昼食プラン……2,800 円〜
（11:00~15:00)
●カラオケルーム・パーティープラン
…………………3,000 円
※プラス1,600 円 ( 税別 ) で
120 分飲み放題付き
（２名様より要予約） ●朝まで得得プラン……………6,000 円
120 分飲み放題付き
（22:00〜翌 9:30)）
温泉＋うまかもんプラン…5,800 円（税別）〜
※飲み放題付き※朝９時 30 分迄滞在 0k
※飲み放題なし 5,000 円（税別）
〜
（途中外出不可）
・鶏とレンコンの旨煮
鍋 3 種より1種チョイス
【ドリンクです】
・ミモザサラダ
・水炊き（うどん玉）
・刺身 4 種盛り
120 分飲み放題ニュー
・もつ鍋（ちゃんぽん麺）
・フグ一夜干し焼き
・糸島豚しゃぶ（うどん玉）
・生ビール（ピッチャー）
・焼酎
・串揚げ2 種盛り（アジ大葉・とりもも）
・日本酒・サワー・ウィスキー
・軟骨ソーキのトマトソース煮込み
・ワイン・ソフトドリンク

︻お店からひと言︼由布院と武

駐車場は 300 台収容（6 時間ま
で無料）
。お車で来られない方の
ため、無料送迎バスが天神・中洲・
川端・博多駅を１時間おきに巡っ
ています。
博多駅からは空港方面の西鉄バ
スに乗り、豊 1 丁目バス亭下車、
徒歩 5 分です。

川 川
頸 頸
牛 牛

本場のレシピを守り抜いてこその
これぞ四川の激美味料理！

︻利用者の声より︼創業から二

十一年たった今も本場四川の伝

統レシピで〝本物の四川料理〟

を楽しませるという︑実に希少

なお店です︒

火鍋城と言えば〝麻婆豆腐〟が

有名で︑あまりの辛さに﹁激辛

店﹂のイメージがありますけど︑

これは誤解︒本場のレシピを忠

実に守った〝本場の麻婆豆腐〟

です︒ダカラ激辛なのです︒
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辛い料理ほど美味しいのは四川

料理の醍醐味ですが︑甘口で激

美味なメニューも豊富です︒
﹁辛

いのニガテ﹂な方々にも︑大満

足はうけあいです︒

とくにございませんが心を込めて、サービスさせて頂きます。

大小様々な個室があり、少人数
から最大 500 名までの宴会に対
応という驚くべき包容力。お泊
まりの部屋も完備し、家族のレ
ジャーはもちろん、女子会、同
窓会、歓送迎会、お祝い会、そ
して忘新年会と、様々なシチュ
エーションに対応してくれます。

サウナや岩盤浴 別
( 料金︶
も満喫できます

たちとやる場合︑ハイスコアは

︻利用者の声より︼職場の仲間

たいてい上司たちです︵笑︶

※コースは全て５名様より。
※忘新年会コースの期間
11 月 10 日〜1 月 31 日

よくばりオーダー火鍋宴（120分）…5,000円
富貴宴………………………………6,000円

︻お店からひと言︼当社の自慢は

かった﹂と言っていただけるこ

﹁どのお料理も最後まで美味し

とです︒
今年も飲み放題宴会コー

スは４千円からご用意しており

ガリヤ特典

⇨天神

地下鉄空港線

●西新駅

⇦姪浜

●藤崎駅

■中国大明火鍋城

ます︒火鍋城で一年の疲れを吹

早良●
区役所

営：11:30〜14:00
18:00〜22:30
土日祝 11:30〜15:00
17:30〜22:30
休：無休 年末年始 :31・1

飛ばしてください！

福岡市早良区百道 1-5-1

飲み放題＋火鍋＋点心食べ放題

写真はイメージです

中国大明火鍋城

吉祥宴………………………………2,500円
錦江宴………………………………3,000円
鴻運火鍋宴…………………………3,000円
四川百辛宴…………………………3,500円

地下鉄藤崎駅を区役所側
に下車。徒歩１分です。

一緒にいい汗かくって︑とっても

☎092
846-2116

〈お料理です〉
忘新年会コース

〈アクセスです〉

大事なこと︒そうして和んだ後

百道

〈お部屋です〉

〈ドリンクです〉
飲み放題

【お部屋です】

とくにございませんが心を込めてご奉仕させて頂きます。

店内は創業二十周年を記
念して昨年リニューアル
したばかり。オシャレで
心地よい空間です。
和洋の大小個室が充実し、
少人数から最大 70 名迄の
宴会に対応。お子様連れ
のファミリーや仲間うち
の食事会、祝賀会、接待、
忘新年会など、さまざま
なシーンに利用できます。
全 160 席。

＋1,500 円 (150 分）
※よくばりオーダー
火鍋宴のみ 120 分。

の宴会はひとしおです！

ガリヤ特典

の料金の中には貸靴料も含まれ

● JR 九州ホテル

ています︒ ちなみに狙い目は月

福岡県警察本部交通企画課

● シダックス

曜日です︒二百円お安くなって

＠fukkei̲Kkikaku

博多駅

飲酒運転撲滅の取組等
交通安全に役立つ
情報を掲載

筑紫口

10:00〜
土曜〜日曜
9:00〜
祝日
9:00〜
CLOSE 日曜〜木曜〜翌1:00
金曜〜土曜〜翌5:00
祝日の前日〜翌5:00
年末年始 無休
博多
スターレーン

います︒

福岡市博多区博多駅東1-18-33

︻お店からひと言︼四千八百円

両店ともテーブル席。
100 名（立食 120 名）
迄のご利用が可能で
す。同ビル地階。移 ※写真は
動もスムースです。 イメージです

OPEN 月曜〜金曜

twitter 配信中！

〈ドリンクです〉

〈お料理です〉

博多 由布院・武雄温泉
浴衣に着替えてプチ旅気分
万葉の湯
湯〜ったり癒されつつ楽しむ至福の宴会

体重 が 60kgの人の
アルコール処理時間

La Corte

ボウリング＋宴会で
満足度もストライク！

200ml コップ１杯

西中洲
博多区 豊
5.000円
☎ 092
452-4126

博多駅東

イタリアンカフェレストラン

博多スターレーン

1合

焼酎

お酒は
なかなか抜けません︒
二日酔い運転に注意！

⬇

500ml

ワイン

百年
橋通
り

日本酒

翌朝の残り酒にご注意を！

ビール

＝

＝

＝

水割 5:5

約４時間

※睡眠時や体調によっては
さらに時間がかかります。

☎092451-4321

〈お料理です〉

本格イタリアン。デ
ザートも豊富！
〈ドリンクです〉
ワイン・ウイスキー
飲み放題！

飲み放題宴会付ボウリング２ゲーム

4,800 円（税込）飲み放題 90 分・宴会 2 時間
東海苑
瓶ビール・日本酒・
コクの深い本格中
華料理の醍醐味を、 焼酎・紹興酒・ウ
イスキー・ワイン
存分に満喫！
etc…と豊富！

〈お部屋です〉

宴会には温泉入浴がサービスで
付きます。
由布院や武雄からが温泉が毎日
運ばれて、九州の名湯を福岡に
居ながらにして満喫することが
できます。

【お料理です】

近海の新鮮魚介や選りすぐりの肉
や野菜で、旬の料理を様々な趣向
で楽しませます。
仮眠室、マンガコーナー、カラ
オケルームなどもあり、長時間
居てもけっして飽きさせません。

【アクセスです】

︻利用者の声より︼温泉旅館の
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雰囲気で宴会を楽しむ た
…ぶん
贅沢を極める忘年会になります︒

「ガリヤを見た」で10名様以上の宴会プランご予約のグループには幹事様300円（税別）の割引あり。

時間が許す方は早めに来られて

館内施設を楽しまれることをお

すすめします︒仮眠室あり︑パ

３千冊収納のマンガコーナーあ

ソコンコーナーあり︑漫画１万

まさに
り︑飲 食コーナーあり …
癒しのワンダーランドです︒

業務終了後の参加であれば︑制

限時間いっぱい︵深夜三時︶楽

帰る足がなければ仮眠室で朝ま

しみましょう︒

円・税別︶送迎バスで出勤とい

で眠って︵延長はプラス千六百

うのがまた楽しいんです︒

雄から上質な温泉を︑毎日運び

入れています︒

頑 張ってきた自 分へのご褒 美と

して︑料理やお酒とともにお楽

線 線
状 状
環 環
速 速
高 高
市 市
都 都

多駅
博駅
博多

ガリヤ特典

※温泉入浴サービス（浴衣・タオル・バスタオル付き。深夜３時まで利用可）
※宴会場 120 分サービス (２名様より )

しみください︒

福岡市博多区豊 2-3-66

ドリンク 10:30 〜 食事 11:30 〜
深夜メニュー：22:00 〜翌 3:00
朝食：6:30 〜 10:00
:
（メンテナンス休年２回あり）
年中無休
ー
通り
空港
ー
り
ー
港通
ー
■万葉の湯
岡
空
福
ー
ー
ー
■万葉の湯
ー
福岡
ー
ー
ー
ー
港線
ー
ー
地下鉄 空 線
ー
ー
港
ー
地下鉄 空
ー

温泉＋プラン（税別）
●温泉＋佐賀牛海鮮プラン……6,800 円
●温泉＋おまかせ会席プラン…5,000 円
●選べる日帰り昼食プラン……2,800 円〜
（11:00~15:00)
●カラオケルーム・パーティープラン
…………………3,000 円
※プラス1,600 円 ( 税別 ) で
120 分飲み放題付き
（２名様より要予約） ●朝まで得得プラン……………6,000 円
120 分飲み放題付き
（22:00〜翌 9:30)）
温泉＋うまかもんプラン…5,800 円（税別）〜
※飲み放題付き※朝９時 30 分迄滞在 0k
※飲み放題なし 5,000 円（税別）
〜
（途中外出不可）
・鶏とレンコンの旨煮
鍋 3 種より1種チョイス
【ドリンクです】
・ミモザサラダ
・水炊き（うどん玉）
・刺身 4 種盛り
120 分飲み放題ニュー
・もつ鍋（ちゃんぽん麺）
・フグ一夜干し焼き
・糸島豚しゃぶ（うどん玉）
・生ビール（ピッチャー）
・焼酎
・串揚げ2 種盛り（アジ大葉・とりもも）
・日本酒・サワー・ウィスキー
・軟骨ソーキのトマトソース煮込み
・ワイン・ソフトドリンク

︻お店からひと言︼由布院と武

駐車場は 300 台収容（6 時間ま
で無料）
。お車で来られない方の
ため、無料送迎バスが天神・中洲・
川端・博多駅を１時間おきに巡っ
ています。
博多駅からは空港方面の西鉄バ
スに乗り、豊 1 丁目バス亭下車、
徒歩 5 分です。

川 川
頸 頸
牛 牛

本場のレシピを守り抜いてこその
これぞ四川の激美味料理！

︻利用者の声より︼創業から二

十一年たった今も本場四川の伝

統レシピで〝本物の四川料理〟

を楽しませるという︑実に希少

なお店です︒

火鍋城と言えば〝麻婆豆腐〟が

有名で︑あまりの辛さに﹁激辛

店﹂のイメージがありますけど︑

これは誤解︒本場のレシピを忠

実に守った〝本場の麻婆豆腐〟

です︒ダカラ激辛なのです︒
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辛い料理ほど美味しいのは四川

料理の醍醐味ですが︑甘口で激

美味なメニューも豊富です︒
﹁辛

いのニガテ﹂な方々にも︑大満

足はうけあいです︒

とくにございませんが心を込めて、サービスさせて頂きます。

大小様々な個室があり、少人数
から最大 500 名までの宴会に対
応という驚くべき包容力。お泊
まりの部屋も完備し、家族のレ
ジャーはもちろん、女子会、同
窓会、歓送迎会、お祝い会、そ
して忘新年会と、様々なシチュ
エーションに対応してくれます。

サウナや岩盤浴 別
( 料金︶
も満喫できます

たちとやる場合︑ハイスコアは

︻利用者の声より︼職場の仲間

たいてい上司たちです︵笑︶

※コースは全て５名様より。
※忘新年会コースの期間
11 月 10 日〜1 月 31 日

よくばりオーダー火鍋宴（120分）…5,000円
富貴宴………………………………6,000円

︻お店からひと言︼当社の自慢は

かった﹂と言っていただけるこ

﹁どのお料理も最後まで美味し

とです︒
今年も飲み放題宴会コー

スは４千円からご用意しており

ガリヤ特典

⇨天神

地下鉄空港線

●西新駅

⇦姪浜

●藤崎駅

■中国大明火鍋城

ます︒火鍋城で一年の疲れを吹

早良●
区役所

営：11:30〜14:00
18:00〜22:30
土日祝 11:30〜15:00
17:30〜22:30
休：無休 年末年始 :31・1

飛ばしてください！

福岡市早良区百道 1-5-1

飲み放題＋火鍋＋点心食べ放題

写真はイメージです

中国大明火鍋城

吉祥宴………………………………2,500円
錦江宴………………………………3,000円
鴻運火鍋宴…………………………3,000円
四川百辛宴…………………………3,500円

地下鉄藤崎駅を区役所側
に下車。徒歩１分です。

一緒にいい汗かくって︑とっても

☎092
846-2116

〈お料理です〉
忘新年会コース

〈アクセスです〉

大事なこと︒そうして和んだ後

百道

〈お部屋です〉

〈ドリンクです〉
飲み放題

【お部屋です】

とくにございませんが心を込めてご奉仕させて頂きます。

店内は創業二十周年を記
念して昨年リニューアル
したばかり。オシャレで
心地よい空間です。
和洋の大小個室が充実し、
少人数から最大 70 名迄の
宴会に対応。お子様連れ
のファミリーや仲間うち
の食事会、祝賀会、接待、
忘新年会など、さまざま
なシーンに利用できます。
全 160 席。

＋1,500 円 (150 分）
※よくばりオーダー
火鍋宴のみ 120 分。

の宴会はひとしおです！

ガリヤ特典

の料金の中には貸靴料も含まれ

● JR 九州ホテル

ています︒ ちなみに狙い目は月

福岡県警察本部交通企画課

● シダックス

曜日です︒二百円お安くなって

＠fukkei̲Kkikaku

博多駅

飲酒運転撲滅の取組等
交通安全に役立つ
情報を掲載

筑紫口

10:00〜
土曜〜日曜
9:00〜
祝日
9:00〜
CLOSE 日曜〜木曜〜翌1:00
金曜〜土曜〜翌5:00
祝日の前日〜翌5:00
年末年始 無休
博多
スターレーン

います︒

福岡市博多区博多駅東1-18-33

︻お店からひと言︼四千八百円

両店ともテーブル席。
100 名（立食 120 名）
迄のご利用が可能で
す。同ビル地階。移 ※写真は
動もスムースです。 イメージです

OPEN 月曜〜金曜

twitter 配信中！

〈ドリンクです〉

〈お料理です〉

博多 由布院・武雄温泉
浴衣に着替えてプチ旅気分
万葉の湯
湯〜ったり癒されつつ楽しむ至福の宴会

体重 が 60kgの人の
アルコール処理時間

La Corte

ボウリング＋宴会で
満足度もストライク！

200ml コップ１杯

西中洲
博多区 豊
5.000円
☎ 092
452-4126

博多駅東

イタリアンカフェレストラン

博多スターレーン

1合

焼酎

お酒は
なかなか抜けません︒
二日酔い運転に注意！

⬇

500ml

ワイン

百年
橋通
り

日本酒

翌朝の残り酒にご注意を！

ビール

After

驚異

本 でここまでフサフサ
1,000

す︒抜け毛の予防はもちろん︑頭髪のボ

智美流 ビューティアップ増毛 で

人前に出るのがおっくうになって行動に制

リュームがガンガン蘇ります︵智美︶
﹂

クレンジング・シャンプー・トリートメ

限がかかるんですね︒﹃背が高い人には近

づきたくない﹄とか︑カツラをつけていて

ント・栄養剤＋特殊マッサージ︵ 初
※回の
み実践指導︒あとは自宅でのセルフ育毛︶

薄毛に悩む母の
喜ぶ顔がうれしくて …

ところが少し毛を増やしただけなのに︑

により毛髪環境を根本から整え直すことで

も﹃バレるんじゃないか﹄とか︒

まずは〝増毛救済〟のキッカケから ︒
…
﹁ 母は地肌が目立つのをとても気にしてい

お帰りの時はイメージが変って︑とっても

育毛を促進するという画期的︑しかも健康

たんです︒部分カツラをつけていたんです

的なものだが︑何よりの決め手は彼女自身

の髪が︑それを証明したことだ︒

若々しくなられて 皆さんたいへん満足さ
…
れてお帰りになります︵智美︶
﹂

と
…は言いながら︑実は満足できない者が

レるしズレるし︑
気に入ったカツラに出会う

そんな時に出会ったのがこの増毛法だっ

まずはお気軽に
ご相談ください！

決め手の一つには価格にもあった︒

﹁無理なく続けて頂ける価格なんです︵ ※

詳細は智美増毛で検索︶
﹂

しかし待てよ 増
…毛と育毛という︑ビジ
ネス的には相反するメニューの導入である︒

が︑
一人ではつけられないし︑汗をかけばム

たんです︒なにしろ自分の毛と全く同じで

約一名 智
…美先生ご自身だ︒
﹁せっかく増毛しても︑自毛がしっかりし

まで何個も購入したりとか︑まさに悪循環︒

すから︑シャンプーもトリートメントもブ

ていないと増毛の繰り返しです︒根本的な

なりたかった自分になろう！

………………………………………

在宅 の

指 育毛
導
付き
！

二十年の実績を持つ智美先生は︑フェ

………………………………………

イシャル・ボディ・マツエク・開運眉

………………………………………

メイク・ヘアーなど︑美容に関するメ

………………………………………

ニューなら何でもＯＫの︑いわゆる業

………………………………………

ローも普段どおりでいいし︑美容室にも普

悩み解消とはなりませんからね︒増毛だけ

ではダメだったんです︵智美︶
﹂

そこで〝育毛〟が加わった︒

育毛結果も体感済！

通に通えるし︒

母の喜ぶ顔がうれしくて︑それでサロン

メニューに取り入れました︵智美︶
﹂

業界には珍しい︑美容師免許所持者であ

﹁実を言いますと 頭髪のことでは私も︑ ﹁そのうち︑増毛のお客様を失うことにな
…
りませんか？﹂
ず〜っと悩んでいたんです︒細いうえに抜

る智美先生︒様態に合わせて毛髪の根元に

※３つ以上チェックが入った方はご相談ください。

﹁地肌が気にな
一本一本の毛を結びつけ︑

□ 将来の髪が不安でたまらない。

「増毛で身近な人を喜ばせたい」
「独立開業したい」とお考えの方のための
〝智美流ビューティ増毛スクール〟です。
興味のある方はお問い合わせください。

との問いかけに︑

□ フケが気になる。

智美流 増毛 スクールのご案内

け毛が凄くて︑﹃ロングヘアはもうムリ﹄っ

ファミリ- ●
マート

□ 朝起きると枕に髪の毛が沢山ついている。

る﹂﹁髪のボリュームが欲しい﹂などのト

神野智美

□ ひたいが広くなった ( 男性型脱毛）
。

育毛シャンプー・育毛トリートメント
育毛ローション・育毛ブロー・育毛マッサージ

ん提供したいので︑どんな形であれ︑根本

●美容室

トータルビューティサロン

□ つむじや分け目が目立ってきた。

※育毛実践指導付き

育毛実践指導内容

ていうところまで来ておりました︵智美︶
﹂ ﹁私自身が嬉しいことはお客様にもどんど

タバコ●

□ ヘアスタイルが決まらなくなってきた。

﹁同窓会だ
ラブル解消は言うにおよばず︑

ホテル

●ニューオータニ

●筑邦銀行 ●東映

●九電

ー
ー
ー
ー
ー

城南線

●十八銀行

渡辺通り

西鉄薬院駅

智美増毛
福岡市中央区高砂1-22-11AXE-M 402号
営：9:30~ 最終受付 19:00（完全予約制）
休：不定休

的な髪のトラブルを解消して頂ければいい

□ ボリュームが出なくなった。

TEL092-524-5065

と
…︑髪ングアウト︒

http://www.beauty-tomomi.com

※育毛実践指導付き

体験増毛 300 本コース ( 初回のみ )
13,500 円➡ 5,000 円

から ﹂
…といった〝ココ一番！のオシャレ
願望〟まで引き受けてくれるのが〝智美流

□ 以前より髪が細くなった気がする。

んです︒お気軽にご相談下さい︵智美︶
﹂

□ 地肌が目立ってきた。

か み の と も み

ガリヤ特典

増毛 1,000 本コース 45,000➡ 30,000 円 ( 税別 )

そんな理由から育毛法の検証にも並なら

神野智美

ビューティアップ増毛〟というわけだ︒

頭髪の赤信号にご用心！頭髪診断

トータルビューティサロン

ちなみにカウンセリングから全てが智美

▶後ろ姿も
若々しい！

博多ダイニングばぶばぶ（祇園町） ブスタイルもキビしくなって…。
のママ。タコスで人気のバルです。 そんなときに「増毛してみる？」って言わ
れたんです。美容でずっと信頼してきた先
忘年会にもオススメです！
生のお勧めでしたから、一も二もなく飛び
つきました。
そしたらホラ、
「悩みイッキ解消！」です。
髪を少し増やすだけで、こんなにハッピー
になれるんですね！
あとは帽子。脱いだとき髪がペシャンって
なってたんですが、ならないんです。そう
いうのも凄く気に入ってます。
After

After

◀バックシャン復活！

60 代

After

飲食店オーナー
高尾康子さん 地肌を見られるのが気になって、接客が辛
1,000 本
くなっていたんです。トレードマークのボ

30 代から分け目の部分の目立ち
が気になって、髪が最大のコン
プレックスになっていました。
お客様の前に立つ仕事なので、
過剰なセットで髪に負担をかけ
続けたのが原因のようです。
増毛は 500 本づつ２回に分け計
1,000 本して頂きましたが
「1,000 本でここまで良いんだか
ら、2,000 本なら…？」
って、少し欲が出ています（笑）
自然なので、行きつけの美容室
の皆さんからも、とっても驚か
れています。
もちろん〈育毛ケア〉も同時進
行で実践中です。
増毛に頼らなくてもよくなるよ
うに、頑張ります！

先生とマンツーマン︒智美先生の元気キャ

After

接客の時とか▲
こんな分け目が
気になって…

ぬ力が入ってしまった結果︑〝毛母細胞活

Befro

性システム〟採用︑とあいなったわけだ︒

▼ノープロブレム！

ラにシッカリ触れてパワーアップというの

After
憧れの前髪が
できて幸せ▶

﹁効果は男性の方が早くて﹃たった一ヶ月で

Befor

も︑サロンの魅力のひとつかもしれない︒

▲地肌が気になって
前髪がつくれない▼

少しの増毛だけで
こんなにイメチェン！

◀地肌が
見えない！

﹁分け目が目立つようになると︑特に女性は︑ もこんなに違うか？﹄っていうほど育ちま

ところが
ビックリ！

途中で寝てしまって、醒めたら髪が豊かになっ
てたんで、魔法にかかったというか、生まれ変
わった気分です。
最初は半信半疑だったんですが、こんなに短時
間で長年の悩みが解消されるなんてほんとうに
驚きました。ブラシも普段通りに使えるしガン
ガン洗えるし、本当に安心ですよね。
ご指導頂いた〈育毛ケア〉も頑張ります！自毛
がどんどん育つ…もの凄く楽しみです！

ところが
ビックリ！

After
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………………………………………
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……………………
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●ビューティアップ増毛士
●ISC 認定 育毛診断士
●美容師
●INFA ゴールドマスター
●開運メイク 指導士 etc.

After

驚異

本 でここまでフサフサ
1,000

す︒抜け毛の予防はもちろん︑頭髪のボ

智美流 ビューティアップ増毛 で

人前に出るのがおっくうになって行動に制

リュームがガンガン蘇ります︵智美︶
﹂

クレンジング・シャンプー・トリートメ

限がかかるんですね︒﹃背が高い人には近

づきたくない﹄とか︑カツラをつけていて

ント・栄養剤＋特殊マッサージ︵ 初
※回の
み実践指導︒あとは自宅でのセルフ育毛︶

薄毛に悩む母の
喜ぶ顔がうれしくて …

ところが少し毛を増やしただけなのに︑

により毛髪環境を根本から整え直すことで

も﹃バレるんじゃないか﹄とか︒

まずは〝増毛救済〟のキッカケから ︒
…
﹁ 母は地肌が目立つのをとても気にしてい

お帰りの時はイメージが変って︑とっても

育毛を促進するという画期的︑しかも健康

たんです︒部分カツラをつけていたんです

的なものだが︑何よりの決め手は彼女自身

の髪が︑それを証明したことだ︒

若々しくなられて 皆さんたいへん満足さ
…
れてお帰りになります︵智美︶
﹂

と
…は言いながら︑実は満足できない者が

レるしズレるし︑
気に入ったカツラに出会う

そんな時に出会ったのがこの増毛法だっ

まずはお気軽に
ご相談ください！

決め手の一つには価格にもあった︒

﹁無理なく続けて頂ける価格なんです︵ ※

詳細は智美増毛で検索︶
﹂

しかし待てよ 増
…毛と育毛という︑ビジ
ネス的には相反するメニューの導入である︒

が︑
一人ではつけられないし︑汗をかけばム

たんです︒なにしろ自分の毛と全く同じで

約一名 智
…美先生ご自身だ︒
﹁せっかく増毛しても︑自毛がしっかりし

まで何個も購入したりとか︑まさに悪循環︒

すから︑シャンプーもトリートメントもブ

ていないと増毛の繰り返しです︒根本的な

なりたかった自分になろう！

………………………………………

在宅 の

指 育毛
導
付き
！

二十年の実績を持つ智美先生は︑フェ

………………………………………

イシャル・ボディ・マツエク・開運眉

………………………………………

メイク・ヘアーなど︑美容に関するメ

………………………………………

ニューなら何でもＯＫの︑いわゆる業

………………………………………

ローも普段どおりでいいし︑美容室にも普

悩み解消とはなりませんからね︒増毛だけ

ではダメだったんです︵智美︶
﹂

そこで〝育毛〟が加わった︒

育毛結果も体感済！

通に通えるし︒

母の喜ぶ顔がうれしくて︑それでサロン

メニューに取り入れました︵智美︶
﹂

業界には珍しい︑美容師免許所持者であ

﹁実を言いますと 頭髪のことでは私も︑ ﹁そのうち︑増毛のお客様を失うことにな
…
りませんか？﹂
ず〜っと悩んでいたんです︒細いうえに抜

る智美先生︒様態に合わせて毛髪の根元に

※３つ以上チェックが入った方はご相談ください。

﹁地肌が気にな
一本一本の毛を結びつけ︑

□ 将来の髪が不安でたまらない。

「増毛で身近な人を喜ばせたい」
「独立開業したい」とお考えの方のための
〝智美流ビューティ増毛スクール〟です。
興味のある方はお問い合わせください。

との問いかけに︑

□ フケが気になる。

智美流 増毛 スクールのご案内

け毛が凄くて︑﹃ロングヘアはもうムリ﹄っ

ファミリ- ●
マート

□ 朝起きると枕に髪の毛が沢山ついている。

る﹂﹁髪のボリュームが欲しい﹂などのト

神野智美

□ ひたいが広くなった ( 男性型脱毛）
。

育毛シャンプー・育毛トリートメント
育毛ローション・育毛ブロー・育毛マッサージ

ん提供したいので︑どんな形であれ︑根本

●美容室

トータルビューティサロン

□ つむじや分け目が目立ってきた。

※育毛実践指導付き

育毛実践指導内容

ていうところまで来ておりました︵智美︶
﹂ ﹁私自身が嬉しいことはお客様にもどんど

タバコ●

□ ヘアスタイルが決まらなくなってきた。

﹁同窓会だ
ラブル解消は言うにおよばず︑

ホテル

●ニューオータニ

●筑邦銀行 ●東映

●九電

ー
ー
ー
ー
ー

城南線

●十八銀行

渡辺通り

西鉄薬院駅

智美増毛
福岡市中央区高砂1-22-11AXE-M 402号
営：9:30~ 最終受付 19:00（完全予約制）
休：不定休

的な髪のトラブルを解消して頂ければいい

□ ボリュームが出なくなった。

TEL092-524-5065

と
…︑髪ングアウト︒

http://www.beauty-tomomi.com

※育毛実践指導付き

体験増毛 300 本コース ( 初回のみ )
13,500 円➡ 5,000 円

から ﹂
…といった〝ココ一番！のオシャレ
願望〟まで引き受けてくれるのが〝智美流

□ 以前より髪が細くなった気がする。

んです︒お気軽にご相談下さい︵智美︶
﹂

□ 地肌が目立ってきた。

か み の と も み

ガリヤ特典

増毛 1,000 本コース 45,000➡ 30,000 円 ( 税別 )

そんな理由から育毛法の検証にも並なら

神野智美

ビューティアップ増毛〟というわけだ︒

頭髪の赤信号にご用心！頭髪診断

トータルビューティサロン

ちなみにカウンセリングから全てが智美

▶後ろ姿も
若々しい！

博多ダイニングばぶばぶ（祇園町） ブスタイルもキビしくなって…。
のママ。タコスで人気のバルです。 そんなときに「増毛してみる？」って言わ
れたんです。美容でずっと信頼してきた先
忘年会にもオススメです！
生のお勧めでしたから、一も二もなく飛び
つきました。
そしたらホラ、
「悩みイッキ解消！」です。
髪を少し増やすだけで、こんなにハッピー
になれるんですね！
あとは帽子。脱いだとき髪がペシャンって
なってたんですが、ならないんです。そう
いうのも凄く気に入ってます。
After

After

◀バックシャン復活！

60 代

After

飲食店オーナー
高尾康子さん 地肌を見られるのが気になって、接客が辛
1,000 本
くなっていたんです。トレードマークのボ

30 代から分け目の部分の目立ち
が気になって、髪が最大のコン
プレックスになっていました。
お客様の前に立つ仕事なので、
過剰なセットで髪に負担をかけ
続けたのが原因のようです。
増毛は 500 本づつ２回に分け計
1,000 本して頂きましたが
「1,000 本でここまで良いんだか
ら、2,000 本なら…？」
って、少し欲が出ています（笑）
自然なので、行きつけの美容室
の皆さんからも、とっても驚か
れています。
もちろん〈育毛ケア〉も同時進
行で実践中です。
増毛に頼らなくてもよくなるよ
うに、頑張ります！

先生とマンツーマン︒智美先生の元気キャ

After

接客の時とか▲
こんな分け目が
気になって…

ぬ力が入ってしまった結果︑〝毛母細胞活

Befro

性システム〟採用︑とあいなったわけだ︒

▼ノープロブレム！

ラにシッカリ触れてパワーアップというの

After
憧れの前髪が
できて幸せ▶

﹁効果は男性の方が早くて﹃たった一ヶ月で

Befor

も︑サロンの魅力のひとつかもしれない︒

▲地肌が気になって
前髪がつくれない▼

少しの増毛だけで
こんなにイメチェン！

◀地肌が
見えない！

﹁分け目が目立つようになると︑特に女性は︑ もこんなに違うか？﹄っていうほど育ちま
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●美容師
●INFA ゴールドマスター
●開運メイク 指導士 etc.

高取優耶さん

いつか世界のエンタメチームに！

黒龍舞術団 団長高取優耶
コネもなくアテもない中国で
京劇に魅せられた高校生がやってきたことは
﹁必死で目の前のことに取り組みました﹂
だ
…けだった︒

京京劇院の 元侠先生を紹介してくれたんです﹂

このスタッフに一生懸命伝えたんです︒そしたら北

さ
ん

そんななりゆきから国家一級俳優である北京風雷京
劇団団長︑松岩さんの指導を受けることになった︒
しかもマンツーマンである︒
修行の夏が過ぎると︑現地で集めた衣装や小道具を

﹁幸運を使い果たさないか心配でした﹂

日本人が演じる中国の伝統芸能
中国の伝統芸能を演じるチームとの出会いは︑一種
よわい

のカルチャーショックだった︒しかもチームを率い
る高取優耶とは︑なんと齢二十五歳の若者である︒
そんな彼が舞台に上がるや空気は一変︒観客はその︑
アクロバティブな華麗さに魅せられ︑圧倒される︒
京劇といえば日本における歌舞伎のように︑幼少期
からの修行が物を言う世界だ︒しかし︑いったい宇
美町︵糟屋郡︶で生まれ育った彼のどこに〝京劇〟

北京を目指す

の入り込む余裕があったのだろう ︒
…

ひきこもり少年
〝経歴〟を辿れば幼少期に遡る︒
﹁学校を休みがちでした︒馴染めなかったというか︑
これといった楽しさを見つけられなかったんです﹂

不登校生徒たちの自立を支援する高校である︒

な
…んとビックリ︑ひきこもり少年だった︒
﹁それで立花高校に進学しました﹂
﹁カリキュラムに中国語があって中国に関心を持つよ
うになったんですが︑たまたま観た︻吉林省京劇院︼
の来日公演に凄く感動したんです︒十五歳の時です︒
コレをやりたい！と思って ︑それでアルバイトして
お金を貯めて︑翌年の夏休みに北京に行きました﹂
〝ひきこもり〟もこうなると充電期間だ︒
時まさに北京はオリンピックの賑わいだった︒

コネもアテも無かったから
必死で目の前のことに取り組みました
そして︑途方に暮れた︒京劇を学ぼうにもなんと︑
コネもアテも知り合いさえなかったのだ︒
﹁語学学校にとりあえず席を置いて︑行き当たりばっ
たりでしたが ︑とにかく必死で目の前のことに取り
組みました﹂
その一例が ︑たまたま飛び込んだ劇場での〝京劇メ
イク体験〟である︒
﹁メイクしてもらいながら︑いかに京劇が好きかをそ

いつか世界の黒龍舞術団に
〝必死で目の前のことに取り組む〟姿勢は今も変わ
らない︒トレーニングの合間に事務処理から衣装縫
いまでこなしながら︑忘・新年会︑披露宴︑祝賀会
等を盛り上げ︑ショッピングセンターのイベント会
場では子供たちを楽しませている︒
チューブで僕らのことをたまたま見つけたから︑是

﹁来年は北海道の美深町から喚ばれています︒
﹃ユー
非来て欲しい﹄って連絡があったんです﹂

携え︑後ろ髪を引かれながら帰国の途に着いた︒

実はほとんど独学で我流

移動経費だけでも主催者側には大きな負担 そ
…んな
ことまで心配しながら︑素直に感謝し︑奮い立つ︒

るかを金種別に確認すること︒
手持ちの現金の額を認

まずは現金のチェックです︒
小銭までいれていくらあ

ることが肝心です︒

リムに保つには︑お財布チェックを習慣化して毎日続け

一度軽くしたお財布をリバウンドさせずにずっとス

寝る前の歯磨きとお財布チェックは
毎日の習慣に！

にしておくとポイントも貯まりやすいですね︒

クレジットカードもお財布に入れるのは１枚か２枚

イントカードは必要ですか？

元率はわずか１％︒
しかも有効期限は一年間︒
こんなポ

割引だったら︑五万円の買い物で五百円割引だから還

例えば︑千円で１ポイント︑５０ポイントで五百円の

をよく考えて︒

は思い切って捨てましょう︒
ポイントカード類は︑中身

僕の前に道はない 僕の後ろに道は出来る …

節が︑ふと浮かんだ︒

そんな〝ゆうやくん〟に〝道程︵高村光太郎︶
〟の一

タメチームを作ることが目標です﹂

ナーを集めて福岡発シルクドソレイユみたいなエン

﹁いずれは中国という枠を外し︑
世界のエンターティ

初舞台はその秋の文化祭だ︒学友を巻き込んでの演
目は︿中国獅子舞﹀
︒演じ終るや喝采の渦に呑み込ま
れた 黒
…龍舞術団︑ルーツ誕生の瞬間だ︒
﹁あとは独学です︒実はほとんど我流なんです﹂
たとえば六脚の椅子を縦に重ね頂上で倒立するとい
うハラハラドキドキなパフォーマンスも︑なんと︑
﹁体操の先生から習いました﹂

会社や自営業者は会計帳簿の記帳が義務付けられて
いますが︑個人となると日記やダイエットと同じでなか
なか続かない人も多いようです︒

簡単にできる家計管理の方法
それはお財布の管理です︒
小学生の頃は学校から帰
ると︑ランドセルの中を一度出して明日の時間割に合わ
じように︑一日が終わって寝る前に︑お財布の中身を全

せて教科書やノートを入れ替えましたよね？それと同
部出してみましょう︒

識しているだけで使い方も変わってきます︒
小銭が千円

要点は三つ

家計の管理というと︑家計簿を使って収入と支

以上ある場合は︑お札に両替するか小銭から先に使い

なり︑
家計に余裕が生まれるかもしれません︒

は続けてみましょう︒
これだけで使途不明金は少なく

家計簿を毎日つけることはできなくても︑これだけ
出を記録・仕分けし︑週間や月間・年間の統計

次にレシートや割引券のチェックです︒
要らないもの

ます︒
ことです︒
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椅子頂・イーズーディン

kokuryu.information@gmail.com
福岡市東区三苫２-16-25-102

一九九二年福岡県生まれ︒高校時代︻北京京
劇院︼
︻北京風雷京劇団︼の国家一級俳優陣の
下で修行︒帰国後
︽幻想的なアジア芸術︾
をテー
マに黒龍舞術団を結成︒雑技︑音楽︑武術︑様々
な芸能︑演目を独自の演出で公演︒

変面

久米カヲル

獅子舞

面に触れることなく瞬時に面がどんどん変わっていく︻変面︼は︑
優耶さんの十八番︒面の役柄により動きや表現方法も変わる︑た
いへん見応えのある演目です︒

ファイナンシャルプランナー

邪気を払い福を喚ぶ象
徴です。愛嬌がありつ
つもアクロバティブな
お師子さんです。

を出して︑
内容を分析・傾向を知り対策を講じる

家計簿は面倒くさい

お財布の断捨離
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！

黒龍舞術団事務局 黒龍舞術団
TEL: 080-9064-5567

重ねただけの椅子の上で倒立など様々なバランスを
披露します︒命綱もマットも用いず︑観ている方も
手に汗にぎるスリリングな演目です︒

福岡にて結成された中国芸能を表現するチーム。京劇
の中より〈孫悟空〉
。椅子の上で美しいポーズを決め
ていく〈椅子頂（イーズーティン）
〉
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ズムに合わせて目の前でお面が変わる〈変面〉など、
様々な演目で楽しませます。
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に入りました︒
これからもよろしくお願い
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把握していますか？レジでお金を払うとき︑
小銭があっても面倒だからとお札を出して
いませんか？いつの間にかお財布が小銭と
レシートでパンパンになっていませんか？
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黒龍舞術団事務局 黒龍舞術団
TEL: 080-9064-5567

重ねただけの椅子の上で倒立など様々なバランスを
披露します︒命綱もマットも用いず︑観ている方も
手に汗にぎるスリリングな演目です︒

福岡にて結成された中国芸能を表現するチーム。京劇
の中より〈孫悟空〉
。椅子の上で美しいポーズを決め
ていく〈椅子頂（イーズーティン）
〉
。テンポの良いリ
ズムに合わせて目の前でお面が変わる〈変面〉など、
様々な演目で楽しませます。

家計の断捨離を始めてお陰様で三年目
に入りました︒
これからもよろしくお願い
いたします︒
皆さんは自分のお財布の中身をどれだけ
把握していますか？レジでお金を払うとき︑
小銭があっても面倒だからとお札を出して
いませんか？いつの間にかお財布が小銭と
レシートでパンパンになっていませんか？

黒龍舞術団

CLOSE UP HUMAN

︻ 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

1988-1997

てきたんだろう⁝
︵涙︶

ゴミ収集所の先はイキナリ交通量の激

てきたのです︒

飛び出しやしないかと心配でしたが︑不

しい大通りですから︑猫たちがそのまま

いったい︑
どれだけのタイヘンを乗り越え

﹁よく頑張ったね︑
よく辿り着いたね⁝﹂

思議にもそれはありません︒

﹁にゃ⁝﹂

我が家の玄関先は︑さながら子猫たちの

私がゴミを置くと一斉に方向転換し︑
そし

さも楽しそうに歩くのです︒

いながら︑
暗がりの先にある我が家へと︑

てまた小走りに︑
時にジャレあい︑
モツレあ

やがて子猫たちから︑警戒心が消えてい

難民キャンプのようでした︒

きました︒

星空の下︑
一人と四匹の行進はかなりメル

つられて私も︑
楽しくなりました︒

門扉を閉めると︑
暗がりの中で点呼です︒

と帰宅するや猫小屋から︒
﹁アニャ〜！﹂

﹁一匹⁝
︵にゃ！︶
二匹⁝
︵ニャ︶
三匹⁝
︵ニ

﹁ただいま〜﹂

のです︒

ゴハンをくれる人だから︑

るようになりました︒

玄関先に猫フードを常備するようになっ

手作りの猫小屋を設置して︑古いセータ

たのには︑そんな悲しいイキサツがあった

ーを敷き詰めました︒

ってとこでしょうけど⁝実は ︑それだけ

﹁アニャ〜︵ゴハン帰って来た！︶﹂

思えば私はずっと︑
こんなメルヘンの中で

キッチリ揃ってるじゃないですか︒

ャッ︶
四匹⁝
︵みゃ！︶
﹂

ヘンです︒

二匹はそこで︑身を寄せ合うようになり

ではなかったのです︒

と一斉に飛び出し︑
勢揃いして迎えてくれ

また現れるの繰り返しで︑

と手招きした途端サッと姿を隠す︑
そして

ました︒
習性か︑
慌てて姿を隠すのでした︒

それでも私が手をのばすと ︑身に付いた

暮らしてきたような気がします︒

庭の片隅で一匹の子猫が︑
力尽きていたの

三匹になっていました︒

人通りも街灯も無い︑
ほぼマックラな旧ア

ートルの所に存在します︒

地域指定のゴミ収集所は︑家から数十メ

ら︑
ゾロゾロゾロゾロ⁝︒

すると︑
互いに顔を見合わせたりしなが

玄関ドアをパアッと︑
開け放ちました︒

﹁遠慮しないで︑
どうぞ︑
入って！﹂

ゴミ捨てツアーから帰宅するや︑

そして冬が訪れました︒
びっくりしたのは新顔クン

ゼ道です︒
私はその旧アゼ道を ︑
大きなゴ

保護完了︑
いよいよ里親探しです︒

話はここでゴミに飛びます︒

の痩せっぷりです︒

ミ袋をぶら下げて週に二回は往復してい

ひと月ほど経つと︑二匹が

﹁よく頑張って︑
辿り着いた

ます︒

ね⁝﹂
﹁⁝ニャ⁝﹂

ハッキリ言って︑
苦行です︒

﹁その子たち︑
僕の子だからね﹂

んが夢枕に立って︑
こう言いました︒

ったのです︒
げて門扉を出た私を︑

ところがある夜のことでした︒
ゴミ袋を下
さらに半月ほど経つと︑三

猫たちってほんと︑
オモシロスギ︒

メルヘン・スピリチュアル・リアルライフ⁝

つまり︑
皆〜んなうちのこだと
︵笑︶

時に小走りに︑
時にジャレあいモツレ合い

っと︑
四匹揃って追いかけてきたのです︒

ながら︑
ものすごく楽しそうにくっつい

﹁ニャッ︵それ行け〜っ！︶﹂
ボロです︒

匹 が 四 匹 になっていまし

こんな幼いこどもたちが︑

た︒これまた激痩せのボロ

そうして年が明けた一月一日︒
シルクちゃ

餓死寸前︒危ないところだ

先日、
とある猫販売ショップの前を通りかかって、
呆れました。
ケージ
に貼られた30万円とか40万円とかの値札…群がるように集まった(ス
ミマセン失礼な表現）
猫好きの方たち…。
狂犬病予防法により野良犬ちゃんに出会うことは難しくなりましたが、
野良猫ちゃんはい〜っぱい居ます。
そして
「50万円の値札がついた猫
と、
どこがどう違うの？」
って不思議になってしまったほど、
皆んな皆ん
な、
それなりに素晴らしい個性を持つ、
賢く、
愛らしい猫ちゃんです。
殺処分の対象のほとんどが野良の子猫たちです。
どうか野良猫ちゃん
たちに目を向けてください。

﹁ぎゃっ！﹂

﹁おいで〜﹂

と案じていたら︑

﹁この頃︑
見かけないな⁝﹂

警戒心はバッチリです︒

私の人生感を変えちゃった猫

ママ猫のシツケが行き届いてか︑
ヒトへの

のは︑
昨年の夏のことでした︒

シルクちゃん

﹁あとの二匹はどうしてるんだろう⁝﹂

家族が増えた
こんないきさつ

(通巻Vol.306）

近隣で子猫たちがチョロチョロし始めた

Vol.15

です⁝餓死でした︒

難民（猫）キャンプに辿り着いて
５匹目の家族になってくれた四郎ちゃんです。
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My
Sweet
Life
With
Cats

▲作業の
邪魔なんか
しませんよ。

土生亜紀子

…

困る
来客は邪魔者
﹁来 客 が 来 て か ら 帰 る ま で︑と に か く
ずーっと吠え続けるので困っています﹂
と︑

きたというのです︒
飼主も私もホッとしま 私は子供が大好きなので嫌われたくあり

可愛いすぎて 困
…る

ました︒

ません︒
しかも好意をいさめるのは本当
した︒
しかし︑この先も子供と犬
この︿お腹﹀
⇩
︿下痢﹀という話︑実はプロ に苦痛でした︒
が仲良くあるためには︑言う必要があり
２５年にして初耳でした︒

そこで因果関係について考えてみたとこ

ろ〝構いすぎ〟だろうと見当がつき︑飼主

に改めて飼い方を尋ねると︑案の定
﹁初め トイ・プードルの側にいる努力をした飼
ての犬で可愛くて︑構って欲しがるままに 主︑構って欲しがる犬に応え続けた飼主

家族︑犬を寝かしつけようとした子供︑み
家族で代わる代わる撫でていた﹂
と︒
したことです︒
﹁犬に良かれと ﹂
私の教室ではこの相談はありません︒
そ んな
…

れは私が﹁構いすぎはダメ︒
依存症になる しかし結果を見ると︑残念ながら犬のた
し犬が疲れる﹂
と︑飼主に厳しく云うから めになったとはいえません︒

悩み相談の電話がありました︒
そこで﹁犬
種は？今どこにいますか？﹂と訊くと︑答

逆に相手がのぞまないことをする必要が

ときには︑互いがのぞんでも我慢したり︑
でしょう︒

あるのだと思います︒

﹁寝
近所の子供が﹁犬と遊びたい﹂と訪れまし 嬉しいことに子供は犬が熟睡すると︑

友達にな• りたい

えは予想通り
﹁トイ・プードルのメス︒
今︑
膝の上にいます﹂
でした︒
犬です︒
しかもメスはオスより独占欲が

トイ・プードルはもともと依存心の強い
強く飼主に強い執着を持つ傾向がありま

と私に笑顔を向けてくれました︒
た︒
そこで追いかけっこなどを一緒にした たね﹂
ところ︑子供と犬はずいぶん仲良しにな 可愛すぎて 困
…る︑と思う飼主や親の気

のトイ・プードルは来客に嫉妬して﹁邪

どうりで飼主への執着が増すわけです︒
こ

だけ側にいるようにしています﹂
と︒

端に犬は目を開き子供をジーッと見つめ

めました︒
すると子供は側に座り込み︑犬 ても すべきことを する 飼 主 や 親 を 見 る
むしょうに応援したくなるのです︒
の頭を撫でたり顔をのぞき込みます︒
途 と︑

持ちは︑本当によくわかります︒
だからで
りました︒
しばらく遊ぶと犬が伏せてウトウトし始 しょうか︑私は︑きちんと叱る・嫌がられ

ろ︑しばらくして
﹁だいぶ良くなった﹂
と報

力になれず申し訳ないと思っていたとこ

はないので何とも言えません︒

が相談にみえました︒
しかし︑私は獣医で

•
﹁愛犬の下痢が続いている﹂と︑近所の方

撫でられたり︑ちょっかいかけられるのは

のはわかるよ︒
でも︑眠たいのにしつこく

キョトンとしましたが︑
﹁可愛くて撫でる

子 供は何 故 そう 言われたのか 分 か らず

なさい︒
﹂
と云いました︒

しばらく見て︑私はとうとう
﹁犬から離れ
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可愛いすぎて

▲
他の犬に会ったら
礼儀正しく
挨拶します。

す︒
飼い方を問うと︑
﹁可愛すぎて︑できる

魔だ︑
帰れ！﹂
と文句を言っていたのです︒

告がありました︒
なんでも︑猫を飼ってい

自分も嫌でしょう？﹂と問うと︑ハッと気

ます︒
子供が止めると犬も目を閉じ︑子供

る近所の方や犬を飼っている親戚から﹁お

づいた様子で手を引きました︒
するとす

が撫でると犬もまた目を開けるのです︒

腹を撫ですぎると下痢をしやすくなる﹂

ぐに犬も目を閉じて寝始めたのです︒

スリーピーズハウス 土生亜紀子

▲猫ちゃんがそばに
居たって
追いかけませんよ。
◀入院や災害時に備えて
ハウスで休む練習も
しなくっちゃね。

みんなの赤ちゃん

と教わり︑控えたところ︑徐々に回復して

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！

No.15

犬と人のための飼い方教室

Photo Garally

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

/

歳♀♂）

/

歳♀♂）

/

歳♀♂）

将来的に

連絡

電話

-

-

携帯

-

猫（種

/

歳♀♂）

/

歳♀♂）

歳♀♂）

猫（種

mail

-

@

※発足時期について：スムースな運営環境（会員数の充実・運営システム・運営スタッフ等）が構築された時点（2018 年４月目標）。
（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。）

F A X 092-751-3779（申込書にご記入のうえ、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）

mail nagasawa@gariya.com
（例

①田中和子

②55 歳

③〒810-0004 福岡市…

④Ａ会員

⑤中型犬

シバ犬

５歳

♀

⑥…のように番号順に記入してメール送信してください）

〒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 （申込書にご記入のうえ、点線を切り取り郵送してください）
百歳以上の人口がついに三万人を越
私たちがこれから作ろうとしてい

八十代であろうと九十代であろう

る〝犬猫人互助会︵仮名︶
〟とは︑

ところで〝飼い主年齢〟のほうはど

と体力が続くかぎり︵ 犬
※猫ライ
フは健康寿命を伸ばします︶犬猫

そんな方々をサポートするための

うでしょう？

たちと暮らしていただこうという

えました︒また女性が十人いれば三

六十代に突入するあたりから︑

会員組織です︒

﹁私が先に逝ってしまったら︑このこ

ものです︒

割以上が六十五歳以上とのこと︒

たちはいったい？﹂

仕組みは簡単です︒

とおっしゃる方もおられます︒

心
…配になってきます︒
﹁心配で夜も眠れない﹂

飼うことが困難︵健康上の困難︶

になれば︑会員の中の誰かが引き

その誰かが困難︵健康上の困難︶

受けます︒

になればまた︑会員の中の誰かが

今やニャンコもワンコ︵小型犬︶も

心配になるのは︑あたりまえです︒

引き受けます︒

二十年は期待できる時代ですから︑

それで︑

会員とはもちろん犬猫人互助会の

会員としてきちんと登録管理され

﹁このこが最後︑もう飼いません﹂

ますから︑イザという時の不安が

会員さん︒

いずれにしても︑リタイアの理由は

無いのです︒

〝飼主をリタイア〟となるわけです︒

〝責任感〟ですから︑飼い主さんと

14

犬猫人互助会について

郵送

してはまちがいなく上級者です︒

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

大型犬（種
預かりたい
中型犬（種
犬 or 猫の希望
小型犬（種

/

当会は中高年層にターゲットをあ

博多区吉塚 3-8-52

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

さて︑そんな上級飼主さんたちが

博多区吉塚 8-1-9
お問合せ・お申込み

/

ててはいますが︑若い方を排除す
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動 愛 園 博多斎場

歳♀♂）

るものではありません︒

※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。

動 愛 園 糸島斎場

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

/

〝責任感〟を理由に飼を主リタイア

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

納骨をご希望される場合は
近隣の明光寺です。やはり
心癒されるお寺です。

待ち時間はソファ（左写
真）で過ごします。
思い出
話に笑顔が出れば、きっと
ペットも喜びますよ。
ハイ
センスな集骨室（右写真）
の明るさにも救われます。

大型犬（種
預ける可能性ある
中型犬（種
犬 or 猫の特徴
※年齢は 2017 年現在 小型犬（種

お一人でも多くのご入会を︑お待

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

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。
）

将来的に

し︑淋しく味気ない暮らしを送られ

入り口前
（左写真）
は、車３台が駐車
できる駐車スペース。ペットを車に
乗せたままダイレクトに施設内に入
ることができます。
ディスプレイの愛
らしさや気遣い溢れる空気感に、痛
む心も癒される思いがします…。

④ご希望は Ａ会員 orＢ会員？ Ａ会員

ちいたします︒

車に乗せた
ままご入場
ください

動愛園 博多斎場はこんな斎場です

③ご住所

歳

-

ているとしたら ︒
…

動物霊園です

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学術研究の為の実験動物達の火葬、
供養も行っています。

②年齢

〒

逆に︑高齢だとか独居だとかを理由

動愛園は

動物大好きな
ＮＰＯ法人が
運営する

①お名前

に︑不安の中で犬猫たちと過ごして

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

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。

伝助ちゃん
（♂）
だよ

おられるとしたら ︒
…
まったくもって︑理不尽です︒

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。

お墓参りには
海沿いを
ドライブ

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

あなたも会員になりませんか？！
犬猫人互助会 入会申込み用紙

⑤Ｂ会員

皆様のおかげで命をつないできました。
これからも、
どうか、なにとぞ、
くれぐれも、
ご支援をよろしく、お願いいたします。

……………………………………………………………………………………………………………………………………

夢ちゃんは︑腎臓を患っ

てからこのかた︑トレー

ドマークの〝ぬいぐるみ

のような可愛らしさ〟は

なくなりました︒

【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

でもこの頃︑体調がだい

小梅 (♀) だよ

ぶ戻ってきたんですよ︒

シェルターの運営には、借地代・環境整備費・フード代など色々かかってお
りまして、最近は特に医療費が嵩んでおりまして…

食欲も出て︑こうして犬

ワンコたちにご寄付をお願いいたします

舎の外で︑しっかり歩く

フード＆グッズ：フルタケカズミ様 タモトキョウコ様

姿を見せてくれることが

ヨシキカヨコ様 ………5,000 円
スギレイコ様 …………5,000 円
マチナガヤチヨ様 ……3,000 円
レオ様………………… 1,000 円
アラキマリコスミコ様 3,000 円
カワウチタツコ様……10,000 円
ヒラハシヨシノリ様… 2,000 円
ナカニシトモコ様 ……2,000 円
イコール様………… 20,000 円
オザキルミ様………… 2,000 円
トクメイキボウ………2 ,000 円

多くなりました︒

ヨシキカヨコ様 ………5,000 円
ナカニシトモコ様 ……3,000 円
ピースケ様 …………20,000 円
レオ様 ………………… 1,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
マチナガヤチヨ様 …… 3,000 円
グルメビップノフウニャン様
……2,000 円
ヒラハラヨシノリ様 … 3,000 円
イコール様 ………… 20,000 円
ユメダアツコ様 ………3,000 円

夢ちゃんステキ！

ヨシキカヨコ様……… 5,000 円
マチナガヤチヨ様 ……3,000 円
ワンポイント様 ………5,000 円
ピースケ様 ………… 20,000 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
………2,500 円
イコール様 …………20,000 円
オザキルミ様 …………2,000 円
トクメイキボウ……… 3,000 円

高齢者も、独居者も、安心して犬や猫たちと暮らしていけますように…と
こんな会を作ろうとしています。
入会金：無料
年会費：無料

⑤Ａ会員

夢ちゃん︵♀︶です。

尊いご寄付をありがとうございました！

……………………………………………………………………………………………………………きりとり

この支援のいきさつは？

たくさんの犬を保護していた

Ａ Ｑ
方が急逝され︑犬たちが遺棄

に近い状況︵当時は百匹程︶に置か

れたことから︑ガリヤ読者の皆様に

ご支援をお願いし︑はや十五年目を

迎えます︒老齢犬ばかりになりまし

たが︑夢ちゃん︵写真右下︶のよう

に皆んな︑生きることに真面目です︒

どんな場所ですか？

文明からは見放されています

が︑自然にはとても恵まれて

います︒イノシシ︑蛇︑鳥︑虫など︑

様々な命に囲まれていたり︑水道の

代わりに山水が流れていたり ︒
…

Ａ Ｑ

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

/

歳♀♂）

/

歳♀♂）

/

歳♀♂）

将来的に

連絡

電話

-

-

携帯

-

猫（種

/

歳♀♂）

/

歳♀♂）

歳♀♂）

猫（種

mail

-

@

※発足時期について：スムースな運営環境（会員数の充実・運営システム・運営スタッフ等）が構築された時点（2018 年４月目標）。
（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。）

F A X 092-751-3779（申込書にご記入のうえ、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）

mail nagasawa@gariya.com
（例

①田中和子

②55 歳

③〒810-0004 福岡市…

④Ａ会員

⑤中型犬

シバ犬

５歳

♀

⑥…のように番号順に記入してメール送信してください）

〒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 （申込書にご記入のうえ、点線を切り取り郵送してください）
百歳以上の人口がついに三万人を越
私たちがこれから作ろうとしてい

八十代であろうと九十代であろう

る〝犬猫人互助会︵仮名︶
〟とは︑

ところで〝飼い主年齢〟のほうはど

と体力が続くかぎり︵ 犬
※猫ライ
フは健康寿命を伸ばします︶犬猫

そんな方々をサポートするための

うでしょう？

たちと暮らしていただこうという

えました︒また女性が十人いれば三

六十代に突入するあたりから︑

会員組織です︒

﹁私が先に逝ってしまったら︑このこ

ものです︒

割以上が六十五歳以上とのこと︒

たちはいったい？﹂

仕組みは簡単です︒

とおっしゃる方もおられます︒

心
…配になってきます︒
﹁心配で夜も眠れない﹂

飼うことが困難︵健康上の困難︶

になれば︑会員の中の誰かが引き

その誰かが困難︵健康上の困難︶

受けます︒

になればまた︑会員の中の誰かが

今やニャンコもワンコ︵小型犬︶も

心配になるのは︑あたりまえです︒

引き受けます︒

二十年は期待できる時代ですから︑

それで︑

会員とはもちろん犬猫人互助会の

会員としてきちんと登録管理され

﹁このこが最後︑もう飼いません﹂

ますから︑イザという時の不安が

会員さん︒

いずれにしても︑リタイアの理由は

無いのです︒

〝飼主をリタイア〟となるわけです︒

〝責任感〟ですから︑飼い主さんと
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犬猫人互助会について

郵送

してはまちがいなく上級者です︒

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

大型犬（種
預かりたい
中型犬（種
犬 or 猫の希望
小型犬（種

/

当会は中高年層にターゲットをあ

博多区吉塚 3-8-52

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

さて︑そんな上級飼主さんたちが

博多区吉塚 8-1-9
お問合せ・お申込み

/

ててはいますが︑若い方を排除す
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動 愛 園 博多斎場

歳♀♂）

るものではありません︒

※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。

動 愛 園 糸島斎場

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

/

〝責任感〟を理由に飼を主リタイア

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

納骨をご希望される場合は
近隣の明光寺です。やはり
心癒されるお寺です。

待ち時間はソファ（左写
真）で過ごします。
思い出
話に笑顔が出れば、きっと
ペットも喜びますよ。
ハイ
センスな集骨室（右写真）
の明るさにも救われます。

大型犬（種
預ける可能性ある
中型犬（種
犬 or 猫の特徴
※年齢は 2017 年現在 小型犬（種

お一人でも多くのご入会を︑お待

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

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。
）

将来的に

し︑淋しく味気ない暮らしを送られ

入り口前
（左写真）
は、車３台が駐車
できる駐車スペース。ペットを車に
乗せたままダイレクトに施設内に入
ることができます。
ディスプレイの愛
らしさや気遣い溢れる空気感に、痛
む心も癒される思いがします…。

④ご希望は Ａ会員 orＢ会員？ Ａ会員

ちいたします︒

車に乗せた
ままご入場
ください

動愛園 博多斎場はこんな斎場です

③ご住所

歳

-

ているとしたら ︒
…

動物霊園です

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学術研究の為の実験動物達の火葬、
供養も行っています。

②年齢

〒

逆に︑高齢だとか独居だとかを理由

動愛園は

動物大好きな
ＮＰＯ法人が
運営する

①お名前

に︑不安の中で犬猫たちと過ごして

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

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。

伝助ちゃん
（♂）
だよ

おられるとしたら ︒
…
まったくもって︑理不尽です︒

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。

お墓参りには
海沿いを
ドライブ

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

あなたも会員になりませんか？！
犬猫人互助会 入会申込み用紙

⑤Ｂ会員

皆様のおかげで命をつないできました。
これからも、
どうか、なにとぞ、
くれぐれも、
ご支援をよろしく、お願いいたします。

……………………………………………………………………………………………………………………………………

夢ちゃんは︑腎臓を患っ

てからこのかた︑トレー

ドマークの〝ぬいぐるみ

のような可愛らしさ〟は

なくなりました︒

【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

でもこの頃︑体調がだい

小梅 (♀) だよ

ぶ戻ってきたんですよ︒

シェルターの運営には、借地代・環境整備費・フード代など色々かかってお
りまして、最近は特に医療費が嵩んでおりまして…

食欲も出て︑こうして犬

ワンコたちにご寄付をお願いいたします

舎の外で︑しっかり歩く

フード＆グッズ：フルタケカズミ様 タモトキョウコ様

姿を見せてくれることが

ヨシキカヨコ様 ………5,000 円
スギレイコ様 …………5,000 円
マチナガヤチヨ様 ……3,000 円
レオ様………………… 1,000 円
アラキマリコスミコ様 3,000 円
カワウチタツコ様……10,000 円
ヒラハシヨシノリ様… 2,000 円
ナカニシトモコ様 ……2,000 円
イコール様………… 20,000 円
オザキルミ様………… 2,000 円
トクメイキボウ………2 ,000 円

多くなりました︒

ヨシキカヨコ様 ………5,000 円
ナカニシトモコ様 ……3,000 円
ピースケ様 …………20,000 円
レオ様 ………………… 1,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
マチナガヤチヨ様 …… 3,000 円
グルメビップノフウニャン様
……2,000 円
ヒラハラヨシノリ様 … 3,000 円
イコール様 ………… 20,000 円
ユメダアツコ様 ………3,000 円

夢ちゃんステキ！

ヨシキカヨコ様……… 5,000 円
マチナガヤチヨ様 ……3,000 円
ワンポイント様 ………5,000 円
ピースケ様 ………… 20,000 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
………2,500 円
イコール様 …………20,000 円
オザキルミ様 …………2,000 円
トクメイキボウ……… 3,000 円

高齢者も、独居者も、安心して犬や猫たちと暮らしていけますように…と
こんな会を作ろうとしています。
入会金：無料
年会費：無料

⑤Ａ会員

夢ちゃん︵♀︶です。

尊いご寄付をありがとうございました！

……………………………………………………………………………………………………………きりとり

この支援のいきさつは？

たくさんの犬を保護していた

Ａ Ｑ
方が急逝され︑犬たちが遺棄

に近い状況︵当時は百匹程︶に置か

れたことから︑ガリヤ読者の皆様に

ご支援をお願いし︑はや十五年目を

迎えます︒老齢犬ばかりになりまし

たが︑夢ちゃん︵写真右下︶のよう

に皆んな︑生きることに真面目です︒

どんな場所ですか？

文明からは見放されています

が︑自然にはとても恵まれて

います︒イノシシ︑蛇︑鳥︑虫など︑

様々な命に囲まれていたり︑水道の

代わりに山水が流れていたり ︒
…

Ａ Ｑ

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談

民法改正で
敷金はどうなりますか？

その 十 五︵ 通 著 八 十 四 ︶

回復 義務 を負 う ﹀性質の特約がなされ

る可能性は残されており︑この場合その

有効性は判例やガイドラインに委ねられ
るでしょう︒

︿ 入居時に 交付したお金は賃借
もし︑

人の金銭債務を担保しない﹀という規定

が契約書にあったら︑その無効を否定で

意過失による損耗﹀の判断の違い︑で揉

︿ 通常損耗と故
そして︑相変わらず︑

きるのでしょうか？

ガイドライン﹀等に委ねられてきたので

どなたも気軽にご参加ください！

通省の︿ 原状 回復を めぐるトラブルと
すが ︑今回の民法改正で やっと︿敷金﹀

めそうです︒

そんなわけで︑賃借人としては︑

◎入居時 にしっかり 契 約 内容 を確認し

◆先着 30 名 ◆講師 : 司法書士 丸田幸一

◆予約は電話が FAXで / TEL：092-716-8658 FAX：092-731-7285

や︿原状回復の﹀規定が新設されたわけ
です︒
これま で争点と なっ ていた 主 なポイ

部屋の写真を撮っておく︒
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◎特 約 等 の 契 約 内 容の有効性に疑問を

た近江聖人、
中江藤樹をご紹介致します。

︿通常損耗と故意過失
ントを挙げると ︑

「どれほど知識があっても、徳がなければ学者で

による損耗の判断基準﹀
︑
︿敷引特約等の

持つ︒

など︑情報力・交渉力を養っておきま

各種特約の有効性﹀
︑
︿賃借人の原状回復
の義務の有無﹀
︑
︿礼金・権利金・保証金

しょう︒

﹁それってリフォーム費用ですよね ︒そ

の性質﹀などなどです︒

れは大家さん負担です﹂

と言うケースもたまにあります︵笑︶

19:00〜21:00 はない。知識があるだけではただの人だ」
と言っ

﹁丸田さん︑今年の通常国会での
民法︵債権法︶の大改正で﹃敷金﹄
や﹃原状回復﹄の規定が新設さ
れたそうですけど︑どんな内容
なんですか？﹂

﹁そうなんです︒その施行は３年
後になりますが︑それ以前の裁
判にも多少影響が出るかもしれ
ないですね﹂

というわけで︑早速ご紹介致しましょ
︿原状回復の新
さて︑今回の︿ 敷金 ﹀

最後に︑賃借人は契約内容を守って

設規定﹀を少しご紹介します︒

う ︒皆さんも︿ 敷金 ﹀と言えば揉めると

丁寧にお部屋を使わせていただくよう

いうイメージがあ るのではないでしょ

変色等︶の修繕費用は︑賃貸人負担︒

に心がけましょう︒契約違反のペット

◎通常損耗や経年変化 ︵ 畳 やクロスの

を担保する目的で交付する金 銭 は ︑

◎賃借人が賃貸人に対してその金銭債務

同居はダメですよ︵笑︶

うか？
明治 ２９ 年︵ １８９６年 ︶に定めら

その名目 にかか わらず 全て 敷金 とし
て扱う︒

れた 現行民 法 のほとんど が ︑今日ま で

１２１年間使われているのですが︑この

要するに敷金等はその名目を問わず︿預
けているお金﹀であるということです︒
以上のような内容ですが ︑３年後の施

第

そん

か

ほう

賃貸借契約書を読む

売買契約書・媒介契約書を読む

ＩＮアクロス福岡 (605 会議室）

じゅく

法科村塾

◆毎月第３金曜日開催

︿ 敷金 ﹀規定もさすがに１２１年前には

定められていませんでした︒

行後も︿敷金問題﹀はなかなか完全解決

その後の社会の住宅事情等の変化で︑
︿ 敷金 ﹀というものができ︑そして︿原

とはいかない予感がします︒
︿通常損耗や経年変化も賃借人 が原状

状回復 ﹀費用 の精算 などで 揉めるよう
その解決には︑専ら裁 判 例 や 国 土交

になってきたのです︒

寒くなるなあ…
ぬくぬく
暮らそ。

丸田幸一ブログ

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

司法書士には建物賃貸借契約関連のご相談も多
いですね。私たち消費者も、情報力・交渉力を身
に付けましょう。
歴史タイム
天皇陛下の執刀医・天野篤医師をご紹介致しま
金曜日 す。その著書・
「熱く生きる」
には、
プロフェッショナ
19:00〜21:00 ルとしての熱い言葉が溢れています。この一冊で
人生が変わるのではないでしょうか。

〈不
第102回
動産売買の代金決済及び登記書類授受の立ち合
101回 私たち司法書士のメイン業務ともいえるのが
い〉
です。
そこで、
売買契約書・媒介契約書につい
11月17日 てチェックポイントをご紹介致します。
12月15日
歴史タイム

金曜日

金
敷

田舎暮らしの話
︿その拾肆﹀

捕獲していただいた貴重なものである︒

●松瀬 てつ代

﹁スズメバチやスムシは天敵だから時々︑

平 戸 の片 隅 で

自宅の庭で飼っていた二ホンミツバチが

チェックした方がいいよ﹂

紙も巣箱に固定した︒
周りの雑草も取り︑

スズメバチ退治のためにネズミ捕りの

巣箱の近くで見張りを続けた︒

ある日︑忽然と消えた︒
九月に入ったばか
こったのか︒
私の蜂は︑養蜂している友達夫婦から

冷静に考えてみると︑私はこれほどミツ
バチが好きだったのかしら︑
と思う︒

て生涯を終える︒

寿命はわずか数カ月︒
働き過ぎて一か月

そんなミツバチさんに︑彼らの食料とな

くらいで死んでしまうこともあるそうだ︒

たが︑学芸会でミツバチになったことがあ

るハチミツをおすそ分けしてもらおうと

小学生のころ︑どんな内容だったか忘れ

る︒
女王蜂になりたかったので︑その他大

思っていたので︑すべてをいただけるなん

業である︒

茶こしとガーゼを使ってろ過した︒
家内

００㌫のマツセ産ハチミツである︒

わが家の庭で採れた正真正銘︑純度１

てラッキーというしかない︒

勢の働き蜂の役は好きではなかった︒

舞台の上をぶんぶんぶんと走り回るだ
けで︑
ちっともうれしくなかった︒

そもそも︑私のミツバチ飼育は素人でも

居ながらにしてハチミツを採取できると

私 の 周 り では 二 ホ ンミツバチを 飼 う

背中はがちがち︒
でも︑
文句は言うまい︒

業は身に応える︒
目はしょぼしょぼ︑肩や

で︑ぽとっ︑ぽとっ︑気の遠くなるような作

いう喜びを味わえるからだ︒

人 が 増 え ている︒セ イ ヨ ウ ミ ツ バ チ と

不 純 物 を 取 り 除 き 蜜 が 透 明になるま

違って移動させなくても養蜂できるのは
魅力である︒

ミツバチの置土産である︒
大切に扱わな

ければバチが当たる︒
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クモの巣も払った︒
友達のアドバイス通りに全てやったつも
りだ︒

いよく巣を飛び立つと︑花蜜や花粉を運

ミツバチは日が昇り始めたころから勢
んで戻って来る︒

﹁どうしたんだろうね﹂
巣箱を作ってくれた別の友人は首をかし

それが夕方になると一変する︒
一日のノ

しいくらいだ︒

目まぐるしく動くので目で追うのが難

げる︒
そして︑巣箱の底を刷毛で掃いてく
れながら︑
﹁うちも山の近くに置いていたのはスムシ
ムシが侵入した形跡もないし︑スズメバチ

ルマを達成したとでもいうように︑団子状

からやられたよ︒
でも︑マツセさんのはス
でもなさそうだし︒
こりや逃げられたね﹂

になり入り口付近で眠りにつく︒

働き蜂は生まれながらにして働き蜂とし

ミツバチ社会はカースト制度そのもの︒

微動だにしなかった︒

台からずり落ちそうになるが︑蜂たちは

その塊があまりにも大きいものだから

と︑
言われて︑
と︑
ため息をついた︒

﹁ああ︑
しようがないね﹂

諦めるしかないが︑空っぽになった巣
箱が気になる

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

りの事で一体︑ミツバチの集団に何が起

▲自宅庭のハチミツを採取してもらっているところです。

◎一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ⑮ ︼
まで意見を求める︒

これにより︑全国二百三十二の大名か

ら打ち払い論︑避戦論︑条件的交易論︑

アに頼んで︑追い払ってもらえば良いと

する︒

﹁これすなわち異国をもって︑異国を

と︑訴えるのだ︒

開国論などの意見が幕府に寄せられた︒ 制し︑皇国︵日本︶の兵を損せず上策﹂

この諮問は︑国政を活性化させる︒

ところ が︑ペリーは聞 き入 れよ う と

ゆく︒もはや外様だ︑譜代だと言ってい

れが﹁公議与論﹂という考えに発展して

め︑再び江戸湾に来航する︒

約束どおりペリーは国書の返事を得るた

福岡幕末維新散歩

幕 府 が 諸 大 名 と 連 携 し︑挙 国一致で

しない︒そして六月九日︑久里浜︵現在

年が明けた︒安政元年
︵一八五四︶
一月︑

ア メ リ カ 海 軍 の 東 イン ド 艦 隊 司 令 官

る場合ではない︒

国難に当たらねばとの意識が高まり︑そ
マシュー・Ｃ・ペリ ー は 嘉 永 六 年︵一八

の神奈川県横須賀市︶に上陸し︑アメリ

日 本 が 保 護 す ること な ど を 決 め た もの

を購入出来ること︑アメリカの漂流民を

が下田・箱館︵函館︶で水や食料︑燃料

た だしこの条 約は︑今 後アメリカ 船

条約﹂が締結される︒

回の交渉ののち︑三月三日︑
﹁日米和親

艦 隊は七 隻に 増 えていた︒そして 数

五三︶六月三日︑アメリカ合衆国の黒船
四隻を率い︑江戸湾の浦賀沖にやって来

黒田長薄とペリー来航

応接の場所である長崎に回航するよう︑

ながひろ

こ の 時︑福 岡 藩 主 黒 田 長 溥 も︑建 白

将来の方針を﹁開国﹂とした大名は︑長

この一冊で
あなたも
福岡ツウ！

開きにしたに過ぎないのだ︒

ペリーは日本の﹁扉﹂を︑せいぜい半

ていない︒

書を幕府に呈出し︑開国論を説いている︒ で︑かんじんの自由貿易については触れ

約束したので︑六月十二日︑ペリーは一

溥を含め八名しかいなかった︒その開国

交 渉のすえ︑幕 府は翌年回 答 すると

カ大統領の親書を幕府側に渡した︒

旦日本から去る︒西洋列強の外圧が東ア

派の中には︑長溥の実家である薩摩藩主

長 溥は日頃から︑西 洋 文明に理解 を

島津家の当主島津斉彬もいた︒

なりあきら

ジアに迫り︑日本でも危機感は日増しに

﹁ペリー来航﹂により︑永年にわたっ

備を担当していたから︑他の大名よりは

示す開明派だ︒それに福岡藩は長崎の警

募っていた︒

る︒それまで﹁国政﹂に参加出来たのは︑

世界の情勢に通じていた︒

て続いた幕藩体制に︑大きな変化が生じ
原則として徳川家と古くから繋がりのあ

建白書の中で長溥は︑アメリカ・ロシ

アとの貿易は許可しても良いと言う︒そ

る譜代大名だった︒

の二国は︑異国の中でも特に信義のある

だが︑裏表のあるイギリス・フランス

ち なみに 福 岡 藩 黒田 家 は 外 様 大 名 だ

とは交易してはならないと注意︒もし︑

から︑五十二万石の大所帯ながら二百年
かった︒ところが老中首座の阿部正弘は

イギリス・フランスが武力で日本を威圧

国だからだ︒
ペリーが一旦日本から去った後︑アメリ

以上にわたり︑国政に参加することはな

カ大統領の親書を公開し︑御三家や親藩︑

して来るなら︑その時はアメリカ・ロシ

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。

一坂 太郎（いちさか

たろう）

KKベストセラーズ
815円+税

福岡
地名の謎と
歴史を訪ねて
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(6)

それに全大名の半数を占める外様大名に

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！

た︒幕府は日本の国法で決められた外国
再三指示する︒

ペリー率いる黒船艦隊の来航

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。

〈10 月下旬〜1 月上旬〉
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】10 月 20 日 11 月 18 日 12 月 18 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】

11 月 14 日 12 月13 日 1 月 12 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。

10 月 22 日 11 月20 日 12 月 20 日

【月暦の利用法】
図が示すのは、
10月末から約２ヶ月約半に渡る
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】

11 月 11 日 12 月 10 日 1 月 9 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】

11 月 6 日 12 月5 日 1 月 4 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。

ポケットの中に硬貨を入れて、
ひっくり返すと幸運が！

上弦の月
【和】

10 月 28 日 11 月27 日 12 月 26 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】

11 月 1 日 11 月30 日 12 月 30 日

気分に動かされやすくなります。
発言や行動は慎重に。

満月
【感謝】

11 月 4 日 12 月4 日 1 月 2 日

誕生日数字の秘密

選ぶべき途は
貴方の魂が
知っています

闇におおわれる

魂に問いかけて

選ぶべき途を

差し出してみせる

占い術です︒

め

生年月日の数字を一桁まで足していくと
１〜９になります︒
以下は︑
その数字から簡易的に性格が読
み取れる占いですが︑
お暇な時にでも︑
お遊び程度にお試しください︒

１

ならアイデアマン
正直者ですが他人の意見を
受け入れません︒
アイデアに
富みますが チ
…ョット上から
目線
︵？︶

２

なら 平和主義
自分より他人を優先︒
独りを
嫌い︑
友情を大切にします︒

３

なら のんき屋さん
社交的で人気者になりやす
く︑
空想家でもあります︒

もん

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

1980年12月25日生まれの方の場合
1＋9＋8＋0＋1＋2＋2＋5＝28 2＋8＝10 1＋0＝1
or 1980＋12＋25＝2017 2＋0＋1＋7＝10 1＋0＝1

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︒

占いの館 バヤール

４

ネ,不思議でしょ
どっちの計算法でも
同じ数になるって！

なら 保守派
伝統や秩序を楽しみますが︑
頑固なところも︒
柔軟性を
学ぶと良いですね︒
自然大好
きなアウトドア派です︒

５

なら 探究者
新し物好きなのですが︑
他人
と協力するのが苦手です︒

６

なら ロマンティスト
世話好きで︑
家族を大切に
します︒

７

なら インテリ
論理的に答えを導きます︒
秘密を守れる人です︒

８

なら 大物
問題を解決する能力が高く︑
仕事にプラ
イドを持っています ︒権力に捉われやす
いところも︒

櫻庵 幸縁

なら パフォーマー
寛大で思いやりがあり ︑
他人を楽しませ
ることが好きです︒

９

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26p参照。

お月さま、
ありがとうございます…と、
心からの感謝を！

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

その

さっぱりとしてどんな丼にも合いま

ん混ぜてください︒

ので︑ご飯に刻んだみょうがをたくさ

たり重めのパンチが効いたものが多い

の上の具材は甘辛だったり揚げ物だっ

イヤなことをサッパリ忘れさせてくれるみょうがパワー

あと30〜40年もすれば⁝いやい
や今ですよね︒

忘れられない忘れたい記憶は誰にで

すよ︒

諸説あるみょうがと物忘れの関係で

すが︑そうありたいと願うと叶うもの

です︒

せめて〝みょうがを食べると嫌なこ

20

とは忘れるものだ〟と唱えている瞬間

は嫌なことは浮かばないですしね︒

ブログ／http://cozuee.sblo.jp

もありますが︑わたくしならどうして

いるか鑑みると︑それもまた良しなん

うか︒

食材に頼ってみてみてはいかがでしょ

たくさん食べると物忘れが激しくな

る と 言 わ れ て い る﹁み ょ う が﹂で す︒

年中売っていますが︑ちょうど今くら
いに秋みょうが出ています︒

みょうが混ぜごはんの
丼を食べれば
イヤなこともサッパリ！

おすすめの食べ方は丼ものです︒丼

・調理師
・スパイス研究家
・農林水産省 食のオフィシェ

Cozue︼

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？

︻Essay

●● 募集します●●

二歳違いの兄とのことで
てプラス変換して︑次の思考へ移るよ
ご相談で す︒現在の兄と
うにしています︒
の関係は悪くありません︒たま
にしか顔を合さないのでそのと
嫌な思い出はふっと過ぎるものです
きはなんとも思わないのです︒
から流して︑再び現れたらまた流すこ
しかし︑幼い頃に受けた理不尽
︵全て上手くいく
とを心がけています︒
な言いがかり︑腕力で負かされ
︶
わけではないですが︒
たこと︑言いくるめられてお小
遣いを巻き上げられたりした記
秋みょうがに
憶 が 離 れ ま せ ん︒
頼ってみては？
許すとか許さない
ではなくて忘れた
人はひとのやり方で︑真似して上手
いです︒
くいかずに落ち込むのもなんなので︑
︵30代男性︶

忘れたい記憶は
誰にでも
ありますが …
あの時⁝あのヤ
ロ ー！と︑今 更
持ち出しても仕方ない
と わ か っ て い て も︑心
が納得していないので
すね︒

Cozue

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︒

＝

美味しくて
気分もサッパリ！
サンマの蒲焼き丼
味付け済みなので手軽に丼
やお弁当に活用できます。

お悩み解決！
伝言レシピ

＋

今年はさんまが不漁だった
そうですね。特に九州で獲れ
るわけではないので、生さん
まはお店にあまり見かけませ
んでした。
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でも缶詰のさんまの蒲焼は
安定しています。備蓄してお
くと便利ですよ。

by

＋

丼ではそのまま
（みょうがまぜ）ご
はんにのせて大葉
やえごまの葉を
たっぷりのせたり、
卵 で と じ た り、ア
レンジするのがお
すすめです。

︻杉 林 せいこのコラム ︼その
中には︑やっていることがあまりにも早
いスピードで結果が表れ始め︑ドギマギな
さっている方もおられるのですよ︒

もちろん︑必要があれば思ったように動

きを感じています︒
いています︒

情報過多の今︑世の中にはこのようなこ

やりたいことは︑ただただ︑ただの繰り

ような気がします︒

とを知っている方は数多くいるようですが︑

Ａさんは︑今まで仕事が忙しくて︑
﹁思う

例えば︑ある女性Ａさん︵４０代︶と女

ようにやりたいことが出来ない﹂
︑と愚痴っ

性Ｂさ ん︵５ ０ 代︶の 夢 実 現 ノ ー ト の 活 用

最近︑身近な方で︑やりたいことが実現

返し！

者流の視点に基づき︑現状のあなた自身と

︿著 書﹀

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︶

●紀伊國屋書店 博多店

︿取扱い書店﹀

●丸善
︵株︶博多店

●TSUTAYA 中洲ゲイツ店

●福岡金文堂 本店
︵新天町︶

●クエスト 薬院店

メール or 電話にてお申込ください！

実践して答えを出している方はまだ少ない

可能になってきている方が増えてきていま

ていましたが︑彼女は時間が出来ることを

想像し↓書き 描
( き︶↓声に出し︵ヒトや

無論その途上︑モノゴトの達成には障害

自らに語りかけ︶
↓動く 実
( 践︶

脈︶に敏感になることも︑とても重要なこ

を乗り越えること︑ヒト様との巡り合い 人
(
とはいうまでもないことですよね︒

向き合うところから︑善循環へのポイント

福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)

〈女性限定〉

ガリヤ愛読者の皆様へ!

あまりにも早い結果にドギマギ …

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。

体験です︒

す︒それもやり方次第で更にスピードアッ

希望的に想像し︑
﹃やりたいことが既に出来
トに書いていました︒

ている﹄自分の近未来のことを夢実現ノー

プしてきている様子が伺えます︒
それは︑想いの中でそれを明確にするた

その時間をプライベイトタイムに使えるよ

す る と︑徐 々 に 残 業 時 間 が 減 っ て き て︑

いたり声に出して読んだり︑話したい内容

うになっている自分になり︑驚いています︒

めに︑やりたいこと︑実現したいことを書
は友人に話すなど︒つまり︑実現したいこ

それまでは︑彼女たちも﹁やりたいな〜！

を見出していきます︒
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とをビジュアル化し︑音声にし︑自らの︻脳︼

実にシンプルな﹃夢実現ノート﹄実践法ご

それでも︑
基本は単純な繰り返し︒今回は︑

との出会いをしたいのですが︑思うように

紹介でした︒

Ｂさんは︑自分のやりたいことの為に人
出会えません︒彼女は出会いたい人につい

の中にドンドン入れていくのです︒

て夢実現ノートに具体的な望みの出会いの
★ガリヤ愛読者の皆様へ★

*************************************

そうすると︑内在する自分は思いっきり

きた情報をもとに行きたい場所へ出かけた

結果を書きました︒そして︑実際に入って

﹃やれる感！﹄になり︑それに必要な動きが
電話を掛ける︑メールする︑手紙を書く︑

生じてくるのです︒

普段 の何気 ないあ なたの 輝きを アップ さ

のです︒
そこで︑見事に必要な出会いのチャンス

今
…

せ︑善循環を取り戻すための﹃輝きアップ

までにないあなたの欲する動きが出てくる

を得ることが出来ました︒この二人は︑意

必要なヒトに会って話したくなるなど

のですよ︒黙ってはおれないあなたになっ

セミナー﹄を開催致します︒
1Day
外に早く結果が出た方々です︒

本セミナーは﹁湧けばプラス︒プラスで

やってみようかな〜？﹂
﹁でも︑やれるかな

まだまだ︑体験者はいるのです︒

てくるのです︒それが︑楽しかったり嬉し
くなったり ︒
…

ですから︑まずは︻書く︼という作業を

〜？﹂
﹁どうして思うように進まないのかな

あ れ ば 人・物・金 が 寄 っ て 来 る﹂と い う 著

私のワンデイセミナーでは︑夢実現ノー

〜！﹂な ど と︑じ れ っ た い 自 分 が い た よ う

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

■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

ブログも
お楽しみ
ください!

することが大事なのです︒

トを作って頂き︑夢を叶えて頂くために必

で す︒し か し︑た だ シ ン プ ル に﹃書 く！﹄

詳しくは著者ブログにて︒
そうすることによって︑自分の中に望ん

ことをやってみての効果絶大なることに驚

ず︻書く︼ということをやっていただきます︒
でいることが更に明確になってきます︒

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』

所：インド食堂チチル＆シシリ

■場

10/25（水）& 11/12（日）& 12/13（水）17:00〜19:30

2017

45

輝きアップ１Dayセミナー

杉林せい子の

〜書く
︵描く︶
・読む・語る〜

■著者プロフィール■ 杉林せいこ

参加は
お気軽に！

美味しい＆ヘルシーお食事付き
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やりたいことは夢実現ノートから

ちょっと一息・COCOROおしゃれ“Café”

知らなかったあのころ

情熱のもろさなんて

若者と︑映画をつくろうとしていた頃

だった ︒ＮＨＫでそれをプログラミン

きた者として︑５０年間つくってきた

唄い手としてではなく︑唄をつくって

でトランペットを吹いていたふたりで︑

しれない︶︒高校時代のブラスバンド部

児島にいた︵ もう２０年ぐらい前かも

ずねてきた２５歳の若者ふたりが ︑鹿

すか︑それとも狂気ですかと ︑私にた

というフレーズのキョウキは ︑兇器で

この歌詞の中の﹁ ワタシノキョウキ﹂

気づくなんて なおさら

という唄までつくってレコーディング

でミニライヴ ︑さらに﹁坊津はるか﹂

一気に盛り上がって︑その後︑坊津

うことがわかった︒

のオーナーが鹿児島の坊津出身だとい

ぱらってワイワイやっていたら︑そこ

後店の外でバーベキューなんかして酔っ

なものを上映してライヴもやり︑その

を集めてトレイラー︵予告編︶みたい

グできないかという話があり︑関係者

唄を︑いろんな唄い手に唄ってもらう

ひとりは︑イパネマという名前の若者

して︑今年の坊津の岬まつりで唄った︒

鎮めていた私の狂気

頭がボーッとする︒空を見上げると

ということを考えていて︑あっちこっ

向けの飲み屋のオーナーで︑もうひと

ああこれは思春期だと思った︒

立ち眩みする︒考えがまったくまとま

りは大工だった︒

という小さなライ
鹿児島の T-BONE
ブハウスで毎年演っていたこともあり︑

いる彼に︑それでどの唄をレコーディ

ていたころ︑私の唄をたくさん知って

ングしたい︑と私が彼にきいた時に︑

が来るたびに壊れる海の家もどきを構

の企画を進めている︒私の唄づくりの

今︑坊津ロケで映像作品をつくる話

最初に出てきた唄が﹁緑の匂い﹂だった︒

えていて︑そこで２・３日︑海に潜っ

季節は︑思春期から︑何回目かの青春

呼ばれる元漁師のオッチャンが︑台風

枕崎の先にある小さな浜に︑船長と

彼らと毎年︑坊津の海へ行った︒

六角精児とアルバムづくりの話をし

ちに散らばっている譜面を整理しつづ

六角精児が昔から私の唄を聴いてい

ＣＤアルバムのレコーディングをした︒

それと同時に︑新旧の唄い手たちと

けていた︒

このはるかなる感じこそ思春期だっ
たと︑ある朝しみじみ想った︒

てくれたという話をきいて﹁緑の匂い﹂
という唄物語アルバムをつくった︒

て素潜りで魚を突き︑焚火で焼いて飲

期へ入るところだ︒

文中の六角精児﹁緑の匂い﹂

…………………………………

﹁緑の匂い﹂より

帰るところ失くした

解き放った私の狂気

そこで誰か私呼ぶから

沈黙の深さ

み食いしていた︒

その後︑若者ふたりはトランペット

を持ってニューヨークに行き︑２０１

０年︑ラ・ママシアターのミュージカ

ル﹁ラストゴールデンバット﹂のオー

プニングで﹁緑の匂い﹂を吹いた︒

︵ 私にとっては︑音楽監督をしていたキッ

ドブラザースのロックミュージカル
﹁ゴー

島村陽子﹁坊津はるか﹂は

︵１９７０年︶

ルデンバット ﹂以来 ４０年ぶりの公演

下田通信所より

東京の原宿に砦みたいな店を構えて

お求め頂けます︒

通信販売にても︑

とりで

だった︒︶

いる男と会ったのは︑ロンドン帰りの

下田逸郎通信販売

ひさしぶりに自分のＣＤアルバムを
つくろうとしている︒この２・３年は

下田逸郎

いやいや︑どっかなつかしい︒

らない︒来年７０歳になる人間ならば︑

思春期
普通︑これはボケと呼ぶのだろうが︑

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。
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︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼

vol.15

12 月のお勧めライブ
日本の音楽シーンを面白くしてきたアクティブな大人たちと
素敵な Xmas を過ごしませんか？

大切な方とお越し下さい…

Xmas コンサート 2017

和久井光司 マイク眞木 with 小林啓子

’

[ ビートルズはどこから来たのか」

出版記念
福岡ツアー

学園祭

チケット販売情報
第 51 回 霜月祭

11/ 3（金 / 祝 )

【中村学園大学・
中村学園大学短期大学部】

玉城ティナ

スペシャルトークショー

会場：中村学園大学体育館
開場：13:00
開演：14:00
大人気モデルのティナさん。専属
モデルをつとめる雑誌 ViVi、現在
発売中の 11 月号〝美少女ずかん”
も要チェック！

『ビートルズ・マテリアル全４巻』
や浦沢直樹との
つき
評に
『ディランを語ろう』 大好 ツアー
博多 l.2
といった著作でも
o
知られる東京ロック界の v
重鎮が、ロック史の真実に迫る
新刊をひっさげて再び福岡に
やって来る！

（金）
12/1
【１部】

「20 世紀ロック講座・博多編 #２」
「ビートルズとボブディランが
つくった〝ロック” の時代」

【２部】
ライブ

和久井光司 with 博多ストンパーズ

会場：キャバンビート（清川）
tel：092-524-1962
開場：18:30 開演：19:00
前売 3,800 円 当日 4,300
（要１ドリンクオーダー）

デビュー 50 年の節目を超えて今が最高に旬の人マイク眞木と、
30 年のブランクを感じさせない小林啓子との珠玉のジョイン
トコンサートです。サプライズでフラダンスも出てきます。
会場と一体になる音楽を中心に、楽しいトークやアドリブ演奏
で綴る、エンターテインメント満載の構成となっています。

昭和 41 年〈バラが
咲いた〉が大ヒット。
1963 年、モダン・フォーク
カルテットを結成。1966 年、
ソロデビューし〈バラが咲い
た〉が大ヒット。シンプルで
包容力溢れるその歌唱は 50
年以上経った今も多くの人々
の心に咲き続けている。俳優
として TV や映画でも活躍。

円

12/2（土）

ランチタイムトーク＆ライブ

「 阿久悠と昭和歌謡と
私が考え るロック…」

森山良子とともに
フォークの女王と
呼ばれていました

大学在学中、フォークブーム
の中でギターを持って唄い始
めた。人気 TV 番組〈ステー
ジ 101〉で唄われた〈涙を越
えて〉が大ヒット。続いて〈比
叡おろし〉〈恋人中心世界〉
が連続ヒット。永六輔や石井
好子の熱心な勧めで 約 30 年
ぶりに活動を再会。
★チケット発売中！

司会：レディバス

（木）
12/21

（株）プラネットの他
ローソンチケット（ローソン・ミニストップ）
イープラス（ファミリーマート・
セブンイレブン ) 各店

会場：ゲイツセブン（福岡）
tel：092-283-0577
開場：18:30 開演：19:00

会場：さくらの樹（警固） ち も
た
！ 全席自由 5,000 円
tel：092-303-9000 私ッチに
〜す ス
当日券 6,000 円
開場：12:00 開演：12:30 コ 出まディバ
レ
（要１ドリンクオーダー）
全席自由 3,800 円
（美味しいランチ・ドリンク付）

12/22（金）

Xmas ディナーショー
うたげば

フレイバー

会場：宴場 FLAVOR（久留米）
tel：0942-34-1805
開場：18:30 開演：19:00
全席自由 7,500

円

( ディナーと１ドリンク付）

チケットのご予約・お問い合わせ

☎092-720-8770

メールアドレス：pla3@planet-fukuoka.com
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★ローソンチケットにて発売中！
Ｓ席 2,000 円 Ａ席 1,500 円
Ｂ席 1,000 円 Ｌコード：82019
店頭販売：ローソン・ミニストップ
店頭にて

第 57 回 工大祭

11/18（土 )

【九州工業大学工学部】

洲崎綾・小澤亜李
トークショー

会場：九州工業大学工学部
戸畑キャンパス内記念講堂
開場：14:30 開演：15:00

★チケットぴあにて発売中！
価格 2,200 円 P コード：637212
店頭販売：セブンイレブン・サークル
Ｋサンクス店頭にて

11/19（日 )

【九州工業大学情報工学部】

Machico

トーク & ライブ

会場：九州工業大学工学部
飯塚キャンパス体育館
開場：12:30 開演：13:00

★ローソンチケットにて発売中！
価格：2,000 円（スタンディング）
L コード：82183
店頭販売：ローソン・ミニストップ
店頭にて

読者の皆様とコラボして
作るページです︒
いちおうのテーマはありますが
特にこだわっちゃおりません︒
思うこと︑
伝えたいこと︑
メール・FAX・書簡で
自由に送ってください︒

災害と背中合わせに暮らしているんだな︑
ということを︑
思い知らされるような年でしたね︒
でも〝備えあれば憂いなし〟です︒
災害対策についてのアレコレをお尋ねしました︒

お役立ち災害対策︒
の男 性が通りかかりました︒
ところが﹁手

思います︒
個人的には水泳を始めました︒
︵やっちょひ ４０代 CADオペレーター︶
く よ うに出 来 ていま す︒よって その 貴 重 な

︻編集部︼
ヒトのカラダの３％は︑もともと浮
３％の〝浮き〟スペースを︑鼻と口に与える
のです︒
顔だけ浮かせてジッと救助を待って
まるそうです︒
是非〝浮き〟の練習も︒

るほうが︑疲れも少なく︑生還の可能性も高

簡易トイレにセットして︵便座を上げた状態

枚以上︶
﹂
と言われました︒
黒のビニール袋を

ビニール袋は絶対常備しておきなさい
︵１０

﹁簡易トイレ
︵ネット通販で３千円〜︶と黒の

熊本震災で震度７の直撃を受けた友人から

をくれますから︒
でも逆は絶対いけません︒

る〝温かな気持ち〟って︑すごく大事︒
元気

ちゃ仕方ないですが︑そういう時に垣間みせ

自 分 の 身 を 守 ること で 精一杯︒仕 方 ないっ

です︒
心の屋根まで壊れた感じ︵笑︶そりゃあ

死にお願いしたのに︑相手にされなかったん

アウトドアライフの魅力に目覚める！それこ

きてるじゃないですか︒

明の無い自然の中で︑あれほどイキイキと生

いますよ︒
動物たちは︵家畜・ペット除く︶文

和の人︵ボッチャントイレ時代︶が聞いたら笑

を抱えるって︑情けないと思いませんか？昭

トイレの水が流れなくなっただけでストレス

アウトドアライフに目覚める

でトイレ縁をくるむようにして中に下ろし︑
最悪な時こそ温かな気持ちを忘れないよう
そ最良の災害対策だと思います︒

伝ってください！お礼はいたします！﹂と必

便座を下ろす︶使用のたびに袋を取り出し︑
⁝なんて高い所からシツレイしました︒

に人間性を磨きましょうね！

ビニール袋は黒がいい！

透明袋も貴重ですが﹁中身が透けて見える

やはり黒のビニール袋にポイ︒

しょ？﹂と言うのを聞いて︑すごく納得しま

のと見えないのとでは︑気分的にも大違いで
かな⁝いい磨き法をご存知なら︑私にもご伝

︻編集室︼人間性ってどうやって磨けばいいの

︵マリちゃん 四十代 事務職︶
⁝子供の頃です︒

︻編集室︼野原でオシッコ︑気持ちよかったな

︵タバサ ４０代

事務職︶

した︒
授ください︒

自然界の知識

︵ゴリコン 三十代 営業職︶

︻編集室︼ビニール袋は防寒︵頭と両手を出

したが⁝ナルホド︑
黒なんですね！

や雨対策にもなり︑
必需品とは承知していま

業も即ＯＫだ︒
そこで質問です︒
お風呂の中

︻編集室︼なるほど⁝ジャージーなら復興作

︵ペパーミント 二十代 パート︶

ケそうなウエアで寝ています︒

と来た時のために︑ジャージーとか︑外でもイ

備えは特にしていませんが︑就寝中にグラッ

︵けいこさん ５０代

の知識をせっせと蓄えています︒

できる！仲間と山歩きを楽しみながら野草

多少でも自然界の知識を持てばサバイバル

水があるとかも識っていました︒

ないかちゃんと識っていました︒
山のどこに

昔の人は野草を見ると︑食べられるかそうで

避難所で幼い子供を抱いた母親が﹁このこに

︻編集室︼趣味で登山とかトレッキングをやっ

就寝中と入浴中

食べ物を分けてください﹂と頼んで周ったけ
で泡だらけになっている時にグラッと来た時

ている方たち︑
大正解ですね︒

すための穴を空け︑下着と上着の間に着用︶

ど︑誰からも相手にされなかったという噂を
の対策は？いいアイデアがあれば是非︑ご伝

大事なものは耐火金庫に！

川の叛乱をもう少しどうにかしなければと

だと思います︒
しかし人が作り出す災害︑つ

グを持って出るように言われましたが︑実際

何かあったら︑通帳等大事な物を入れたバッ

本当は持ち出しができる専用の非常袋を購

まり人災ですが︑その備えについては皆さん

︵詳細は 次々ページ！︶

現地で耳にしました︒
授ください︒

準備すべきは温かな気持ち

信じがたい話ですが︑私︵独居です︶も似た

事務職︶

ような体験をしましたから︑たぶん事実で

野生回帰

せる人のほうが珍しくないですか？個人情

入すべきなのですが︑まだそれは揃えてませ

しょうね︒
壊れた屋根にブルーシートを敷こ

報だから誰かに教えてもらうことも難しい

うと人が通るのを待っていたら︑やっと近所

には自分と家族が命からがら逃げるのが精

人災には︑テロ︑戦争︑迫害︑弾圧などがあり

どうお考えでしょう？
ます︒地 球 上の至るところで︑膨 大 な 数の

ん︵意外と高価なので︶とにかく災害時はラ
ジオやTVで情報を入手し︑的確な対応が

時代です︒
大事な人たちの安否確認はいった
大事だと思います︒

大事なものは費用がかかっても大袈裟でも︑
せめて親戚と親友の番号くらいは︑記憶しよ

いどうしたらいいんですか？

一杯で︑持ち出す時間はありませんでした︒
耐火金庫を買って保管する必要を痛感しま

人々が苦しみ︑
命を落としています︒
身近な例ではイジメ︑暴力︑ハラスメント︑差

︵トロ吉 ５０代 パート︶
︻編集室︼
携帯ラジオ︑懐中電灯⁝ついでに電

うと頑張っております︒
︵坊や ３０代 会社員︶

別︑
ヘイトスピーチ︑プライベートに踏み込ん

した︒︵きえちゃん ５０代 会社員︶
︻編集室︼
貴重な体験話︑
感謝します⁝︒

基本セット？

だ興味本位なメディア報道など︒

池もお忘れなく︒

パリ記憶にございません︒
盲点ですね！

︻編集室︼
私も︑自分の携帯番号以外は︑サッ

か？ ︵レオパパ 五十代 会社員︶

ている私たち︑その対策はどうなんでしょう

いずれにしても人災に満ちた世の中に生き
災害に怪我はつきもの︒
簡単な応急処置の知

︻編集室︼ふとヒットラーが浮かびました︒
ま

応急処置の知識を身につける
識くらいは身につけたいですね︒
骨折した骨

ご近所さんと仲良くね

の固定法とか止血法とか︒
専門の方に教わ

下着・手袋・携帯スリッパ・着火マン・フォー

なく励行しております︒

ご近所さんへのご挨拶は︑ニッコリとぬかり

ク型スプーン・携帯カップ・アイマスク・ペッ

トボトル・タオル・ウエットティッシュ・化

さに人災のシンボルですが︑ある映画で
﹁ヒッ
ト ラーを 作ったのは大 衆 である﹂とのメッ

るのは理想ですが︑ネットでもけっこう詳し
く解説されていますよ︒

人災対策のヒントは︑このへんに隠れている

セージ⁝妙に納得ました︒
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な

置いてます︒
災害対策としては︑台風等の場
合︑ベランダの不要なものを片付けたり︑必

んと自分の番号以外︑誰の携帯番号も記憶
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自然災害への備えはものすごく大事なこと

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

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

要以上の外出をさけたりしています︒

上田瑞女先生
高丘 裕 美 先 生
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

指導担当の
書道家たち

一流書道家のたった二回の添削が貴方の字をマジカル改善！
…

通信講座

☜ボールペン書きのお手本例

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

外出時は別として︑自宅から携帯を持ち出

おかげで
仕事にも
自信よ！

誠実そうですね …
信頼できそうですね
賢そうですね
…

貴方の字は
貴方自身です

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︒

☎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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トボトル・タオル・ウエットティッシュ・化

さに人災のシンボルですが︑ある映画で
﹁ヒッ
ト ラーを 作ったのは大 衆 である﹂とのメッ

るのは理想ですが︑ネットでもけっこう詳し
く解説されていますよ︒

人災対策のヒントは︑このへんに隠れている

セージ⁝妙に納得ました︒

︵イモコ ５０代 自営業︶
︻編集室︼そうなんですよ︑
〝遠くの親戚より

︵あっくん ３０代 会社員︶

粧ポーチ
︵鏡・口紅・アイブロウ︶
・羊羹・缶詰・

て︑
いつも玄関横に置いています︒

コイン︵五百円玉＆百円玉︶をリュックに詰め

︻編集室︼苦しむ人を前にして︑救助が来る

詳細は次ページを！

貴重なご意見︑ほんとうにありがとうご
ざいました︒
次回テーマは〝もし自分が
政治家なら一番に何をしたい？ 〟です︒

気がします︒

近くの他人〟です︒

ありません︒
普段の生活の中でも起こりえる

まで傍観者でいることほど情けないことは

いざという時のために携帯ラジオ︑懐中電灯

なりたいですね︒

ことです︒
止血程度なら軽くやれちゃう人に

携帯ラジオと懐中電灯

︵愛ちゃん ４０代 ホテル勤務︶

︻編集室︼
素晴らしい！

かなくても︑缶詰やレトルト等は欠かさず

は揃えています︒
あとは非常食⁝とまではい

携帯番号を記憶する

もし被災したら⁝とアンナコンナを模索し

人災対策は？

ていて︑ある事に気づき愕然としました︒
な

置いてます︒
災害対策としては︑台風等の場
合︑ベランダの不要なものを片付けたり︑必

んと自分の番号以外︑誰の携帯番号も記憶

していません︒

自然災害への備えはものすごく大事なこと

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

受講の流れ

24
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

要以上の外出をさけたりしています︒

上田瑞女先生
高丘 裕 美 先 生
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

指導担当の
書道家たち

一流書道家のたった二回の添削が貴方の字をマジカル改善！
…

通信講座

☜ボールペン書きのお手本例

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

外出時は別として︑自宅から携帯を持ち出

おかげで
仕事にも
自信よ！

誠実そうですね …
信頼できそうですね
賢そうですね
…

貴方の字は
貴方自身です

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︒

☎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

25

From Readers

ブルーシート・ビニール袋・歯磨きセット・

ガリヤは特定の宗教や政治団体などに、一切の係わりはありません。

ガリヤ

郵送の方 〒810-0004

郵送

歳末号

福岡市中央区渡辺通1-9-4-207

FAXの方

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

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。

②氏名

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ガリヤをどこで入手しましたか？（複数回答可）

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 (

）

⑨今号でおもしろかったページは？
⑩ガリヤで「こんな情報を紹介して欲しい」と いうのがあればご記述ください。
⑪貴方がもし政治家なら１番にしたいことは何ですか？( 質問以外のこともＯＫ！自由にお書きください）
キリトリ

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

⑫

B

会場：福岡サンパレスホール

日時：12月31日
（日）22:30~24:30 入場料：3,000円
大晦日 福岡サンパレス

提供：福岡ジルベスターコンサート実行委員会

御神米は

お守りとしても
お役立ちです︒

一般市民がオーケストラをバックにベートーヴェン
交響曲第九番第四楽章（歓喜の歌）
を歌って年を越
す恒例のコンサート。会場とステージが一体となり音
楽の楽しさの中で新年を迎える感動の年越しです。

御神塩は

持ち歩いたり
舐めたり
気になる所に
撒いたり…

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、
そのおさがりを食べるこ
とを
「直会（なおらい）」
と言います。神様に捧げたも
のを食べる行為は神様と食事を共にすることであ
り、神様と繋がるという意味があるのです。神饌の生
米をひと粒噛んで舞台に臨む役者さんの話があり
ますが、
ここ一番のお守りとしてお持ちくださるのも
おすすめです。

提供：櫻庵幸縁（月暦

担当）

マジカルスパイス ビン 60g

A

読者のページにご意見を採用させて頂く時のペンネーム

C

新発売！

マジドレ 300ml

マジカルスパイスの（株）
ライフテック
がマジで作った新発売の超美味ド
レッシングです！サラダはもちろんお豆腐や冷たいパ
スタなどにもお勧めです！シャッシャッと振るだけで達
人の味わいを実現してくれる
「簡単！便利！美味しい！」
のマジカルスパイスと、
セットでお楽しみください。
マジカルスパイス公式サイト

提供：株式会社ライフテック

※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。
※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。 ●〆切：12 月 15 日

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

田原 俊逸

新しい人生は、
思った時がスタートの時。
そして、
チャレンジです！

092-472-5775

田原 そうたい︑うちに来よんしゃあ

チャレンジして︑
若返ろう！﹂
とか？

すよ︒
﹁注射一本でもアザになったりす

Ｇ そこが皆さん不思議なとこなんで

www.tahara-bc.com

思いそうですが︑
実は⁝逆？

Ｇ ﹁ラクすることが幸せ﹂
って普通は

田原 皮膚に負担ばかけんごとシッカ

れないのはどうして？﹂
って︒

うけんたい︒
﹁えっもう打ったとです

リ時間ばかけて︑チョ〜絶丁寧にしよ

るのに︑イッパイ切られて縫われて︑腫

Ｇ 見かけとリンクしてますからね︒

か？﹂
て︑麻酔注射の時からビックリさ

人はけっこうそげな感じやね︒﹁おかげ

田原 リフトばキッカケに︑第二の人

れよっちゃけん︒

田原 逆︒
弱るしボケるし⁝日野原先

Ｇ スバラシイ！

生︑
第三の人生がスタートすると︒

日野原先生が
教えてくれたこと

Ｇ 良い年でした？

田原 ラクしよっても〝歯と歯茎〟だ

Ｇ 第三もあったんですか？

した﹂
て︑
よう言われる︒

田原 うん！

ら脳が刺激ば受けるけん︒

けは大事にせないかんよ︒
噛みよった

田原 まかしとかんね︒

で新しい人生が始まって楽しくなりま

Ｇ ですよね︑今年は息子さんも帰っ

Ｇ なるほ ど︑
〝ガムは脳にいい〟っ

ナゼ腫れない？

生は最 期の最 期 まで︑頭の回 転 も良

て来られたし︵田原隼先生 熊本大学医

てそういうことか︒

かったし︒

学部付属病院 整形外科より︶
︒

田原 それと〝背筋ばちゃんと伸ばし

田原 早かったねえ︒

田原 ソレ︑
去年やろ︒

Ｇ 申 し 上 げに くいんで す が⁝田原

ドショーやらで﹁ナン百万円かけまし

田原 そげんなかっちゃけどね⁝ワイ

Ｇ あとは手術料かな︑
ハードルは︒

メッチャ高いとが一つ

Ｇ 早ッ⁝トシとるはずかぁ⁝︒

て歩く〟︒
脳はこの二つでも全然違う︒

た﹂
やら︑
よう言いようけんかいな︒

先生の若返りって︑けっこうハードル
田原 なんかんらし︑どげん長生きし

田原 ⁝おう︒

ですから︒

た瞼が視界を狭め事故等の原因等に︶
︼

ばってん︻眼瞼下垂︵※加齢により垂れ

田原 うちは完全自由診療やけんね︒

人生は後半が勝負！

G 今年でしたよね︑日野原先生の話

ても︑生きとうだけやったら全然チャ

G ﹁術後は包帯でグルグル巻きにさ

やらも﹁保険でしてもらったけど満足

Ｇ まっ︑
保険は効きませんけど︒

で盛り上がったのって︒

〜ランと︒
最期まで楽しくカッコ良く

れる﹂
って思われてたり︒

高いみたいですよ︒
なにしろ〝手術〟

田原 うん⁝まだまだ頑張ってくれる

生きな︒
それこそ
﹁神様がひとりひとり

たら︑
かえって安うつくとばい︒

よ︒
無駄足踏まんでまっすぐ来てくれ

て思とったっちゃけどね︒

G ﹁痛いだろうなあ⁝﹂
って︒

Ｇ 体験しなきゃ解りませ〜ん︒

いかんやったけん﹂てよう来んしゃあ
Ｇ 日野原語録ですね︒

田原 痛とないと︒
むしろ﹁気持ちよ

とがよう出てくるもんね︒
田原 あと⁝
﹁人生は後半が勝負！﹂
︒

かった〜﹂
って言われようと︒

田原 ⁝映画やら観よったら︑そげん

田原 オレの憧れのドクターやったも

Ｇ 後半って︑
五十歳以降？

田原 やけん︑カウンセリング︵無料︶

せんできちっと使わな﹂
たい︒

ん︒
生き方から何から何まで感銘受け

会えない﹂
とか︒

G ﹁傷が治るまで一ヶ月くらい人に

に与えてくれた時間やけん︑無駄使い

てきたし⁝こうなったらもう⁝オレが

が今からスタートする﹂て思うた時が

田原 何歳でもよかとよ︑﹁新しい人生

クター日野原！﹂
って︒

頑張るしかないとかいな⁝？
と現役！﹂なんて言ってる美容外科医︑

その時たい︒
そげん思うだけで︑けっこ

田原 なんがね︑家族にも気付かれん

田原 あ⁝思い出した︒

Ｇ とにかく︑
チャレンジ！

Ｇ 何を？

とに︒
腫れも無いし︑手術直後から︑も

田原 メッチャ高いとが︑
一つあった︒

のすご自然やし︒

Ｇ ﹁長く仕事が休めない﹂
とか︒

田原 コスパたい︵コストパフォーマ

Ｇ

ういい人生になるっちゃけん︒
田原 なると︑人生は気持ち次第やも

田原 翌日から仕 事しよう人 も多か

Ｇ 思うだけでなるんですか？
んね︒
どげん悔やんでも過去は変えら

とよ︒
抜糸︵一週間後︶まで細いテープ

脳の元気の秘訣？

れんやろが︒
それば教訓にして新しい

ば貼っとくっちゃけど︑髪に隠れてし

編集・発行人／長澤由起子

編集営業部☎ 092・751・3778

れる満足度の割合︶
︒

ンス 費用対効果︒
費用に対して得ら

エ〜ッ︑
何ですかソレは？
が日野原先生やったけんね︒
ばってん

田原 ﹁人のためにどんだけ働けるか﹂

まうもん︒

発行／総合広告 ガリヤ合同会社

2017 年 10 月 20 日発行・配布開始 ( 偶数月 20 日 / 隔月発行）
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2017 年 11 月＋12 月 合併号

Ｇ た と え ば﹁田 原 先 生 の リ フ ト に

2015 年 5 月復刊
通刊306号

ことにどんどんチャレンジせな︒

No.

15

人の役に立つことくらい幸せなことは

まずいませんから︒

だけでもチャレンジたい︒
Ｇ ないでしょ︒﹁百歳越えてもズ〜ッ

G おっしゃってましたね︑
﹁目標はド

ター︶
がついに逝ってしもた⁝︒

︵百 五 歳 ま で 現 役 で 活 躍 さ れ た ド ク

田 原 トシて 言 う た ら⁝日 野 原 先 生

Ｇ 今年も余すところわずかですね︒

vol.15
(通巻vol.305）

ないとよ︒

11月-12月号

田原形成クリニック院長

福岡市博多区博多駅前3-16-13（※木曜休診）

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！
！

