2018

新春特撰店

1月-2月
新春号

ガリヤ
西中洲なら……なか尾
薬院なら……しゃぶ 亀吉
天神なら……樽座敷 芙蓉
春吉なら………とんぼ

2018

整体と
カウンセリングで
開運に導く
魔女の息子の

がんばる自分にお年玉!

通販

迎春 招福

虎さんって？

犬は地球を救う！

日々犬々

驚異の ミニッツ

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！

会員募集!

ヘアセットの神様
降臨の噂

お山のシェルター便り

・・

近況報告・Ｑ＆Ａ・ご寄付報告

だけじゃない
びっくり
美容サロンの
チェックリスト

恋（声）の奇跡

10

癒しのペット霊園 動愛 園

インプラント情報

…DENTAL TEAM JAPAN

術後の
ダウンタイムフリー
全力で目指しています。
Dr.田原のおじゃまクリニック

CLOSE UP HUMAN
飲食店に
点字付メニューとか

あったらいいな
黒田清利さん

読者投稿
私がもし政治家なら
一番にしたいこと。

●西元祐貴 龍のキセキ 福岡展ペアチケット
●撤下神饌 ●新発売マジドレ●ノリにしき

人気エッセイ

■月エネルギー活用

開運月暦

宝石とチャクラについて

■元気をくれる

鑑定士さん情報

物語の行方 …………………2018年宇宙の旅……………… 下田逸郎
おもしろ歴史講座 ………………西郷隆盛と福岡……………一坂太郎
おしゃれCafe…………ほうれい線は笑顔で消える………杉林せいこ
松瀬てつ代
平戸の片隅で ……………………年の晩が嫌い…………………
おもしろ法律相談……………球面的視野と紛争解決………… 丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ ……性格アピールは料理におまかせ… Cozue
家計の断捨離 ……１年（人生）の計は元旦にあり！？………久米カヲル

西中洲

☎092
732-3142

02 新春特撰店

西中洲

なか尾 亀吉 天神芙蓉 とんぼ
06 2018 がんばる自分にお年玉！

なか尾

大人の隠れ家の入口です。

このスペースのように
２０１８年のあなたはほぼ空白

お山のワンコたちにご寄付のお願い

19 おもしろ歴史講座 西郷隆盛と福岡 (1) 一坂太郎
20 おもしろ法律相談 球面的視野と紛争解決 丸田幸一
21 平戸の片隅で 年の晩が嫌い 松瀬てつ代
22 お悩み解決伝言レシピ
グリル OR 蒸し料理…性格アピールは料理におまかせ！ Cozue

23
24
26
27
28

COCORO おしゃれ Cafe ほうれい線は笑顔で消える 杉林せいこ

読者投稿 私がもし政治家になったら 一番にしたいこと

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 術後のダウンタイムフリーを全力で！

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

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

内乱の章

◀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︒

第五章

終戦の章

■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！

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）
第六章

国体道路

中洲

ガリヤ戦記

■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 …

かに通●

那珂川

西中洲大通り

なか尾

天神

︻お料理について︼刺身や海鮮

料理や煮物といった純和風料理

で堪能させる店︑それがなか尾

たしかに︑なか尾の和食は絶品

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

もちろん無料！

■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 …

天神からいらっしゃる場合は、国体道路
を中洲方面に進み、那珂川の直前で川沿
いを左折し、道なりに左折。そのまま直
進し、辻を越えるとスグ右手です。

と思われていませんか？

3

10 整体とカウンセリングで開運に導く 魔女のセラピー内
ティグレ整体院の虎さんって？
11 開運月暦 宝石とチャクラについて
元気をくれる鑑定士さん情報
12 CLOSE UP HUMAN あったらいいな 黒田清利さん
13 ぐ〜たらアズのチェックリスト 肌トラブル改善だけのはずが…
14 猫エッセイ 恋の奇跡 長澤由起子
15 犬と人のための飼い方教室 日々犬々 犬は地球を救う！ 土生亜紀子
16 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
17 お山のシェルター情報 ご寄付報告 癒しのペット霊園動愛園情報
18 家計の断捨離 一年 ( 人生）の計は元旦にあり 久米カヲル

電子ブック版
〈アクセス〉

です ︒でも純和風というのは …
半分は正解ですが︑半分は不正

解でしょう︒

その理由は︑徹底した食材への

九州各地から毎日﹁選りすぐり

こだわりです︒

わりの側に︑﹁食材の持ち味を最

の旬を取り寄せる﹂というこだ

大限に活かす﹂というこだわり

が寄り添っているからです︒

それでコロッケやカレーや唐揚げ

までが加わり︑料理バリエーショ

ンたるやなんと︑居酒屋以上！

ただし︑その包丁を握るのは福

岡を代表する料理人たちですか

ら︑なか尾はつまり︑極上の和

食とともに極上の居酒屋料理を

満喫させる店と言えるのです︒

い高級感が漂います︒

︻雰囲気について︼肩の凝らな

︻一口メモ︼人をお連れすると

﹁連れて来てくれてありがとう﹂

と︑必ず感謝して頂けます︒

「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！

清涼感漂う和個室は、２名様より 65
名様に対応しています。

どんなものを描きましょう …
どんな色をつけましょう …
とりあえずワクワクいたしましょう！

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

畳にテーブルと椅子で和と洋のいいとこ
取り。足腰の弱い方や座ることがニガテ
な方にも、心地良くお過ごし頂けます。

カウンター席は美食家たちの特等席です。

・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。

季節のおまかせコース（税別）

09 物語の行方 2018 年宇宙の旅 下田逸郎

ガリヤ編集室

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

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〜
河豚のオイル漬け…………800 円

ガリヤ特典

の和食だけではなく …

鍋コース（税別）

通販

へアセットの神様降臨の噂

極上

おすすめ単品料理一例（税別）

迎春招福

08 ひとりの仕上げにわずか 10 分

◀スマホなら
ＱＲコードで読み込むのが
いちばん簡単！

西中洲

☎092
732-3142

02 新春特撰店
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09 物語の行方 2018 年宇宙の旅 下田逸郎

ガリヤ編集室

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

穴子の押し寿司…………1,700 円
五島サバの松前寿司……1,700 円
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河豚のオイル漬け…………800 円

ガリヤ特典

の和食だけではなく …

鍋コース（税別）

通販

へアセットの神様降臨の噂

極上

おすすめ単品料理一例（税別）

迎春招福

08 ひとりの仕上げにわずか 10 分

◀スマホなら
ＱＲコードで読み込むのが
いちばん簡単！

春吉

☎092
791-4307

☎092
721-1011

☎092
753-8271

多様な鍋の中でも九州を代表す
る〝水炊き” と〝もつ鍋” には特
に力が入っています。

２時間飲み放題付
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）

個室は 30 名様と10 名様

最大宴会人数 50 名様 ( 貸し切り対応 ok）

〈ドリンク〉

全国よりお取り寄せの珍しい
日本酒、焼酎がたいへん充実
しています。

冬季恒例

福岡市中央区西中洲1-4
プロスペリタ西中洲㈼ 8F

パルコ●

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。

今年も続行します！サプライズランチ

生ズワイ蟹しゃぶコース…4,500 円（税別）

これでホントに 900 円！？

土瓶蒸し
茶碗蒸し
そうめん
なめらかプリン

手まり寿しセット…900 円

中央
●郵便局

昭和通り
明治通り

●福ビル

＋1,100 円で鍋付きセットに！

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

〈ドリンク〉

※税別です

鮑しゃぶコース…4,500 円（税別）

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〉

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。
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
しゃぶ亀吉

■

薬院六つ角

西日本
シティ銀行●
薬院駅
薬院大通り
●福岡銀行

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

西鉄薬院駅

︻ お 料 理 に つ い て ︼ 昨秋の オー

プンからこのかた︑様々な鍋料理

を美味しくリーズナブルに楽しま

せ る 店とし てメディア取材 殺到

中 と
…言えば薬院の亀吉︒
いずれの鍋にも贅沢な〝ふぐ料

4

理 〟のアレコレがついてくるう

「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。

え〝 ふぐ刺し 〟ときたらブリッ

と厚くて噛むとシコシコ ︒〝幸

ランチ人気は沸騰状態︒﹁ 遠く

フク感〟満喫です︒

来る価値充分﹂と大好評！

から 交通費 を使ってでも食べに

ふぐ料理の世界で長年鍛えあげ

た ︑オーナーシェフならではの

味わいをお楽しみください︒

テーブル席︒
ご年配の方にもゆっ

︻ お 部 屋 に つ い て ︼個室は全て

たりお過ごしいただけます︒

とに別々のコースが注文できる〟

︻一口メッセージ︼
〝お一人様ご

とか〝昼間の宴会やお食事会に

は夜メニューがそのままお楽し

ガリヤ特典

みいただける〟などうれしい気

遣いに満ちています︒

デザートのプリンも絶品です︒

︻お料理について︼九州の有名

料理︑美味しい料理をほぼ完璧

に楽しませます︒刺身やイカな

ど新鮮魚介料理の美味しさにも

定評があり︑博多の老舗として

遠方からのお客さまをもてなす

には最適のお店です︒

室︵二階︶はともかく︑ユニー

クを極める樽座敷︵一階︶の心

地良さは圧巻です︒

︻お部屋について︼上質な和個

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。

半個室になった酒樽にやさしく

スッポリ包み込まれ︑グループ

の一体感もひとしおです︒

︻ひと口メモ︼天神を貫く大通り

添いにあってアクセス抜群︒集

まりやすく︑ビジネス接待︑慶

弔︑食事会︑新年会など︑いか
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なる形にも臨機に対応します︒

︻お料理について ︼魚介料理店

が珍しくない博多において︑ ひ

ときわ個性を放つ店〝とんぼ〟
︒

新鮮な魚介をリーズナブルに楽

しませることや︑ハーブを飼料

味わい︵臭みが無く︑程よくのっ

に育った﹁ハーブ鯖﹂の絶品の

肉好き男女にも伊万里牛料理で

た脂︶がたまりません！

完全アプローチ！

「ガリヤを見た」のご予約で5,500円コースが5,000円

ミーナ●

天神ビル●

渡辺通り

樽座敷

天神芙蓉 ■

☎092-406-8628

︻お部屋について ︼新しさが漂

う白と木を基調とした寛ぎの空

間︒少人数より５０名までの収

容が可能︒

︻ひと口メモ︼系列店であるとん

活用して︑冬期恒例のカキ小屋

ぼ西中洲店では ︑バルコニーを

開店中！

ガリヤ特典

中洲

■とんぼ
春吉店

【内容】
・焼き牡蠣食べ放題
・豚キムチ鍋
・〆のチャンポン麺
・枝豆・ポテトフライ
単品でのご利用も OK ！

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）

焼ふぐ焼鰻コース…4,500 円（税別）

営:月〜金11:00〜23:00
土日祝11:00〜22:00

牡蠣食べ放題の飲み放題
90 分 4,000 円 ( 税込 )

那珂川

春吉大通り

天神

福岡市中央区春吉3-12-26
JOJOビル1Ｆ
営:17:00~25:00
年中無休
東横
とんぼ
イン●
西中洲店■
国体道路

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）

呼子直送！ヤリイカの造り

福岡市中央区天神3-1-13

カキ小屋大盛業中 !!

その他のおすすめコース

メイン料理
＋

刺身の盛り合せ

とんぼ 西中洲店

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。

がついています︒

！

玄海産サバの三種盛り

飲み放題付 ふぐしゃぶ宴会コース…5,500 円（税込）

※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。

福

宴会コース 3,240 円
（税込）
〜

飲み放題付
5,500 円！

全コースにぶ厚い

大満足

活イカ、活鯖（飼料はハーブ）
は是非ともの逸品！

めんたい・がめ煮・おきゅうと
博多三点盛り…980 円 ( 税込 )

亀吉

5,500 円 ( 税込）

博多の美 味 い ！ を完全制覇︒

２時間 飲み放題付長崎松浦直送活きサバコース

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 名までの収容力あり。

しゃぶ

薬院

樽座敷 天神 芙蓉

天神

博多とんぼ 春吉店 魚好きも肉好きも

春吉

春吉

☎092
791-4307

☎092
721-1011

☎092
753-8271
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宴会コース 3,240 円
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飲み放題付
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活イカ、活鯖（飼料はハーブ）
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めんたい・がめ煮・おきゅうと
博多三点盛り…980 円 ( 税込 )

亀吉

5,500 円 ( 税込）

博多の美 味 い ！ を完全制覇︒

２時間 飲み放題付長崎松浦直送活きサバコース

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 名までの収容力あり。

しゃぶ

薬院

樽座敷 天神 芙蓉

天神

博多とんぼ 春吉店 魚好きも肉好きも

春吉

さらっと飲みやすい糀の甘酒

27%oﬀ

通迎春 招福 販

56%oﬀ

うる藍バリア

アルコール感を楽しませつつ︑綺
麗と健康増進のドリンクと言えば
甘酒ですね︒さらに︑甘酒ファン
には垂涎の甘酒と言えば〝糀の甘
酒〟です︒
原料は︑新潟のお米と米糀だけと
いう︑いわゆる﹁甘酒くささ﹂を
抑えた製法で︑つぶつぶ感をなく
したなめらかな味
わいが︑これまた
タマラナイ美味し
さを醸します︒
甘酒ブームの火付
け役として知られる米どころは新
潟発の糀専門店〝古町糀製造所〟
からのお届けです︒

﹁私の息︑臭いかも ﹂
…
その原因は雑菌の増殖や胃炎・胃
酸過多︑胃腸のトラブル etc.
︒
〝う る 藍 バ リ ア〟は︑古 来 か ら 民
間 薬 と し て 珍 重 さ れ て き た〝藍〟
の抗菌・抗炎症作用で︑やっかい
な口臭原因を根こそぎシャットア
ウトしてくれる︑業界注目の口臭
ケアサプリメントです︒
藍のチカラの素晴らしさを︑この
機会にぜひお試しください！

甘酒ブームの火付け役、
古町糀酒造の
藍のチカラが
〝口臭”根こそぎシャットアウト！
ひと味違う甘酒で至福のブレイクタイム！ 胃腸のトラブル予防のＷ効果も！

720ml

一箱 30 袋（0.8g)×30 日分

ノンアルコール

正価 4,100円（税別）➡特価1,800円（税別/初回限定）

正価 1,080 円（税込）
➡特価 780 円（税込）
※送料 540 円（３本以上送料無料）

お申込 TEL 050-8888-7855 和僑商店
即シワピン固形美容液
リフティングスティック

お申込 TEL 050-8888-7858 純藍

2,000円oﬀ

バーム

お申込 TEL 050-8888-7856 アプローズ

75%oﬀ
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※送料無料

お申込 TEL 050-8888-7864 ジェイフロンティア 24時間365日

MILACK21

9,000円oﬀ

「ガリヤを見た」で

開運・高級財布布団

10%oﬀ

電子水…奇跡の水成生器でサビない身体に！ お財布にも夜はグッスリ寝んでいただいて
自分にペットに花に野菜に、
元気注入！
金運アップ！商売繁盛！
！事業成功！
！
！

縦 11.5 ㎝
横 22.5 ㎝
高さ 5.5 ㎝

敷布団 32 ㎝×20 ㎝ 掛布団 29 ㎝×23 ㎝
枕 4,5 ㎝ ×12 ㎝ 中綿 ( 綿 100% 使用 )
※桐の箱に入れてお届けいたします。

祈祷済み

市杵島姫命（金運・商売繁盛・事業成功 )
が祀られる穴澤天神社の祈祷済みです。

正価 39,000 円（税込）
➡特価 ジャスト 30,000 円（税込）

➡特価 14,483 円
正価 16,092 円（税込）
（税込）
※送料 850 円

※代引扱いでお願い致します（送料・代引手数料サービス）

お申込 TEL 050-8888-7854 GENKIJAPAN 平日9:00〜18:00

FLAGAN

お申込 TEL 050-8888-7863 才色兼備

75%oﬀ

実より葉

ブルーベリーは

平日10:00〜19:00

41%oﬀ

記憶力に自信がなくなった！更年期障害が大変！ ポリフェノールはビルベリー果実の49倍！
そんな貴方に美と健康のオーガニックサプリを スマホ老眼流行の昨今、注目のサプリはコレ！

1 袋 120 粒 1 日４粒目安 30 日分

目の健康回復に︑美肌作りに︑ボ
ケ防止に …
と様々な効能が期待さ
れるブルーベリーですが …
ほんと
うは葉のほうが凄かったんです！
宮崎の太陽のもと〝栄養が逃げな
いように〟実をつける前に収穫し
た特別品種〝くにさと 35
〟の葉の
エキスにはなんと︑ビルベリー果
実の４９倍ものポリフェノールが
含まれていたんです！
さらにポリフェノールの王様プロ
アントシアニジンを始め︑クロロ
ゲン酸やキナ酸など色々な元気成
分まで入っていたんです！

申込番号P018

※右肩の oﬀ 率は四捨五入や切り捨て計算にて表記。実際の価格と弱冠の誤差があります。
※申込番号 申込番号 のついた商品は、お申し込みの際に番号をお伝えください。
※商品の性質から「定期購入」を基本とする商品がありますが、２回目以降の解約は自由です。
※〝開運・高級財布布団” のみ「ガリヤを見た」が必要です。
※ご購入お申し込み期限：2018 年２月 20 日
※年末年始のお申し込み受付けはございません（ジェイフロンティア除く）
。

﹁最近名前がすぐに出て来ない﹂
﹁肩こりやイライラがつらい﹂
﹁もう少し眠れたり︑疲れにくくな
りたい﹂
若い頃のようにいかないというの
はとてもつらいですよね︒
〝オメガ３〟が豊かな〝亜麻仁油〟
と美の代名詞〝アルガンオイル〟
のみで作った︑完全オーガニック
のオイルサプリメントは︑そんな
貴方の血液を変えて整えます︒
あの頃のような身体をフラーガン
で取り戻しましょう！

正価 2,940 円（税別）
➡特価 980 円（税別 / 初回限定）

※送料 417 円

平日10:00〜18:00

ごほうびシェイク付き

ストレスでポリポリ食べるうちに︑
小太りになっていった〝たんぽぽ〟
でしたが︑川村さんだけいつの間
にかすっきり体形に …
同じ生活を
し な が ら 違 い は 何 か？それは︑毎
日コツコツとこの 328
種の酵素エキ
スが凝縮されたサプリとご褒美シェ
イクの置き換えでした︒わずか５ヶ
月で 14.5kg
も燃やせて︑大変身の
うえ体調も良くなった川村さん …
貴方もトライ
しませんか？

１袋３０粒
１日３粒目安 １(０日分︶

抗シワ評価試験に合格し︑小ジワ
を目立たなくすることが証明され
たシワ専用美容クリーム︑リペアッ
プ琥珀プラス︒
岩手大学で研究された特許取得成
分〝コ ハ ク エ キ ス〟と︑お 茶 の 水
女子大学で発見された特許取得成
分〝環状ホスファチジン酸〟のダ
ブル配合が肌細胞に直接働きかけ︑
内側からピーンとしたハリを取り
戻します︒

お申込 TEL 050-8888-7857 自遊堂

67%oﬀ

同じ生活をしながら
二人のこの違いは何？
！

正価 8,000 円（税別）
➡特価 1,980 円（税別 / 初回限定 )
申込番号 FP01

平日10:00〜18:00

酵水素328選 生サプリメント

大学研究チームの成果が W で詰め込まれた
シワ専用美容クリームで、内側からピ〜ン！

１本 20g（約１ヶ月分）

※送料無料

【お申し込み時の注意点】

お金の器であるお財布にもエネル
ギ ー が 宿 り ま す︒眠 り で 癒 さ れ︑
パワー全開となって目覚めます︒
お金持ちに共通するのは﹁財布を
大切にする習慣﹂であり︑有名タ
レントや資産家たちがコッソリ実
践しているのが実は︑コノ方法！
制作は明治五年創業の布団の老舗︑
仲手川布団店︒
一生もののお買
い物です︒

平日10:00〜17:00

リペアップ琥珀プラス

6,000円（税別 )➡特価 960円（税別 / 初回限定）

申込番号 0103LAA

2018
がんばる自分にお年玉！

細胞のもとである原子は＋電気を
帯びた原子核と−電気を帯びた電
子でできています︒ところが電子
は逃げやすいため慢性的な電子不
足︵酸化︶つまり身体がサビつき
ます︒すると疲労・老化・生活習
慣病を招きやすい身体に！
そこでおすすめが MILACK21
とい
う製水器です︒細胞内に電子を増
やす水を作ります︒
作り方は簡単︑水を乗せて４５分
間電波を与えるだけ︒しかもフィ
ルター交換不要の一生モノ︒
赤ちゃんやペット︑花︑野菜︑果
物の元気にも︑お役だち！

定期コース正価

腸内の善玉菌を増やすことで︑リ
バウンド無しに自然にダイエット
それが﹁腸内フローラダイエッ
…
ト﹂です︒
ただしいくら善玉菌を増やそうと︑
貴 方 に 合 う 菌 で な け れ ば ア ウ ト︒
うまく活性化してくれません︒
そこで注目が︑善玉育菌サプリ﹁ス
ルーラ﹂です︒菌の相性に左右さ
れず︑貴方がもともと持っていた
菌を育てて増やします︒
本気でキレイ
に美しく痩せ
たい方におす
すめします︒

体温で溶け出したバームが︑シワ
を 伸 ば し な が ら︑引 上 げ な が ら︑
膜をはりながら︑乾きながら︑そ
してそのまま 形
…状キープ︒
配合された３種の特殊ワックスが
乾く際に起こすこんな物理的効果
が〝即シワピン〟の理由です︒
しかも〝かっさと美容液の一体化〟
や６７種類もの美容成分や２０種
もの植物由来成分の配合で︑美肌
力のほうも同時にアップ！

１箱 3g×30 包

※送料無料（離島別途）

お申込TEL 050-8888-7862 素数

84%oﬀ

本気で美しく痩せたい方！たった960 円で
話題の
「腸内フローラサプリ」が試せるチャンス！

正価 9,800 円（税別）
➡特価 7,800 円（税別 / 初回限定）
申込番号S004

平日9:00〜20:00

善玉育菌サプリスルーラ

塗った瞬間、驚異のシワピン＆リフトアップ！
美肌力も共に、
ぐ〜んぐんアップ！

モンドセレクション 2017 受賞！
たっぷり２ヶ月分

※送料 324 円

申込番号 FP 171202

平日10:00〜17:00

あなたのハッピーを応援する選りすぐりの逸品たちです。

1 袋 31 粒 1 日 1 粒目安 31 日分

正価 7,960 円（税込）
➡特価 1,980 円（税込 / 初回限定）

➡1,980 円（税別 / 初回限定）
正価 3,400 円（税別）
※送料無料

※定期コース 2 ヶ月目以降 4,980 円 ※送料無料

お申込 TEL 050-8888-7866 インフィニ 平日10:00〜18:00
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お申込 TEL 050-8888-7865 リフィル 平日10:00〜18:00

さらっと飲みやすい糀の甘酒

27%oﬀ

通迎春 招福 販

56%oﬀ

うる藍バリア

アルコール感を楽しませつつ︑綺
麗と健康増進のドリンクと言えば
甘酒ですね︒さらに︑甘酒ファン
には垂涎の甘酒と言えば〝糀の甘
酒〟です︒
原料は︑新潟のお米と米糀だけと
いう︑いわゆる﹁甘酒くささ﹂を
抑えた製法で︑つぶつぶ感をなく
したなめらかな味
わいが︑これまた
タマラナイ美味し
さを醸します︒
甘酒ブームの火付
け役として知られる米どころは新
潟発の糀専門店〝古町糀製造所〟
からのお届けです︒

﹁私の息︑臭いかも ﹂
…
その原因は雑菌の増殖や胃炎・胃
酸過多︑胃腸のトラブル etc.
︒
〝う る 藍 バ リ ア〟は︑古 来 か ら 民
間 薬 と し て 珍 重 さ れ て き た〝藍〟
の抗菌・抗炎症作用で︑やっかい
な口臭原因を根こそぎシャットア
ウトしてくれる︑業界注目の口臭
ケアサプリメントです︒
藍のチカラの素晴らしさを︑この
機会にぜひお試しください！

甘酒ブームの火付け役、
古町糀酒造の
藍のチカラが
〝口臭”根こそぎシャットアウト！
ひと味違う甘酒で至福のブレイクタイム！ 胃腸のトラブル予防のＷ効果も！

720ml

一箱 30 袋（0.8g)×30 日分

ノンアルコール

正価 4,100円（税別）➡特価1,800円（税別/初回限定）

正価 1,080 円（税込）
➡特価 780 円（税込）
※送料 540 円（３本以上送料無料）

お申込 TEL 050-8888-7855 和僑商店
即シワピン固形美容液
リフティングスティック

お申込 TEL 050-8888-7858 純藍

2,000円oﬀ

バーム

お申込 TEL 050-8888-7856 アプローズ

75%oﬀ

7

※送料無料

お申込 TEL 050-8888-7864 ジェイフロンティア 24時間365日

MILACK21

9,000円oﬀ

「ガリヤを見た」で

開運・高級財布布団

10%oﬀ

電子水…奇跡の水成生器でサビない身体に！ お財布にも夜はグッスリ寝んでいただいて
自分にペットに花に野菜に、
元気注入！
金運アップ！商売繁盛！
！事業成功！
！
！

縦 11.5 ㎝
横 22.5 ㎝
高さ 5.5 ㎝

敷布団 32 ㎝×20 ㎝ 掛布団 29 ㎝×23 ㎝
枕 4,5 ㎝ ×12 ㎝ 中綿 ( 綿 100% 使用 )
※桐の箱に入れてお届けいたします。

祈祷済み

市杵島姫命（金運・商売繁盛・事業成功 )
が祀られる穴澤天神社の祈祷済みです。

正価 39,000 円（税込）
➡特価 ジャスト 30,000 円（税込）

➡特価 14,483 円
正価 16,092 円（税込）
（税込）
※送料 850 円

※代引扱いでお願い致します（送料・代引手数料サービス）

お申込 TEL 050-8888-7854 GENKIJAPAN 平日9:00〜18:00

FLAGAN

お申込 TEL 050-8888-7863 才色兼備

75%oﬀ

実より葉

ブルーベリーは

平日10:00〜19:00

41%oﬀ

記憶力に自信がなくなった！更年期障害が大変！ ポリフェノールはビルベリー果実の49倍！
そんな貴方に美と健康のオーガニックサプリを スマホ老眼流行の昨今、注目のサプリはコレ！

1 袋 120 粒 1 日４粒目安 30 日分

目の健康回復に︑美肌作りに︑ボ
ケ防止に …
と様々な効能が期待さ
れるブルーベリーですが …
ほんと
うは葉のほうが凄かったんです！
宮崎の太陽のもと〝栄養が逃げな
いように〟実をつける前に収穫し
た特別品種〝くにさと 35
〟の葉の
エキスにはなんと︑ビルベリー果
実の４９倍ものポリフェノールが
含まれていたんです！
さらにポリフェノールの王様プロ
アントシアニジンを始め︑クロロ
ゲン酸やキナ酸など色々な元気成
分まで入っていたんです！

申込番号P018

※右肩の oﬀ 率は四捨五入や切り捨て計算にて表記。実際の価格と弱冠の誤差があります。
※申込番号 申込番号 のついた商品は、お申し込みの際に番号をお伝えください。
※商品の性質から「定期購入」を基本とする商品がありますが、２回目以降の解約は自由です。
※〝開運・高級財布布団” のみ「ガリヤを見た」が必要です。
※ご購入お申し込み期限：2018 年２月 20 日
※年末年始のお申し込み受付けはございません（ジェイフロンティア除く）
。

﹁最近名前がすぐに出て来ない﹂
﹁肩こりやイライラがつらい﹂
﹁もう少し眠れたり︑疲れにくくな
りたい﹂
若い頃のようにいかないというの
はとてもつらいですよね︒
〝オメガ３〟が豊かな〝亜麻仁油〟
と美の代名詞〝アルガンオイル〟
のみで作った︑完全オーガニック
のオイルサプリメントは︑そんな
貴方の血液を変えて整えます︒
あの頃のような身体をフラーガン
で取り戻しましょう！

正価 2,940 円（税別）
➡特価 980 円（税別 / 初回限定）

※送料 417 円

平日10:00〜18:00

ごほうびシェイク付き

ストレスでポリポリ食べるうちに︑
小太りになっていった〝たんぽぽ〟
でしたが︑川村さんだけいつの間
にかすっきり体形に …
同じ生活を
し な が ら 違 い は 何 か？それは︑毎
日コツコツとこの 328
種の酵素エキ
スが凝縮されたサプリとご褒美シェ
イクの置き換えでした︒わずか５ヶ
月で 14.5kg
も燃やせて︑大変身の
うえ体調も良くなった川村さん …
貴方もトライ
しませんか？

１袋３０粒
１日３粒目安 １(０日分︶

抗シワ評価試験に合格し︑小ジワ
を目立たなくすることが証明され
たシワ専用美容クリーム︑リペアッ
プ琥珀プラス︒
岩手大学で研究された特許取得成
分〝コ ハ ク エ キ ス〟と︑お 茶 の 水
女子大学で発見された特許取得成
分〝環状ホスファチジン酸〟のダ
ブル配合が肌細胞に直接働きかけ︑
内側からピーンとしたハリを取り
戻します︒

お申込 TEL 050-8888-7857 自遊堂

67%oﬀ

同じ生活をしながら
二人のこの違いは何？
！

正価 8,000 円（税別）
➡特価 1,980 円（税別 / 初回限定 )
申込番号 FP01

平日10:00〜18:00

酵水素328選 生サプリメント

大学研究チームの成果が W で詰め込まれた
シワ専用美容クリームで、内側からピ〜ン！

１本 20g（約１ヶ月分）

※送料無料

【お申し込み時の注意点】

お金の器であるお財布にもエネル
ギ ー が 宿 り ま す︒眠 り で 癒 さ れ︑
パワー全開となって目覚めます︒
お金持ちに共通するのは﹁財布を
大切にする習慣﹂であり︑有名タ
レントや資産家たちがコッソリ実
践しているのが実は︑コノ方法！
制作は明治五年創業の布団の老舗︑
仲手川布団店︒
一生もののお買
い物です︒

平日10:00〜17:00

リペアップ琥珀プラス

6,000円（税別 )➡特価 960円（税別 / 初回限定）

申込番号 0103LAA

2018
がんばる自分にお年玉！

細胞のもとである原子は＋電気を
帯びた原子核と−電気を帯びた電
子でできています︒ところが電子
は逃げやすいため慢性的な電子不
足︵酸化︶つまり身体がサビつき
ます︒すると疲労・老化・生活習
慣病を招きやすい身体に！
そこでおすすめが MILACK21
とい
う製水器です︒細胞内に電子を増
やす水を作ります︒
作り方は簡単︑水を乗せて４５分
間電波を与えるだけ︒しかもフィ
ルター交換不要の一生モノ︒
赤ちゃんやペット︑花︑野菜︑果
物の元気にも︑お役だち！

定期コース正価

腸内の善玉菌を増やすことで︑リ
バウンド無しに自然にダイエット
それが﹁腸内フローラダイエッ
…
ト﹂です︒
ただしいくら善玉菌を増やそうと︑
貴 方 に 合 う 菌 で な け れ ば ア ウ ト︒
うまく活性化してくれません︒
そこで注目が︑善玉育菌サプリ﹁ス
ルーラ﹂です︒菌の相性に左右さ
れず︑貴方がもともと持っていた
菌を育てて増やします︒
本気でキレイ
に美しく痩せ
たい方におす
すめします︒

体温で溶け出したバームが︑シワ
を 伸 ば し な が ら︑引 上 げ な が ら︑
膜をはりながら︑乾きながら︑そ
してそのまま 形
…状キープ︒
配合された３種の特殊ワックスが
乾く際に起こすこんな物理的効果
が〝即シワピン〟の理由です︒
しかも〝かっさと美容液の一体化〟
や６７種類もの美容成分や２０種
もの植物由来成分の配合で︑美肌
力のほうも同時にアップ！

１箱 3g×30 包

※送料無料（離島別途）

お申込TEL 050-8888-7862 素数

84%oﬀ

本気で美しく痩せたい方！たった960 円で
話題の
「腸内フローラサプリ」が試せるチャンス！

正価 9,800 円（税別）
➡特価 7,800 円（税別 / 初回限定）
申込番号S004

平日9:00〜20:00

善玉育菌サプリスルーラ

塗った瞬間、驚異のシワピン＆リフトアップ！
美肌力も共に、
ぐ〜んぐんアップ！

モンドセレクション 2017 受賞！
たっぷり２ヶ月分

※送料 324 円

申込番号 FP 171202

平日10:00〜17:00

あなたのハッピーを応援する選りすぐりの逸品たちです。

1 袋 31 粒 1 日 1 粒目安 31 日分

正価 7,960 円（税込）
➡特価 1,980 円（税込 / 初回限定）

➡1,980 円（税別 / 初回限定）
正価 3,400 円（税別）
※送料無料

※定期コース 2 ヶ月目以降 4,980 円 ※送料無料

お申込 TEL 050-8888-7866 インフィニ 平日10:00〜18:00
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お申込 TEL 050-8888-7865 リフィル 平日10:00〜18:00

増江麻友さん

福岡県福岡市博多区中洲 5-1-20
※地下鉄中洲川端駅から徒歩１分

博多座●
リバ
レイン●

那珂川

中洲大通り

那珂川

至天神

東京堂■
明治通り

そんな声がネット上で拡散している ︒彼女の

﹁まじ神です！﹂

ヘアセットを体験した女性たちの感想だ︒

その理由は …
①髪型バリエーションは無限︒

②ベストなヘアのアレンジを一目で見極める︒

②センス抜群︒

ーーでは二時間で︑十二人ですか？ーー

の問いかけに ︑

さまがいらっしゃったり ︑濡れた髪のままい

﹁ご予約は十人で抑えています︒遅れるお客

らっしゃったら乾かすタイムも必要なので ﹂
…

クルリとした瞳に愛らしさを漂わせるこの神
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様は ︑同業者が主催するセミナーにおいても

スタッフ
募集中

人気の講師 ︒幅広い年齢層の美容師さんたち

東京堂グループ

本店・西鉄グランドホテル店
ホテル日航福岡店・シアトル店
プリメーラ移動理美容室

東京堂美容室を営む増江家
の長女として 1986 年福岡市
にて誕生。専門学校卒業後
セット専門の美容室で修行。
その後、実家である東京堂の本店
ビューティサロン東京堂に戻り
セット担当美容師に。
美容師たちの技術講師としても
活躍。

の技術指導にあたっている︒

※17:00~21:00
セット………………3,000 円〜
※税別料金です
※17:00 以降 1,500 円
※初回限定です
シャンプー…………1,500 円〜
※ご予約時は
カット・ブロー……4,500 円
「ガリヤを見た」
ヘアカラー…………9,000 円〜
をお忘れなく！
着付け……………… 8,000 円〜
ネイル………………3,500 円〜 ~2018 年２月 30 日
エステ（デコルテ）
…2,000 円〜

ともかく〝 仕事が終ったら変身⬇食事会に参

1,000 円

加〟なんていう ︑社会人にはこれまでムリと

menu 一例 ※税抜き価格

考えられていたコースが ︑すぐ手の届くリア

※17:00~21:00 はセット中心。
※日曜日は一般営業のみ
※月曜日は夜の部営業のみ

ガリヤ特典
ヘアセット
1,500 円
⬇

上級着付師である
増江満香社長（三代目）
のもと。着付けも大好評。

ルなものだった というわけで ︑まずはお気
…
軽にご利用ください︵必予約！︶
︒

営：年中無休
8:30~17:00 (一 般営業）
17:00〜21:00（夜の部）

創業八十年の老舗美容室 東京堂に

~7:00

tel 092-291-7777
tel 080-4869-0770（セット専用）

ビューティ
サロン

ヘアセットの神さま
降臨のうわさ …

~6:50

④セットに要する時間十分︒しかも長持ち︒

~6:40

~6:30

それにつけても〝一人のセットに十分〟とは

~6:20

東京堂は創業八十年︒戦前から続く︑いわゆる老舗美容室︒

~6:10

コレいかに？事実なら一時間で六名のセット

⬇

6:00

母から娘︑娘から孫そして曾孫へとお客さまが代々受け継がれてきたように︑

6

が可能となるわけだ︒

10

東京堂においても︑初代︵増江ヒデ︶の曾孫にあたる

7

麻友さんの時代が訪れている︒

6

ひとりの仕上げに、わずか
分。
スタートが 時なら 時には、
名の女性たちが
こんなにステキに変身しています。

の世の物語のはじまり︒旅先の景色は

そこで人との出会いがある︒それがこ

旅に出る︒行った先に景色がある︒
いという説がある︒もちろんこれも誰

宇宙の中に地球が生まれて百億年ぐら

旅を続けて︑今年で７０年になる︒

いるのを感じる︒

最近そんな景色の方へ向かいはじめて

５０年程つくりつづけてきた唄が︑

かがつくった物語ではある︒

れのドラマを演じている︒
人はみんな母親と呼ばれる女性から

この世と呼ばれる地球に生まれ出てく

る︒父親と呼ばれる男性と一瞬クロス

することで︑いのちが生まれる︒これ

がラブソングのはじまり︒地球と呼ば

れるステージを包みこむ︑果てしない

宇宙という名の景色が無限なるステー

いちどきりの人生では
無理さ果たせやしない
百億年の歳月へ戻りましょう
そこへ渡る小さな舟
それだけはここにある

下田逸郎

う︑違う﹂と言ったらしい︒その頃は︑

桑名正博が脳幹破裂で倒れる時︑
﹁違

︵
﹁月のあかり﹂より︶

鹿児島の坊津をステージとした映画

︵
﹁百億年﹂より︶

をつくろうという話がゆっくり進んで

前後して知り合いのミュージシャンた

彼らへの追憶の意味もこめて﹁名前

ちが︑次々とあの世へ旅立った︒

のない舟﹂というタイトルの物語をつ

いる︒この１０年ぐらいの旅で出会っ
ある︒みんなとりあえず︑私の旅物語

た人たちとの縁みたいなものがそこに
の中からつくってきた唄たちを聴いて

りの映像作家の若者と短い映画をつ

くり︑それをもとにして︑ロンドン帰
２０年程前︑鹿児島のライヴハウス

くれた人の紹介で︑原宿の文化の砦み

くれた人たちではある︒
﹂で若者ふたりと出会った︒
﹁Ｔ・ BONE
彼らが興味をもった唄が﹁緑の匂い﹂

たいな店で︑ＮＨＫの人たちに観ても

︵
﹁小さな舟﹂より︶

誰も誰のものでもなく
呼びかけあう舟さ
広い海へとこぎ出し
夜空見上げるだけ

いているのではないか と
…︒

私の旅は時空を越えて︑まだまだつづ

ちと飲んでいるうちに突然気づいた︒

か﹂という唄は発表され︑地元の人た

去 年 の坊津 の夏祭りで ︑
﹁坊 津はる

り上がった︒

が坊津で生まれ育ったことを知って盛

その後の雑談で︑その店のオーナー

らう会をライヴと共にやった︒

くった︒それを︑これもライブに来て
だった︒

情熱のもろさなんて
知らなかったあの頃
鎮めていた私の狂気
気づくなんて なおさら
﹁(緑の匂い﹂より ︶
彼らはこの歌詞の中の﹁私の狂気﹂は︑
兇器なのか狂気なのかとしつこく訊い
彼らと︑鹿児島市内から坊津の海へ

てきた︒
毎年遊びにいくようになり︑その浜で
焚火をしながらのライヴまでやった︒
さらに２０１０年のニューヨーク公演

下田逸郎

…………………………………

文中の﹁百億年﹂﹇月のあかり﹂

六角精児との最新コラボ版

﹁小さな舟﹈﹂および

下田通信所より

﹁緑の匂い﹂は

通信販売にても︑

お求め頂けます︒
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ステージで︑出会う人たちは︑それぞ

2018年宇宙の旅
ジとして広がっている︒

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。

ITSURO SHIMODA

﹁ラストゴールデンバット﹂がオープニ
ングナンバーとして︑彼等は﹁緑の匂
い﹂のメロディをトランペットで演奏
した︵彼らは高校生の時ブラスバンド
部だった︶
︒

ふり向くなこの俺を
涙ぐんでいるから
長い旅になりそうだし
さよならとは違うし

下田逸郎通信販売

︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼

vol.16

魔女のセラピー内

サロンの名は〝魔女のセラピー”。
「皮膚一枚を磨くだけじゃ綺麗にできない」
との気づきから、その人が必要とするケア
をパパッと見透し、エステ・カイロ・アロ
マ・アーユルヴェーダ・カウンセリング・
etc.…と心・美・体のトリプルで的確に提供。
最近はさらにスクール（左下参照）が加わ
っている。
実はここ数年、魔女のホウキは東京ー福岡
往復便だ。それで３年前、魔女のセラピー
福岡サロンを息子に委ねた…
というわけだが…

▲猫のデスタンちゃん︒事故で瀕死のところを通りかかった
魔女が保護︒三本足で魔女の周辺をとび回ってます︒
▲魔女の石川芙実代さん︒虎さん︵３１歳︶を頭に
３人の子を育てあげながらも
驚異的若さをキープ︒東京サロンを本拠地とし︑
福岡サロンには月２回のペースで出没︒

イレクトに手で〝触る〟こと︒そし

が同居とは ︒
…
美容と整体︒そこに共通するのはダ

とは虎︵伊語︶
︒しかし魔女の館に虎

ちなみにティグレ整体院のティグレ

もちろん母親譲りの
カウンセラー …
スピリチュアリストだ︒

時はエステ施術者︑またある時は︑

魔女の息子は石川虎一朗さん︵愛
…
称・虎さん︶
︒ある時は整体師︑ある

この段階でようやく︑骨とともに気の流

方法が見えてくる︒

の人の状態が見えてくる︒それから改善

そうして全身をほぐしていくうちに︑そ

と違う︒まずは〝筋肉ほぐし〟をじっく

虎さんの整体は︑他院のそれとはちょっ

ごく自然な流れだったようだ︒

ラクティック︶に関心を持つのは︑ごく

エステ志向の女性たちが整体︵カイロプ

れば︑真の美はあり得ません！﹂

で十人以上の方がご結婚に至りました﹂

﹁一番多いのは恋愛問題ですね︒去年だけ

多岐に渡る︒

れるのもやはり︑自然な流れだった︒

スピリチュアルカウンセリングが求めら

えてくるんです﹂

﹁その方が今︑どんなことでお悩みかが見

〝見えてしまう〟の２つ目が心ーー

家庭問題︑仕事︑恋愛 相
…談内容は実に

恋愛相談が結婚に！

﹁どうして解ったの？ ﹂

たいていの人がここで︑ギクッとする︒

て不思議なことに彼も︑触っていく

れを〝整える〟作業にとりかかる︒

こうなるとブライダルサロン？

り十分︒

うちに〝見えてしまう〟︒

ところがだ︒

心の痛みまで見えてくる

よって変りますし︑同じ人でも︑その日

﹁ 施術にマニュアルはありません︒人に

その人の健康状態ーー
〝見えてしまう〟

ですから︑幸福が見えなければ﹃申し訳

﹁将来の幸福を見据えてのカウンセリング

https://majyo-therapy.net/?page̲id=588?galiya

国体道路

た ︒
…

と︑母親譲りの端正なお顔をほころばせ

なった！﹄って︒嬉しいですね ﹂
…

れなかったのに︑ここに来てやっと楽に

然違うんです︒
﹃どこに行っても痛みがと

をされますが︑二度目になると態度が全

﹁若いというので︑年配の方には不安な顔

からの来訪も増えている︒

が今や男女半々だ︒長崎や佐賀など遠方

評判が評判を呼び女性中心だったサロン

やっとラクになった！

立ち直ったというケースも ︒
…

顧客には経営者も多く︑破綻した会社が

ていいですよ﹄って︑応援します﹂

ままのほうが仕事の調子もいいので続け

えたら止めません︒
﹃バレませんし︑この

しかし不倫でも浮気でも︑先に幸福が見

せん﹄ってバサッて言わせて頂きます︒

ないけど こ
…の人と居ても幸せになりま

の状態で変えていきます﹂

魔女適性診断！
貴方はどんな魔女になれるかな？
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施術は４５分間のオールハンド︒器具を

〜魔女のセラピー ® プレミアムスクール〜

●警固教会

TEL 092-732-7557

至西鉄福岡駅

受講生募集

福 岡サロン：福岡市中央区警固 2-11-19
Ｍビル 2Ｆ
表参道サロン：東京都渋谷区神宮前 6-35-3
コープオリンピア 606
TEL 03-6712-6969（完全予約制）

大正通り

Ｒ
魔女のセラピー ○

ティグレ
整体院●

福岡市中央区警固 2-11-19Ｍビル 2Ｆ
（完全予約制）

〝フェイシャル”〝ボディ”
等エステ技術および〝魔女
のカードリーディング” 伝
授で〝小魔女” 認定。
卒業後のサロン就職や独立
支援あり。
志のある方なら経験、無経
験、年齢は問いません。
( 月２回 ×６ヶ月コース）
詳しくは
TEL 03-6712-6969（石川）

の一ツ目だ︒

MENU ほんの一例

●警固交番

至六本松

魔女のセラピー
プレミアムスクール

﹁美は健康と直結しています︒ですから

虎さんの整体…5,000 円（45分/初回6,000円）
虎さんのカウンセリング…5,000 円（20 分）

至薬院六ツ角

使えば楽だが︑使わない︒

1986 年福岡市生まれ。
幼稚園の先生など様々な経
験を経、2014 年より母親が
経営する福岡店の責任者に。

●ファミリー
マート

心も身体も健康になっていただかなけ

石川虎一朗さん
ティグレ整体院 院長
魔女のセラピー福岡サロン店長

通り
けやき

●セブン
イレブン
ファミリー
マート●

ティグレ整体院（ 魔女のセラピー内）

美魔女ブームの昨今だが、
リアル魔女によっ
て経営される美容（＆健康）サロンがある。
魔女の名は石川芙実代さん。
天から賜ったスピリチュアル能力なので、
「人々を幸せにするために使わなきゃ！」
と素直に考える、明るく正しい魔女だ。

整体とカウンセリングで開運に導く
ティグレ整体院の虎さんって？

※魔女の施術をご希望の方は帰福日をお確かめの
うえ、指名予約をお願い致します。

2018年 新春 開運企画

新春

ごよみ

sai enn

〈1 月上旬〜2 月下旬〉
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

櫻庵 幸縁

開運

２０１８ 年
月を見上げて
ツキを呼ぼう

月暦
つき

櫻庵幸縁のブログ

http://ameblo.jp/333saienn333

新月
【開始】

1 月 17 日 2 月 16 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】

1 月 12 日 2 月11 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。

1 月 19 日 2 月18 日

下弦の月
【知力】

【月暦の利用法】
図が示すのは、
1月上旬から約２ヶ月に渡る
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に
ご利用ください。

1 月9 日 2 月 8 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】

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】

1 月 25 日 2 月23 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】

1 月 29 日 2 月28 日

1 月 4 日 2 月3 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。

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】

1 月 2 日 1 月31 日

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26p参照。

宝石とチャクラについて

選ぶべき途は
貴方の魂が
知っています

闇におおわれる

め

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︒

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

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
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たとえば心のツボの場所に直接置いて

紫系、金系 精神世界
藍色系
直感力

腹式呼吸することで︑気の乱れを整え

▼

………………頭上
………………眉間

ていくことができますよ︒

効果

ラージュエリーを身に着けることをお
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住吉通り

●サニー
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ホテル
ニュー
オータニ
サニー

飲食店に点字付のメニューとか

さん

あったらいいな。
黒田清利
﹁あったらいいな﹂と思ったら︑
思うだけじゃダメ︑実行に移さなきゃ！
黒田さんがそうして立ち上げたＮＰＯ法人の数︑
今のところ二十︒
点字の一般普及活動も﹁あったらいいな﹂の一つだ︒

る音が︑東西南北の向きによって異なることにも気

街を歩けば点字ブロックに目が移る︒横断時に流れ
字が無いっちゃろか？﹂

よう見かけるごとなったばってん ︑なして日本人の

歩道がいくら整備されていようが︑

出て活動するためだ︑ということにも ︒
…
しかし︑疑問はそこからだった︒
と︑いうことに︒

﹁健常者の日常にも点字ば普及させないかん！﹂

点字は日本人の字 そ
…んな簡単な事実に︑ずっと目
をそむけてきたことに気付くや︑

付いた︒それが︑視覚障がい者たちが自主的に街に

﹁このまんまじゃ︑寄り道できんっちゃない？﹂

立ち上げたＮＰＯ法人
なんと二十
黒田清利さん︒何やってる人かといえば行政書士だ︒
ところが︑
﹁こんなんがあったらよかっちゃけどねえ﹂
と思ったらソク行動に移してしまう性分から︑立ち
上げたＮＰＯ法人の数︑なんと二十法人！
ーー本業がおろそかになるでしょ？ーー
との杞憂の声にも︑
﹁子供の頃は何でもやっとったろ？ 授 業と授 業のあ
いだに休み時間があって︑そこで頭ば切り替えて︑
国語︑算数︑理科︑社会︑体育︑音楽︑図工って全
部やっとったろ？実は全部つながっとうとよ︒やけ
ん全部できるとよ︒社会に出ても同じたい！﹂
〝特定非営利活動法人 建築支援会福岡 〟〝 特定非営
利活動法人 博多時悠塾 〟〝 特定非営利活動法人 ３
Ｋｎｏｔｓ〟〝ＮＰＯ法人 あまくさ〟〝特定非営利
活動法人 九州元気の会〟などなどだが︑そこで今彼
が情 熱を燃やしているテーマの一つが〝 市民生活に
おける点字の普及〟というわけだ︒

この人たちがもし
災害に遭ったら
視覚障がい者たちとの出会いは︑商工会が主催する
年︶をきっ
防災ワークショップ︒西方沖地震︵ 2005
かけに防災士の免許を取得し︑防災エキスパート︵ 日
本防災士会 福岡県支部 事務局長 ︶として各地を講
演していた先での出来事だった︒
そこでいつもの性分がムクムクッ と
…頭をもたげて
きたわけだ︒

﹁もし こ
…の人たちが天神ロフトの６階で災害に遭っ
たら︑どげんなるっちゃろ？周囲の人は白杖を持つ
人にちゃんと気付いてくれて︑ちゃんと声かけして
くれて︑一緒に逃げてくれるっちゃろか ﹂
…

メニュー表 現在あるメニュー表に〝メニュー名と
シート︶
価格〟が打ち込まれた透明の点字テープ︵ or
を上貼りすることで︑点字メニューになります︒
作業自体はテープ︵ or
シート︶を貼付けるだけとい
う簡単なもの︒また点字制作の受注者が視覚障がい
者自身であることから︑自立支援にもつながってい
く︒
ちなみに現在︑福岡県における視覚障がい者人口は

も︑名前が読めない︒たとえばデパートに入ったと

たとえば出会いがあったとしよう︒名詞をもらって

点字を加えます︒ちょっと凸凹にはなりますが︑手

名詞 現在ある名詞に会社名・名前・電話番号等の

けどね〟の一例だ︒

以下は誰にでもできる点字の〝あったらよかっちゃ

と動くったい︒やれば出来るっちゃけん！﹂

げんしたらいいよね﹄って思ったら︑そげんなるご

ちょっと角度を変えて考えるったい︒﹃コレってこ

﹁﹃当たり前﹄︑﹃これが普通﹄と思っとうことでも︑

最後に黒田さんからもうひと言︒

日常に少しでも点字を！

しよう︒商品を手にしても︑タグが読めない︒たと

触りとしては良好です︒

三千人ほどとか︒

えばレストランに入ったとしよう︒料理やお酒をオー

商品シール ビン入りや袋入りの商品シールは︑銘

点字も日本人の字ですから！

ダーしたいのに︑メニューが読めない！

柄を点字するだけでも区別が容易になります︒

リアです︒
そこにダイレクトに働きか

西通り

そんなの当たり前と思い込んできたが︑

なった﹂
﹁冷え性なのにカラダがポカ
ポカする﹂ と
…︒
なにしろうちはお顔を綺麗にする美
顔サロン︒
驚かれるのは当然です︒
私の施術は肩から上
︵顔・首・肩甲骨︶
︒

けた結果として︑乱れていた自律神経

明治通り
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黒田清利さん

福岡市早良区荒江 3 丁目
32 番 23-401

▼点字の練習風景
﹁中国語︑韓国語︑英語で書いてあるメニュー表は

肌トラブル改善だけのはずが
不眠・肥満・冷えなどの
様々なトラブル改善に
繋がってしまう理由
リ眠れるようになった﹂
﹁睫毛が濃く

やホルモンバランスがシャキッと整

全身を司る大事なツボが集まったエ
なった﹂
﹁バストアップした﹂
﹁痩せた﹂

機能を取り戻すのでしょう
︵岩村︶

うようですね︒
そして本来持つ健康な

﹁便がドッサリ出た﹂
﹁鬱な気分がなく

皆様よくびっくりされます︒
﹁グッス

・
・

応募方法は本誌26P（アンケート＆プレゼン
トのページ）
をご覧ください。
「D」
とご記入のう
え、
FAX・メール・郵便にてご応募ください。

商品シールに点字を採用した
〝のりニシキ”です。商品シー
ルの上に点字シート（ほぼ同
じサイズ）を貼付けています。

TEL 090-3197-0232

□過食症
□不眠症
□慢性便秘
□生理痛
□更年期障害
□冷え性
□抜け毛・薄毛
□脇汗・ワキガ
□花粉症
□ストレス
□肥満
□生理不順
□肩凝り
□低体温
□加齢臭
□不妊症
□ニキビ
□赤ら顔
□乾燥肌
□凹凸肌
□シミ
□大ジワ・小ジワ
□頬のタルミ
□まぶたの下がり
□ほうれい線
□吹き出物
□脂性肌
□クスミ
□イボ
□フェイスラインのタルミ
□首や胸のシワ、
タルミ
□毛穴
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思いつくまま数々のＮＰＯ
法人を設立し活動︒ある時
は防災士︑またある時はビ
ジネス企業セミナー講師︑
またある時は本業の行政書
士 と
…︑分刻みの毎日を送
る︒

黒田清利まで

こちらの名詞は名前だけ
の点字例です。シールタ
イプでなく出来上がった
名詞に直接打ち込んでい
ます。会社名、名前、電
話くらいまでは、ちゃ
んとイケます。
施術後一時的にだるさ・頭痛・腹痛・筋肉痛・
※
関節痛などの好転反 応が見られる方もおられま
す︒
﹁キレイになりたい！元気になりた い！ ﹂の
本気をご用意ください︒
気の流れを合わせる事が困難と判断された場
※
合︑ご満足して頂ける施術が出来ませんので御
遠慮させて頂く場合も︒
漢方薬・ホルモン剤服用中の方や美容整形を
※
受けられた方は施術効果に支障をきたすことが
あります︒

検索

● 岩田屋本店新館
幸 せ のエッセンス

アズ漢方美容サロン
● DADAビル

検索

■
アズ 漢 方 美 容 サロン

天神吉富ビル5F

西鉄●
GH

福岡市中央区天神２-7-12
天神吉冨ビル５F
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木曜日13:00~21:00
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ガリヤ特典 (初回限定)
● 漢方美顔体験（90分）
通常14,350円
→ 9,000円( 現金のみ）
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いくつ チェック が
ついたかな…？

のりニシキは、有明海の海苔と乳酸菌を肥料
にして作った、
たいへん美味しいお米です。
し
かも新米ですから、
お米にこだわる方には、
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※
受けられた方は施術効果に支障をきたすことが
あります︒

検索

● 岩田屋本店新館
幸 せ のエッセンス

アズ漢方美容サロン
● DADAビル

検索

■
アズ 漢 方 美 容 サロン

天神吉富ビル5F

西鉄●
GH

福岡市中央区天神２-7-12
天神吉冨ビル５F
営／平 日11:00~20:00
木曜日13:00~21:00
土日祝11:00~18:00
休／月曜日・第１、３日曜日

ガリヤ特典 (初回限定)
● 漢方美顔体験（90分）
通常14,350円
→ 9,000円( 現金のみ）

092-752-1239

さて…貴女は
いくつ チェック が
ついたかな…？

のりニシキは、有明海の海苔と乳酸菌を肥料
にして作った、
たいへん美味しいお米です。
し
かも新米ですから、
お米にこだわる方には、
ヤ
ミツキ注意な食感です。

点字シール付き
美味しいお米
のりニシキプレゼント！

特定非営利活動法人
九州元気の会

CLOSE UP HUMAN
D

点字に関するお問い合わせ

シルクちゃん

ん︒
ところがドッコイ⁝︒

私がホッとしたのは言うまでもありませ

﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹂
よく見ると︑
サプリの目が♥です︒

そうしてムーの巨 体をギャ ンギ ャンギ

長澤 由起子

それにしても ︑サプリの行為は大胆でし

にもかかわらず︑

プリの目は︑
あい変わらず♥ですし⁝

るし ︑プリップリに 怒っていたはずのサ

それからも ︑ムーは連チャンで やって来

た︒
小さな女のこが ︑自分の三倍もあり

そうなオジサン 猫を ︑まさに 体当たり
で引き止めたのですから︒

私もビックリでしたが︑
もっとビックリは

ムーだったと思います︒
よけてもよけても

庭の銀杏の樹をタタタッとかけ登ると ︑

それにしても︑ こうしてゴハンをもらっ

﹁まさか⁝サプリ？﹂

ャンギャン弾き飛ばしていくうちに︑
とっ

﹁ギャン！﹂

ボコボコでユラユラの枝先から二階のバ

ているの に カケラ程の愛 想もな く ︑寡

﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹂

スリスリスリスリ⁝︒

ルコニーに向けて︑
ヒラ〜ッとジャンプ︒

黙で不遜な顔つきが︑タダモノじゃない

ても目出たいことが起こりました︒

ときどきこうして︑命がけでごはんを食

彼の名前はムー
︵夢︶
︒

になりかけた子猫たちが︑
組んずほぐれつ

久しぶりに訪れたバルコニーではオトナ

ところが︑
ある晩のことでした︒

﹁そろそろ手術しなくちゃね⁝﹂

サプリのことが大好きです︒

皆んなそれなりにカッコいいし ︑
もちろん

周囲の男のこたちも︑
ア然でした︒

こんな奇跡ってあるのでしょうか？

﹁ニャン！﹂

﹁声︑
出てるじゃん！﹂

す︒

べに来る野良ちゃんです︒

そんな様子に気圧されてか︑オジサン猫

﹁美味しかった？﹂

それからというもの︑

けでしょうか︒
いわゆる︑ヴォイストレー

帯が刺 激され て ︑動き始めたというわ

悲鳴をあげ続けたことで ︑
眠っていた声

ギ ャ ン ギ ャ ン ギ ャ ン ギ ャ ン 凄 まじい
﹁あっムーちゃん︑今日も来てるんだ﹂

ニングっていうやつですね︒

のムーはたじろいで ︑
コソッと去ろうと

ところが人生︵猫生︶
︑何が

もうほとんど︑
入リビタリ︒

﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹂

﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹂

起こるかわかりません︒

先日︑久しぶりにサプリを見た姪が ︑ビ

していました︒

そんなムーを トコトコ追

ックリしてこう言いました︒

いかけて スリスリスリス

やがて衆目の見守る中 ︑
恋愛成就とあい
リ⁝ と スリ寄ったのは︑
紅
一点のサプリです︒

﹁ギャン！﹂

代わりに︑
ボディランゲー

でも︑
話すことができない

がありません︒

サプリには︑生まれつき声

ら︑部屋に戻ってしまいました︒

そしてサプリは ︑プリップリに怒りなが

き飛ばされておりました︒

なんと︑巨漢ムーが一メートルほども弾

ものすごい悲鳴があがったのと同時に︑

合う︑
とても楽しい話し相手です︒

とにかく︑
おかげでサプリは今︑
心の通い

﹁⁝ま︑
いろいろ⁝あってね⁝﹂

して？どうして？﹂

うして？どうして？ねっどうして？どう

ジは得意なのです︒

以前お話しましたように

﹁あれえ〜 サプリ声が出てるじゃん！ど

なったわけですが⁝その瞬間︑

と思い始めた矢先の出来事でした︒

のお祭り騒ぎです︒

なんと ︑サプリに〝声〟が生まれたので

です︒

の悲鳴で︑
弾き飛ばします︒

﹁あらムーちゃん久しぶり︒
ごはんすぐ用

そう︑サプリの初 恋⁝一目惚れだったの

(通巻Vol.307）

オーラを放ちます︒

Vol.16

意するから︑
ちょっと待ってて！﹂

恋
︵声︶
の奇跡

︻ 猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

1988-1997

人生感に多大な影響を与えてくれた猫です。

﹁元気だった？﹂

野良のムーです。無口です。
どういう栄養補給をしている
のか８キロほどあります。態度のデカさが魅力です。
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My
Sweet
Life
With
Cats

写真の女の子と犬︑
そっくりですね︒

暮らしています︒
でも︑彼らが
︿大親友﹀
な

彼らは家族ではありません︒
別の家庭で

︿犬とイヌ﹀の写真をご覧ください︒
犬た

のは 言 われな く ても見 れば 分 か りま す

﹁偶然？﹂
いえ、﹁必然﹂
です！
ちが同じ姿勢をしています︒

ね︒

と︑
思いませんか？

﹁これは︑
偶然？﹂

ちょっと違う︑とても特別な
︿絆﹀
があるの

このように︑犬とヒトには︑他の動物とは
長年犬にかかわると︑

です︒

しかし︑そんな貴重な存在の
︿犬﹀
も︑実は

日本の生き物事情

﹁気のせいかな？﹂
と思う出来事が度々起こります︒
最初の
﹁偶然だよね﹂

す︒
また︑周囲を見ると︑私たちはヒト以

日本では︑急速に減少・小型化していま

うちは

類も異なる犬たちが頻繁に同じ︿姿﹀を見

外の︿生き物﹀と︑日常的に接する機会を

と思うのですが︑飼主・年齢・性別・種
せるので︑

失いつつあるのにも気づくでしょう︒

犬は群れの動物で︑彼らにとって仲間との

ています︒
しかし︑
もし
︿
︵我々の社会に︶
ヒ

むろん︑その方々の悪意の無さも理解し

心や拒否反応もよく見かけます︒

そのせいでしょうか︑生き物に対する無関

﹁これは偶然じゃない 必然なんだ！﹂
と確信にいたります︒

絆はとても重要です︒

の排除﹀
につながりかねない︑とも思うの

仲良し行動

写真の
︿姿﹀
は︑
︿無意識に同じ行動をとる

です︒

トしかいらない﹀
のなら︑それは︑
︿生き物
︻同調行動︼
﹀と︿意識的に同じ行動をとる

似ることで見られます︒

会に共に暮らし︑しかも︑日常的に私たち

古代から現代まで︑この激変した人間社

︿犬﹀
は最後の命綱
犬は仲 間とのコミュニケーションを︿言

う︑︿犬﹀
の他には存在しなくなりました︒

と共に社会参加する︿生き物﹀は︑今はも

や︑仲良くなりたいと思う犬が相手を真

︻協調行動︼
﹀で︑とても仲が良い犬同士

葉﹀ではなく︿ボディーランゲージ︵表情・

ます︒

︿最後の命綱﹀なのだと︑私は確信してい

す︒
そして︑私たちと︿生き物﹀をつなぐ

︿犬﹀は私たちとって本当に特別の存在で

身振り︶
﹀
で行うので︑こういった
︻仲良し
行動︼がハッキリと︑しかも頻繁に表れる
のです︒

︿絆﹀
の証明
この︻仲良し行動︼
︑実は︿犬とヒト﹀でも
よく見られます︒
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犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

犬とヒト ま〜ちゃん＆レイチェル

!?

No.16

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！

proﬁle

〜犬は地球を救う！〜
群の仲間

犬とイヌ

Photo Garally

スリーピーズハウス 土生亜紀子

犬猫人互助会について
など︑良いこと満載！
ところがそんな良いことが︑
〝責
てしまうのです︒

任感〟からくる〝不安〟で壊され

百歳以上の人口が三万人を越えま
行政書士さんを介し︵ペット信託︶

飼主リタイア年齢なんて
あるんでしょうか？
した︒また女性が十人いれば三割以
余裕のあることが前提です︒

そこで〝不安を断つ〟方法として

飼主の不安を断つ
犬猫人互助会の流れ

という方法がありますが︑資金的

上が六十五歳以上 ︒
…
そこで〝飼い主年齢〟ですが︑六十
代に突入するあたりから︑
﹁私が先に逝ってしまったら︑
このこ
と不安になって〝飼主リタイア〟を
〝 犬猫人互助会︵仮名︶〟を考え

たちはいったい？﹂
考えはじめます︒
ました︒
仕組みは簡単です︒

ワンニャン年齢も百歳超え︵二十歳
以上︶の時代ですからね︒

旨を事務局に報告します︒

①飼育困難になった時点で︑その

でもリタイアの理由が責任感であれ
う方宛︑連絡が届きます︒

②待機会員に事務局から条件が合

犬猫にとっての損失！
ば︑飼い主としては上級者です︒

入会しませんか？

場合も︑同様の流れです

)

︵ 新飼主さんが飼育困難になった

③新飼主さんに譲渡されます︒

そんな上級飼主さんたちが責任感を
理由に〝飼主リタイア〟なんて実に
モッタイナイ損失です︒
そう︑犬猫たちにとっての大損失な
のです！

ません︒犬猫たちがそばに居てイロ

大損失はむしろ︑人のほうかもしれ
お一人でも多くのご入会を︑お待

るものではありません︒

ててはいますが︑若い方を排除す

当会は中高年層にターゲットをあ

イロと面倒なことをやらかしてくれ
ちいたします︒

人にとっての大損失！

るおかげで︑
ヴィッドになる︒

①日々の暮らしが明るく楽しくヴィ
②心が洗われたり癒されたりする︒
②健康寿命が伸びる︒
………………………………………………………………………………………………………………きりとり

冬将軍からわんこたちを少しでも守れるようにと︑お山は冬支
︒
…

度で大忙しでした︒お日様を犬舎に入れるための︑メイッパイ
伸びた竹切りとか︑風を入れない為のビニール貼りとか
雨が止み︑曇り空になったので小
屋から出て来たところのくうちゃ

動愛園

⑤Ｂ会員

博多斎場

そう思われても仕方ないほど

﹁ここが霊園？﹂

一見してサロン風のため︑
がらのお別れです⁝

でもこの斬新さの内には︑溢

斬新な霊園です︒
れるほどの癒し︑ねぎらい︑そ
して小さな命への感謝の思い

と︑
きっと思って頂けます︒

が込められています︒
※体重制限十二キロまで︒
大型犬は
糸島斎場にて受付けます︒

葬儀会場まで整っています︒

火葬︑
納骨︑
墓地はもちろん︑
ご

きて本当によかった！﹂

﹁このこ が 喜 ん でいる︒連 れて

緑や光に︑たっぷりと包まれな

このこが喜んでいる … 斬新さと
気遣いに包まれて
きっと思って頂けます

糸島斎場

動愛園

糸島︑
博多の両斎場ともに
ご家族の皆様が愛するペットとの最後のひとときを
納得ゆくまでお過ごしいただけます︒

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

⑤Ａ会員
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⑥…のように番号順に記入してメール送信してください）
♀
５歳
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。

ん︵写真右︶をパチリ︒
目の回りが黒いのはアレルギーの
せいです︒だいぶんなおりました
のでご安心ください︒
れんちゃん︵写真左︶はこの頃ガ
ニ股が酷くなり︑時々股関節がは
ずれます︒

痛さでのたうち回り︑私たちもお

※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。

お車でお参りの際は︑糸島の美
しい海沿いのドライブで︑心癒

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

ろおろするばかりでしたが︑この

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

されてください︒

一般社団法人全国ペット霊園協会

頃は自然に骨が入るコツがわかっ
たみたいです︒静かに横になり︑

〒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）
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じっとしています︒

皆様の新年に
幸多かれと祈ります

歳♀♂）

-

シバ犬

郵送

mail

/

-

⑤中型犬
④Ａ会員
②55 歳
①田中和子
（例

歳♀♂）

@

/
歳♀♂）

携帯

歳♀♂）

/

/

猫（種
/

猫（種
歳♀♂）
将来的に

歳♀♂）

-

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。
）

④ご希望は Ａ会員 orＢ会員？ Ａ会員

/
将来的に

大型犬（種
預かりたい
中型犬（種
犬 or 猫の希望
小型犬（種

-

③〒810-0004 福岡市…

mail nagasawa@gariya.com
博多区吉塚 3-8-52

動愛園のお問合せ・お申込み
0120-24-7979
http://www.douaien.co.jp

博多斎場で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。

愛しいペットや遺された人たちをやさしく見守ります

この支援のいきさつは？

たくさんの犬を保護していた

方が急逝され︑犬たちが遺棄

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）
博多区吉塚 8-1-9

動愛園博多斎場

に近い状況︵当時は百匹程︶に置か

（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。）
一般社団法人全国ペット霊園協会

NPO法人 西日本動物愛護協会

れたことから︑ガリヤ読者の皆様に

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

動物霊園です
動愛園は

動物大好きな
ＮＰＯ法人が運営する
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

ご支援をお願いし︑はや十五年目を

③ご住所

歳
②年齢
①お名前

歳♀♂）

電話
連絡

〒

/
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
NPO法人 西日本動物愛護協会

迎えます︒今は老齢犬ばかりです︒

尊いご寄付をありがとうございました！

/

動愛園糸島斎場

どんな場所ですか？

自然に恵まれ︑イノシシ︑蛇︑

鳥︑虫など様々な命に囲まれ

ています︒もちろん電気なしガスな
しですが︑幸いにもそばを山水が流
れ︑水だけはもらい放題です︵ウン
コやシッコを取り除いた後ホースで
床を洗浄したり洗い物したり︶
︒

次ページもごらんください…（汗）

くうちゃん
（♂）です。

れんちゃん
（♂）です

伝助ちゃん
（♂）
だよ

入会金：無料
年会費：無料
小梅 (♀) だよ

ワンコたちにご寄付をお願いいたします

皆様のおかげで命をつないできました。
今年も、
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。

こんな会を作ろうとしています。

会員になりませんか？！
犬猫人互助会 入会申込み用紙
【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

犬猫たちと安心して暮らし続けるために

ヨシキカヨコ様 ………4,000 円
セリス様 ……………… 2,000 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
モロイワケンジ様 …… 3,000 円
ナカニシトモコ様…… 3,000 円
ヒラハラヨシノリ様 … 3,000 円
イコール様 ………… 20,000 円
フルカワミキ様
………フード＆サプリ
ヨシキカヨコ様……… 5,000 円
イトウハルコ様……… 3,000 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
ヒラハラヨシノリ様 …2,000 円
スギレイコ様………… 5,000 円
イコール様 …………20,000 円
グルメビップノフウニャン様
………3,000 円
ユメイッパイ様 ………3,000 円
フルカワミキ様 ………10,000 円

Ａ Ｑ
Ｑ
Ａ

犬猫人互助会について
など︑良いこと満載！
ところがそんな良いことが︑
〝責
てしまうのです︒

任感〟からくる〝不安〟で壊され

百歳以上の人口が三万人を越えま
行政書士さんを介し︵ペット信託︶

飼主リタイア年齢なんて
あるんでしょうか？
した︒また女性が十人いれば三割以
余裕のあることが前提です︒

そこで〝不安を断つ〟方法として

飼主の不安を断つ
犬猫人互助会の流れ

という方法がありますが︑資金的

上が六十五歳以上 ︒
…
そこで〝飼い主年齢〟ですが︑六十
代に突入するあたりから︑
﹁私が先に逝ってしまったら︑
このこ
と不安になって〝飼主リタイア〟を
〝 犬猫人互助会︵仮名︶〟を考え

たちはいったい？﹂
考えはじめます︒
ました︒
仕組みは簡単です︒

ワンニャン年齢も百歳超え︵二十歳
以上︶の時代ですからね︒

旨を事務局に報告します︒

①飼育困難になった時点で︑その

でもリタイアの理由が責任感であれ
う方宛︑連絡が届きます︒

②待機会員に事務局から条件が合

犬猫にとっての損失！
ば︑飼い主としては上級者です︒

入会しませんか？

場合も︑同様の流れです

)

︵ 新飼主さんが飼育困難になった

③新飼主さんに譲渡されます︒

そんな上級飼主さんたちが責任感を
理由に〝飼主リタイア〟なんて実に
モッタイナイ損失です︒
そう︑犬猫たちにとっての大損失な
のです！

ません︒犬猫たちがそばに居てイロ

大損失はむしろ︑人のほうかもしれ
お一人でも多くのご入会を︑お待

るものではありません︒

ててはいますが︑若い方を排除す

当会は中高年層にターゲットをあ

イロと面倒なことをやらかしてくれ
ちいたします︒

人にとっての大損失！

るおかげで︑
ヴィッドになる︒

①日々の暮らしが明るく楽しくヴィ
②心が洗われたり癒されたりする︒
②健康寿命が伸びる︒
………………………………………………………………………………………………………………きりとり

冬将軍からわんこたちを少しでも守れるようにと︑お山は冬支
︒
…

度で大忙しでした︒お日様を犬舎に入れるための︑メイッパイ
伸びた竹切りとか︑風を入れない為のビニール貼りとか
雨が止み︑曇り空になったので小
屋から出て来たところのくうちゃ

動愛園

⑤Ｂ会員

博多斎場

そう思われても仕方ないほど

﹁ここが霊園？﹂

一見してサロン風のため︑
がらのお別れです⁝

でもこの斬新さの内には︑溢

斬新な霊園です︒
れるほどの癒し︑ねぎらい︑そ
して小さな命への感謝の思い

と︑
きっと思って頂けます︒

が込められています︒
※体重制限十二キロまで︒
大型犬は
糸島斎場にて受付けます︒

葬儀会場まで整っています︒

火葬︑
納骨︑
墓地はもちろん︑
ご

きて本当によかった！﹂

﹁このこ が 喜 ん でいる︒連 れて

緑や光に︑たっぷりと包まれな

このこが喜んでいる … 斬新さと
気遣いに包まれて
きっと思って頂けます

糸島斎場

動愛園

糸島︑
博多の両斎場ともに
ご家族の皆様が愛するペットとの最後のひとときを
納得ゆくまでお過ごしいただけます︒

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

⑤Ａ会員
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⑥…のように番号順に記入してメール送信してください）
♀
５歳
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。

ん︵写真右︶をパチリ︒
目の回りが黒いのはアレルギーの
せいです︒だいぶんなおりました
のでご安心ください︒
れんちゃん︵写真左︶はこの頃ガ
ニ股が酷くなり︑時々股関節がは
ずれます︒

痛さでのたうち回り︑私たちもお

※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。

お車でお参りの際は︑糸島の美
しい海沿いのドライブで︑心癒

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

ろおろするばかりでしたが︑この

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

されてください︒

一般社団法人全国ペット霊園協会

頃は自然に骨が入るコツがわかっ
たみたいです︒静かに横になり︑

〒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）
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じっとしています︒

皆様の新年に
幸多かれと祈ります

歳♀♂）

-

シバ犬

郵送

mail

/

-

⑤中型犬
④Ａ会員
②55 歳
①田中和子
（例

歳♀♂）

@

/
歳♀♂）

携帯

歳♀♂）

/

/

猫（種
/

猫（種
歳♀♂）
将来的に

歳♀♂）

-

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。
）

④ご希望は Ａ会員 orＢ会員？ Ａ会員

/
将来的に

大型犬（種
預かりたい
中型犬（種
犬 or 猫の希望
小型犬（種

-

③〒810-0004 福岡市…

mail nagasawa@gariya.com
博多区吉塚 3-8-52

動愛園のお問合せ・お申込み
0120-24-7979
http://www.douaien.co.jp

博多斎場で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。

愛しいペットや遺された人たちをやさしく見守ります

この支援のいきさつは？

たくさんの犬を保護していた

方が急逝され︑犬たちが遺棄

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）
博多区吉塚 8-1-9

動愛園博多斎場

に近い状況︵当時は百匹程︶に置か

（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。）
一般社団法人全国ペット霊園協会

NPO法人 西日本動物愛護協会

れたことから︑ガリヤ読者の皆様に

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

動物霊園です
動愛園は

動物大好きな
ＮＰＯ法人が運営する
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

ご支援をお願いし︑はや十五年目を

③ご住所

歳
②年齢
①お名前

歳♀♂）

電話
連絡

〒

/
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
NPO法人 西日本動物愛護協会

迎えます︒今は老齢犬ばかりです︒

尊いご寄付をありがとうございました！

/

動愛園糸島斎場

どんな場所ですか？

自然に恵まれ︑イノシシ︑蛇︑

鳥︑虫など様々な命に囲まれ

ています︒もちろん電気なしガスな
しですが︑幸いにもそばを山水が流
れ︑水だけはもらい放題です︵ウン
コやシッコを取り除いた後ホースで
床を洗浄したり洗い物したり︶
︒

次ページもごらんください…（汗）

くうちゃん
（♂）です。

れんちゃん
（♂）です

伝助ちゃん
（♂）
だよ

入会金：無料
年会費：無料
小梅 (♀) だよ

ワンコたちにご寄付をお願いいたします

皆様のおかげで命をつないできました。
今年も、
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。

こんな会を作ろうとしています。

会員になりませんか？！
犬猫人互助会 入会申込み用紙
【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

犬猫たちと安心して暮らし続けるために

ヨシキカヨコ様 ………4,000 円
セリス様 ……………… 2,000 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
モロイワケンジ様 …… 3,000 円
ナカニシトモコ様…… 3,000 円
ヒラハラヨシノリ様 … 3,000 円
イコール様 ………… 20,000 円
フルカワミキ様
………フード＆サプリ
ヨシキカヨコ様……… 5,000 円
イトウハルコ様……… 3,000 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
ヒラハラヨシノリ様 …2,000 円
スギレイコ様………… 5,000 円
イコール様 …………20,000 円
グルメビップノフウニャン様
………3,000 円
ユメイッパイ様 ………3,000 円
フルカワミキ様 ………10,000 円

Ａ Ｑ
Ｑ
Ａ

ガリヤ読者の皆様に

教育費用・海外旅行費用・住宅購入資金・
老後の生活費・公的老齢年金の額・介護
費や葬儀費用等々 ︒
人生 の未来予想図を経済的な視 点で
ライフプランを立てると︑その家庭の

捉えたものがライフプランです︒
経済的な﹁サイズ﹂が分かります︒

のように︑自分に合った生命保険や貯
蓄方法が選びやすくなります︒
家計の無駄遣いも減らせるかもしれ
ませんね︒

家族の夢や計画を諦めることなく実現
するためには︑それだけの資金準備が
必要です︒しかし︑銀行口座に常に多
額の現金が準備されている家庭はあま
りありません︒

弾 圧 か ら 逃 れ て 来 た 斉 彬 派 の 者 を︑
福岡藩で匿ったこともあった︒あるいは
実家の内紛に心を痛め︑箱崎や太宰府で
祈祷を行っていたほどだ︒
むねなり

斉 傳 は 旧 知の 宇 和 島 藩 主 伊 達 宗 城 ら
を通じて︑幕府に働きかける︒これを受

です︒

ができる唯一のリスク対策の金融商品

な い多額のお金を家族に準備すること

のことがあっても︑自分では準備でき

そこで生命保険です︒自分に万が一

老犬ばかりとなった

渋々隠居させられ︑斉彬が藩主となった︒
西郷は文政十年︵一八二七︶十二月七

興業に努める︒反射炉を築き︑大砲を鋳

保険は沢山加入しているけど︑貯蓄
は殆どしていない人や︑その逆の人も
います︒偏食が健康を損なうように︑
保険や貯蓄もバランスが大切です︒
保険も死亡保障と医療保障のバラン
スが肝心だし︑貯蓄だけの人は投資に
年の初めに︑ご家族で互いの夢を語

も挑戦してみては如何でしょうか︒
り合うことから始めてみましょう︒

ところが︑西郷を起用することについ
そぼう

ては︑反対意見が少なからずあった︒そ
ひぼう

れは﹁麁暴あるいは郡方にて同役の交わ
りもよろしからずと︑誹謗する者多し﹂
︵
﹃鹿 児 島 県 史 料 斉 彬 公 史 料・三﹄
︶と
いう︑西郷の人柄を問題視するものだっ
た︒乱暴で職場の人間関係が上手くいか

一坂太郎の鋭くも柔軟な切り口で明治維新を
ひもときます︒歴史ってこんなに面白いもの
かと目からウロコ︒読み始めたら最後まで止
まりません︒これからの日本の行方までが見

超オモシロイ！
一坂太郎の新刊情報

激したのは︑言うまでもない︒

ではない﹂と︑言ったという︒西郷が感

に人が誉めるような者は必ず役に立つ者

ほ

必ず俗人から誹謗されるものだ︒今の世

れ な か っ た︒
﹁役 に 立 つ 者 と い う の は︑

だ が︑斉 彬は周囲の雑 音には惑わさ

けて︑老中首座の阿部正弘たちが動く︒ ないというのだから︑後世につくられた
そして斉興は嘉永四年︵１８５１︶一月︑ 西郷のイメージとは︑ずいぶんと異なる︒

写真が﹁発見﹂され︑マスコミを賑わし

日︑鹿児島城下の下加治屋町に︑薩摩藩

斉 彬はただちに鹿児 島に入り︑殖 産

たりもするが︑決定的な裏付けが取れる

造するなど︑西洋技術を積極的に導入し

の問題は表面化していたのだ︒

幕府に開国を迫るなど︑西洋列強の外圧

提督率いる黒船四隻が江戸湾に来航し︑

嘉 永 六 年 六 月 に は ア メ リ カ の ペリ ー

て︑富国強兵を進めた︒

島津斉彬登場

士の子として生まれた︒弘化元年︵一八

い︒おそらく西郷の写真は︑残っていな
いのだろう︒
その理 由はさてお く として︑実 像 が

四四︶には下級役人として出仕し︑郡方

はっきりしないからこそ︑西郷は﹁伝説﹂
になった︒後世になり沢山の肖像画が描

書役助という︑村々をまわって年貢徴収

こおりがた

かれたが︑いずれも大きな目玉に太い眉︑

を監督する仕事に就く︒
そんな西 郷 が︑世に 出 る きっかけ を

かきやくたすけ

恰幅が良くて大物感を漂わす︒さらには
﹁敬 天 愛 人﹂と い う 座 右 の 銘 も 加 わ り︑
清濁会わせ飲む︑度量の大きな人格者の

色々かかっておりますが、

借地料、環境設備料など

向かう︒その行列の中に︑中御小姓役に

一月二十一日︑鹿児島を発って︑江戸に

このため︑斉彬は安政元年︵一八五四︶ えてしまう一冊です︒
だ が︑斉 彬 が 薩 摩 藩 主になったのは

抜擢された西郷がいた︒

彬派を大量に処罰する﹁お由羅騒動﹂と

ぎに据えようと企む重臣たちがおり︑斉

のあらゆる情報を集め︑庭先で直接藩主

庭方﹂を命じられる︒お庭方は︑世の中

郷がたびたび藩に提出していた︑意見書

藩主との距離はきわめて近い︒斉彬は西

藩の職制中での身分は高くはないが︑

に報告するという仕事だ︒

江 戸 に 着 く や 西 郷 は︑斉 彬 か ら﹁お

斉興が︑世継ぎである斉彬に︑なかなか

つくったのは薩摩藩主の島津斉彬だ︒

シェルターの運営には、

ポイントはバランス

ただ…実はこのところ、

大黒柱に万が一のことがあっても︑

生命保険の本当の機能

一年 人(生︶
の計は元旦にあり
ライフプランのお勧め
自分や家族の将来の夢や計画を考える
ときに大切なのは︑夢や計画の実現には
どれぐらいのお金が必要かを具体的に試
算してみることです︒
結婚式の費用・車の購入・出産費用・

一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ︼⑯

ほんとうに

ものは︑いままで一枚も見つかっていな

イメージが出来上がっている︒

西郷隆盛と福岡
西 郷 隆 盛は写 真 が 残っていない︒と

支えられてきました。

サイズが分かると洋服や靴を選ぶ時

15 年に渡り、

四十二歳と︑遅い︒その理由は父の島津
藩主の座を譲らなかったからだ︒それど
ころか︑斉彬の異母弟である久光を世継

ご寄付の継続を、

翌朝の残り酒にご注意を！

⬇
お酒はなかなか抜けません︒
二日酔い運転に注意！

生命保険の仕事を長くしていると︑昔はよく
﹁新年早々に保険の話なんて ﹂
…と言われることもありました︒
最近は意外とこの時期に保険の見直し相談が多いようです︒

お山のワンコたちは

そこで 窮した斉 彬 派は︑福岡 藩 主黒

18

よろしくお願い致します。

19

約４時間

年始休暇でゆっくり出来る時だからこそ︑自分や家族の将来の夢や計画を
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ガリヤ読者の皆様に

教育費用・海外旅行費用・住宅購入資金・
老後の生活費・公的老齢年金の額・介護
費や葬儀費用等々 ︒
人生 の未来予想図を経済的な視 点で
ライフプランを立てると︑その家庭の

捉えたものがライフプランです︒
経済的な﹁サイズ﹂が分かります︒

のように︑自分に合った生命保険や貯
蓄方法が選びやすくなります︒
家計の無駄遣いも減らせるかもしれ
ませんね︒

家族の夢や計画を諦めることなく実現
するためには︑それだけの資金準備が
必要です︒しかし︑銀行口座に常に多
額の現金が準備されている家庭はあま
りありません︒

弾 圧 か ら 逃 れ て 来 た 斉 彬 派 の 者 を︑
福岡藩で匿ったこともあった︒あるいは
実家の内紛に心を痛め︑箱崎や太宰府で
祈祷を行っていたほどだ︒
むねなり

斉 傳 は 旧 知の 宇 和 島 藩 主 伊 達 宗 城 ら
を通じて︑幕府に働きかける︒これを受

です︒

ができる唯一のリスク対策の金融商品

な い多額のお金を家族に準備すること

のことがあっても︑自分では準備でき

そこで生命保険です︒自分に万が一

老犬ばかりとなった

渋々隠居させられ︑斉彬が藩主となった︒
西郷は文政十年︵一八二七︶十二月七

興業に努める︒反射炉を築き︑大砲を鋳

保険は沢山加入しているけど︑貯蓄
は殆どしていない人や︑その逆の人も
います︒偏食が健康を損なうように︑
保険や貯蓄もバランスが大切です︒
保険も死亡保障と医療保障のバラン
スが肝心だし︑貯蓄だけの人は投資に
年の初めに︑ご家族で互いの夢を語

も挑戦してみては如何でしょうか︒
り合うことから始めてみましょう︒

ところが︑西郷を起用することについ
そぼう

ては︑反対意見が少なからずあった︒そ
ひぼう

れは﹁麁暴あるいは郡方にて同役の交わ
りもよろしからずと︑誹謗する者多し﹂
︵
﹃鹿 児 島 県 史 料 斉 彬 公 史 料・三﹄
︶と
いう︑西郷の人柄を問題視するものだっ
た︒乱暴で職場の人間関係が上手くいか

一坂太郎の鋭くも柔軟な切り口で明治維新を
ひもときます︒歴史ってこんなに面白いもの
かと目からウロコ︒読み始めたら最後まで止
まりません︒これからの日本の行方までが見

超オモシロイ！
一坂太郎の新刊情報

激したのは︑言うまでもない︒

ではない﹂と︑言ったという︒西郷が感

に人が誉めるような者は必ず役に立つ者

ほ

必ず俗人から誹謗されるものだ︒今の世

れ な か っ た︒
﹁役 に 立 つ 者 と い う の は︑

だ が︑斉 彬は周囲の雑 音には惑わさ

けて︑老中首座の阿部正弘たちが動く︒ ないというのだから︑後世につくられた
そして斉興は嘉永四年︵１８５１︶一月︑ 西郷のイメージとは︑ずいぶんと異なる︒

写真が﹁発見﹂され︑マスコミを賑わし

日︑鹿児島城下の下加治屋町に︑薩摩藩

斉 彬はただちに鹿児 島に入り︑殖 産

たりもするが︑決定的な裏付けが取れる

造するなど︑西洋技術を積極的に導入し

の問題は表面化していたのだ︒

幕府に開国を迫るなど︑西洋列強の外圧

提督率いる黒船四隻が江戸湾に来航し︑

嘉 永 六 年 六 月 に は ア メ リ カ の ペリ ー

て︑富国強兵を進めた︒

島津斉彬登場

士の子として生まれた︒弘化元年︵一八

い︒おそらく西郷の写真は︑残っていな
いのだろう︒
その理 由はさてお く として︑実 像 が

四四︶には下級役人として出仕し︑郡方

はっきりしないからこそ︑西郷は﹁伝説﹂
になった︒後世になり沢山の肖像画が描

書役助という︑村々をまわって年貢徴収

こおりがた

かれたが︑いずれも大きな目玉に太い眉︑

を監督する仕事に就く︒
そんな西 郷 が︑世に 出 る きっかけ を

かきやくたすけ

恰幅が良くて大物感を漂わす︒さらには
﹁敬 天 愛 人﹂と い う 座 右 の 銘 も 加 わ り︑
清濁会わせ飲む︑度量の大きな人格者の

色々かかっておりますが、

借地料、環境設備料など

向かう︒その行列の中に︑中御小姓役に

一月二十一日︑鹿児島を発って︑江戸に

このため︑斉彬は安政元年︵一八五四︶ えてしまう一冊です︒
だ が︑斉 彬 が 薩 摩 藩 主になったのは

抜擢された西郷がいた︒

彬派を大量に処罰する﹁お由羅騒動﹂と

ぎに据えようと企む重臣たちがおり︑斉

のあらゆる情報を集め︑庭先で直接藩主

庭方﹂を命じられる︒お庭方は︑世の中

郷がたびたび藩に提出していた︑意見書

藩主との距離はきわめて近い︒斉彬は西

藩の職制中での身分は高くはないが︑

に報告するという仕事だ︒

江 戸 に 着 く や 西 郷 は︑斉 彬 か ら﹁お

斉興が︑世継ぎである斉彬に︑なかなか

つくったのは薩摩藩主の島津斉彬だ︒

シェルターの運営には、

ポイントはバランス

ただ…実はこのところ、

大黒柱に万が一のことがあっても︑

生命保険の本当の機能

一年 人(生︶
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自分や家族の将来の夢や計画を考える
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ほんとうに

ものは︑いままで一枚も見つかっていな

イメージが出来上がっている︒
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西 郷 隆 盛は写 真 が 残っていない︒と

支えられてきました。
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15 年に渡り、
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⬇
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丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談
その 十 六︵ 通 著 八 十 五 ︶

一方が絶対悪で一方が絶対善になって

脳みそイッコだけで生きていくよりも …

﹁丸田さん︑﹃物事は片面的視野

象﹂を観察し︑理解し︑判断し︑対応
していく﹃球面的視野﹄をもって生き
ていきたいと思います︒
そうすれば︑自分と違う意見に耳を
傾ける能力も今以上に養われていくも
のと思われます︒
そもそも自分と違う意見とは？
たった一つの自分の脳みそだけで考

できない思考や発想を人からいただい

いるわけで︑そうじゃなくて自分には

えられることというのはたかが知れて
私が思うにこれだと本当のハイレベ

て︑それを自分なりに噛み砕いて生き

しまうのです︒

に観なければ ﹄とよく言 われ ま

ルな紛争解決ができないのではないか︑

生きていくよりも︑

関連会社の合併・分割など経済的強者

脳みそをふんだんに取り入れて生きて

違う意見を持った

◆先着 30 名 ◆講師 : 司法書士 丸田幸一

◆毎月第３金曜日開催 ◆予約は電話が FAXで / TEL：092-716-8658 FAX：092-731-7285

で観るだけでは駄目だ︑多面的

す が︑やっぱりそうですか？﹂

私たちはついつい自分と同じ意見を

る知恵にしていくということなのです︒

と思うのです︒
両面の仕事を受け︑両面の気持ちを

心地よく思ってしまい︑自分と違う意

支援︑多重債務者の方の生活再建︑悪

例えば︑敷金問題の大家さんと賃借

の方々まで︑世の中のありとあらゆる

いったほうが絶対にいい人生にできる

より興味を持って耳を傾け︑そして勇

うであったように︒

20

享受し︑両面の法律理論を考える︒
これによって︑より優れた法律家に

それは非常にもったいないことです︒

見を聴くことを避けがちになりますが︑

なれるのではないか︑と思うのです︒
だから私はこの２４年間の司法書士

質ネット販売の被害者の方の被害救済

﹁う〜ん︑
多面的視野をもってし
てもまだ足りませんね︒それで
はまだ ま だ 平面ですよね ︒﹃物
事は球面的に観なければいけな
い﹄
︑
と最近思っています︒
﹂

そして︑これは私の仕事である紛争

といった社会的に弱い立場にある方々

自分の脳みそ１個だけで

解決を経験してきて醸成されたものか

人生において︑ホームレスの方の自立

もしれません︒

人︑労働問題の経営者と労働者︑借金

立場の人々のありとあらゆる法律実務

から︑資産家の方の相続対策︑大企業

１０個︑
コ
ッ
チ
の
１００個︑
取り入 も
れ
１０００個の おっかな ちゃ
…

問題の金融機関と債務者︑交通事故の

これからも︑片面的にならず︑多面

気をもって決断していきましょう︒

自分と同じ意見以上に︑違う意見に

と思います︒

に携わってきたのです︒
実はこれは私が意識して取り組んで

加害者と被害者などなど︑一般的に立

場が二手に分かれます︒
そして︑私たち法律家は得てしてど

的でも足らない︑球面的に﹁人間とい

きたことなのです︒

う動物の本質﹂や﹁その人間と言う動

ちらか一方の立場の仕事に特化しがち
そうするとどうしても思考回路が固

物たちがつくる世の中のさまざまな現

【歴史タイム】
19:00〜21:00 未だ謎が多い真田幸村の生涯に迫ります。

金曜日

です︒
まってしまい片面的にしか物事をとら

名だたる歴史上のリーダーたちがそ
えられなくなってしまいます︒

2020年6月2日午前０時までに施行される改正債権
法が、既に成立しています。改めて、消滅時効・法定
利率・連帯保証人・敷金など多くの皆さんに影響が
ある重要な改正ポイントをしっかりご紹介致します。
金曜日 【歴史タイム】
19:00〜21:00 ロシア革命を引き起こした「日露戦争勝利の影の立
役者」
明石元次郎をご紹介致します。

民法の親族規定を今一度おさらいをしたいと思い
103回 ます。
そして、最近の夫婦・親子を巡る社会情勢を 第104回
改正したほうがいい親族規定など論
1月19日 題材にして、
2月16日
点を提供してみたいと思います。

第

そん

か

ほう

民法(債権法）大改正

夫婦・親子の法律

ＩＮアクロス福岡 (605 会議室）

じゅく

法科村塾

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

丸田幸一ブログ

どなたもお気軽にご参加ください！

球面的視野と紛争解決

球面的視野

田舎暮らしの話

とか︑それぞれの世界に浸っているように

のものを期待するので︑自分自身が苦し

ようか迷っていたので︑
その母親の方から

合いながら過ごそう︒
それに耐えた後の元

●松瀬 てつ代

くなるのだ︒

最初から一人だと覚悟すれば寂しさも

見えた︒
私はなるべく母娘の近くにいるよ
うにした︒
彼女らも参加者で会釈を交わ

るだろうに︒
考えると寂しいね︒
ない物ね

﹁冷えますね﹂

日は忙しくなる︒
家を預かる者として最

︿その拾伍﹀

年の晩のことを考えると憂鬱になって

だりをしてもしようがないが︑家族が最

と︑口火を切られたことは素直に嬉しかっ

低限の義務はやっておかなければご先祖

平 戸 の片 隅 で

わが家に戻った時︑妙にほっとしたのを覚

妹には申し訳ないが︑妹の家を辞して︑

和らぐ︒

できていた︒
身体の芯まで凍り付くような

えている︒

巨大な除夜の鐘を突くために長い列が

した人たちだ︒

冷気の中で体をゆすりながら順番を待っ

くる︒
新年を迎える前夜ですよ︒
その時間

も集う夜なのに︑一体どうやって過ごした

様に申し訳ない︒

今年も私の嫌いな年の晩を苦痛と向き

帯を一人で過ごさねばならないのが耐え

らいいの︒
十二月に入るといつも悩まされ

た︒

た︒
私は先ほどから︑その母娘に声をかけ

られないのだ︒

﹁ほんとに寒いですね︒
早く鐘をついて店

餅飾りを済ませた神棚や仏壇にはお雑

煮をあげ︑昼には仏様に煮しめやお赤飯

の中に入りたいですね﹂
と私︒

込んでなどいられない︒
朝からやることが

などを炊いて供える︒
この時ばかりは落ち

同級生の一人は︑

る魔の晩なのだ︒

ここが都会ならカウントダウンのパー
ティーに参加して新年を祝うことができ

たけど︑子守ばかりさせられるから行か

﹁年の晩からおいでよと︑息子から言われ

篝火に照らされながら︑たった二言三言︑

妹をはじめ︑だんな︑帰省した息子たち

は過ぎる︒

いっぱいなのだ︒
そうこうするうちに正月

﹁そこで年越しそばが出るそうですよ﹂
会話をするだけでほっこりとした︒

日の夜に福岡を発ち︑熊本の蓮華院で除

も伯母の私に優しく︑あれこれと気を使っ
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ないわ︒
せめて正月だけは一人になりたい
もの︒
一人が一番気楽よ﹂
とせいせいした表 情 だ︒私から言わせれ

昨年は妹の家で年末を過ごした︒
妹の
長男に子供が誕生したので︑お祝いも兼

ば︑
﹁なんて勿体ないことを﹂

ねての宿泊だった︒
妹の好意に胸が熱くなったが︑結局は一泊

﹁何日でもゆっくりしてよかよ﹂

となる︒
母の一周忌を済ませた翌年︑思い切って

夜の鐘を突いたら車中泊して︑阿蘇の大

てくれた︒
でも︑不思議なもので︑気を使

だけして戻って来た︒

観峰からご来光を拝み︑正月料理を食べ

われれば使われるほど妹たち家族との距

バスハイクに参加したことがある︒
三十一

て温泉に浸かるという一泊二日のコース

若いころ仲間と飲みに行っても︑お開き

離が広がっていくのを感じた︒
バスの中は私のように単独での参加者

だ︒
が目立った︒
袖すれ合うは何とやらで挨拶

なかった︒

になった後のことを考えると︑心底楽しめ
妹や友達に対してもついついそれ以上

を交わし合いそうだが︑この場合は違っ
た︒
読書をしたり︑窓の外ばかり見ている

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

鱈と野菜の蒸し料理

その

類︑ミ ニ ト マ ト︑ミ ニ ア ス パ ラ︑ピ ー

野菜で包丁がいらないのはキノコ

性格アピールは料理におまかせ！
…
な の で︑実 は こ う 見 え て ものすごく

・調理師
・スパイス研究家
・農林水産省 食のオフィシェ

ブログ／http://cozuee.sblo.jp

グリル 蒸し料理

気が短い︵無理めな人︶というアピール

ただけます︒

マンだって新鮮であれば丸ごと種もい

サラダはいかがと言いながらレタス

演出も良いですね︒

をバリバリ力強くちぎって腕力自慢の

あとは自然な流れです

なんとなくおつきあいの関係性の変

でしょう︒

化が表れます︒強引な誘いはなくなる

自然な流れであなたは断ることに躊

躇しなくなるようになりますよ︒
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をしてはいかがでしょうか︒

お話しながら
できてしまう料理といえば …

でちぎって食べられるカイワレとかス
面倒くさがりとか料理が下手とか

プラウトいいですよねー︒

示されるとイライラして嫌になります

じゃなくて︑ごちゃごちゃレシピで指

あと︑塩さえあれば料理完成じゃな

よね︒
い で す か え え︑な に せ 私︑気 が 短 い
ものでして﹂

などとお話ししながらできてしまう
料理といえばグリルか蒸し料理です︒

腕力自慢にレタスばりばり！
魚や肉は切り身が便利です︒

Cozue

16
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︒

断れない性格には
こんな対処法
ご自分の時間
が欲しいとい
い自分が悔しいとご自

う こ と で す ね︒断 れ な
身を責めることはない
と思いますよ︒
人というのは嗅覚的
分勝手を押し付けるこ

に 無 理 め な 人 に は︑自
とはないものです︒

！
？

Cozue︼

私の好みは
鱈と野菜の組み合わせ。

or

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

今の季節は
〝お野菜を鍋”が定番ですが、
蒸し料理がおすすめです。

断れない性格︒話の長い人
いかにも〝断りそうなオーラ〟を身
の電話を切るタイミング
は︑あ ち ら の 話 疲 れ を 待 つ よ り あ につけましょう︒
武勇伝的な語りでスゴむのではなく
り ま せ ん︒休 日 の 予 定 も 友 人 の 引
越 し の 手 伝 い︑よ そ の 子 ど も の イ ︵あ︑そもそもエピソードないですよね︶
ベ ン ト の 誘 い な ど で 埋 ま っ て し ま お料理で表現してみます︒
い自分のしたいことなど考えられ
﹁私 ね︑気 が 短 い の で 包 丁 と か ま な
ま せ ん︒必 要 な 用 事 す ら で き ず に
板とか出していられないのですよ︒基
終る日もあります︒
断 れ ば 済 む 話 な の 本︑手ですね︒潰すのは鍋とかでドン
で す が︑勇 気 が 欲 し とやっちゃいます︒
素材はそのままが一番ですよね︒生
いです︒
︵30代女性︶

●● 募集します●●

お悩み解決！
伝言レシピ
温かな湯気が立ちのぼり、
どちらかというとのん気な料理です。

by

●マヨネーズ
●オリーブオイル
●塩
●柑橘
●ゴマだれ
●酢醤油
…などいくつかのつけダレを
蒸している間に
セッティングするだけ。

︻杉 林 せいこのコラム ︼その
あるいは︑きょろきょろや蛇行歩きは暇
そうな倦怠感すら覚えます︒
歩き方一つとっても重要に感じます︒
過去のある話ですが︑私の友人Ａさんが
共通の知り合いであるＢさんの遠巻きに歩
いている様子を見て︑
﹁会社がうまくいって
ないのでは？﹂と心配の電話をかけてきた

本田 圭祐の ような ビッグ ブラン ディン グ

ろでしょうか︒
は別としても︑せめて自分の世界における
︻セルフブランディング︼は︑外観からでも
ちょっと意識すると誰にでも出来るのでは
ないでしょうか︒
歩く場合は背筋を伸ばし︑歩幅を広く歩

かったのです︒いつ会っても元気そうなＢ

さんの経営状態が思わしくないことが分

姿勢は正直です︒やはり︑そのあとでＢ

メリハリの表情を強く意識します︒

余裕も見えます︒そうしながら︑あなたの

話すときにはさりげない笑みを浮かべると

んやりではなく︑きりりと前を見据えたり︑

くと自信ありげに見えますよね︒目線もぼ

てみました︒あなたそのものを第一印象で

さんですが︑何気に無意識に歩いている様

ことがありました︒

感じていただく為には︑まずは自分を意識

子は﹃本来のその時の様子﹄で一目瞭然だっ

ガリヤの︻コラムその１２︼では﹃セル

することがどんなに大事かということ︒他

れが日々習慣になるとやっているのが普通

その頃から私自身﹃歩いてる時も誰から

もくっきり見えてくるので︑その分口角へ

特に年齢が高くなると︑顔のほうれい線

の自分のパターンになるものです︒

見 ら れ て い る か 分 か ら な い︒気 抜 け は 禁

がりっ放しになるので︑毎日︑鏡で口角あ

メール or 電話にてお申込ください！

フイメージで自分力アップ﹄について述べ

人さまは︑あなたの瞬時を見てあなたのイ
たのです︒

最初は意識しながらのやり方ですが︑そ

メージを決めてしまう︒ことなどについて
あなたのことを知るためにどんなところに

げての笑顔の訓練をしていますよ︒
︵笑︶口

●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)

ほうれい線は笑顔で消える！

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!

●クエスト 薬院店
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触 れ ま し た︒今 回 は︑更 に 少 し 深 く︑人 は
意識がいき︑あなたの判断材料のためにあ

の緊張感も重要です︒

ら︑歩き方︑立ち姿すら重要なポイントだ

私などカンレキを過ぎ︑放っておくと下

物！﹄
と思うようになったのです︒ましてや︑

と強く感じたものです︒

印象が第一の仕事の世界に位置する自分な

なたの何を観ているか？などについて触れ
てみたいと思います︒
まず︑表情や歩き方についてなのですが︑

線と笑顔の線が分かりにくいのです︒興味

角がキュッと上がれば︑不思議にほうれい
ある方は︑どうぞ鏡で試してみてください

そ ん なＢさ ん の こ と を 思 い 出 す た び に︑
さりげないワンシーンですら緊張感は必要

ね︒

自分のそのようなことに対しては意外に意

だ！と︑他人ごととは思えなかったのです︒

識が向いていないものです︒

なにげない一瞬だからこそ︑外ではグッド

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

1Dayセミ

という著者流の視点に基づき︑現状のあなた自身

ラス︒プラスであれば人・物・金が寄って来る﹂

ナー﹄を開催致します︒本セミナーは﹁湧けばプ

善循環を取り戻すための﹃輝きアップ

普 段 の 何 気 な い あ な た の 輝 き を ア ッ プ さ せ︑

★ガリヤ愛読者の皆様へ★

についてちょっとだけ触れてみました︒

今回は︑
︻自分表現の目線︑表情︑歩き方︼

例えば︑何気に道を歩いている場合です

りますよね︒

ドイメージすら感じさせてしまうことにな

イメージを与えるきっかけにもなり︑バッ

が︑あなたはどのような表情でしょうか？
下を向いていますか？まっすぐ前を向い

歩き方はいかがですか？
ていますか？きょろきょろ周りを見ながら

サッカーで有名な本田圭祐は︑一歩外に

の動きでしょうか？
その瞬間をもあなたは無意識に自分を表

出ると近くのコンビニに行く時にも格好よ
く決め︑きりりとした表情で外からのイメー

現し︑その姿を見た人はその瞬間のあなた
をイメージづけてしまいます︒

す︒
﹁我︑どこにいてもホンダなり！﹂とい

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﹀

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!

ジ力を保ったオシャレ感を忘れないそうで
下を向いての歩きは暗さを感じ︑まっす

うことかもしれません︒現代風に表現する
と︻セルフブランディング︼といったとこ

ぐな前向き姿勢は目的に向かって生きてい
る凛々しさを感じさせます︒

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

1/17（水）& 2/4（日）& 3/4（日）17:00〜20:30( 含、食事時間）

2018
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輝きアップ１Dayセミナー

杉林せい子の

あなたの自分表現は何か？

■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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〜意識しているか？目線︑
表情︑
歩き方〜

ちょっと一息・COCOROおしゃれ“Café”

読者の皆様とコラボして
作るページです︒
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︒

暮らしの鍵を握る政治家たち︒
でも最近の彼等の仕事ぶりにはイラッとくることも⁝︒
﹁貴方がもし政治家なら一番にしたいことは何ですか？﹂
これが今回のテーマです︒
ガリヤは特定の宗教や政治団体などと︑一切係わりはありません︒

また︑産みたくはないが︑どうしても我慢で
きないという方々に対しては〝セックス依存
症〟の診断書を医者からもらい調剤薬局ま
で処方箋をお持ち頂ければ︑健康保険適用
で安く購入できるという道は開きます︒
︵キャシー ３０代 パート︶
︻編集室︼笑えますが一理あります︒
昔のよう
に野球チームができるような家庭が普通に
なれば︑少子高齢化問題はイッキ解決︒
子供
にとっても兄弟姉妹は多いほうがいい︒
イジ
てくれたり︑きょうだい喧嘩で社会性が育ま

メられたらお兄ちゃんお姉ちゃんが解決し

非婚率が増えていますが
︵かく言う私も︶
︑そ
れたり︒

うこと自体にムリがあります︒
かと言って結
婚相談所に入会するとなれば︑お金がかかる
じゃないですか︒
そこで未婚者一人につき三
︵まみちゃん ５０代 事務職︶
時にします︒

せて︑日本中の小学校の授業終了時刻を︑六

働くお父さんやお母さんの帰宅時間に合わ

十万円くらいの婚活助成金を支給します！

００パーセントというのは︑ご近所︵＆親類
︵ミーママ ４０代 営業職︶
︻編集室︼賛成！お父さんもお母さんも安心
して仕事に励めます︒

江戸時代には三千万人くらいしかなかった

して︑
とりあえず相手国が納得するまで謝罪

過去に韓国や中国に日本軍がしたことに対

謝罪のアピール

人口が一億人を越えた理由のひとつに︑避妊

だから知らないよ﹂とは思ってても言わない︒

をアピールしたい︒
﹁昔の人たちがやったこと

避妊具・避妊薬の販売規制で
少子高齢化社会を救う

げでしたからね︒

縁者︶
のおばちゃんたちの︑おせっかいのおか

︻編集室︼そうですね︒
昔の結婚率がほぼ1

働く父母のために
授業時間改革

もそも結婚という大仕事を自力でやれとい

私がもし政治家なら
一番にしたいこと
空き家対策と
人手不足企業の救済に
世界の難民を受入れます
空き家の数は一千万件前後あるそうで︑近い

将来には三千万件にも達することが予測さ

れています︒
すでに幽霊屋敷と化した空き家

の存在が地域問題にもなっていますから︑そ

のうちゴーストタウンも生まれるでしょう︒

その対策として︑海外難民を大量に受け入

れ︑
空き家を提供します︒

もちろん自立のための仕事も提供します︒

人手不足が原因で業務縮小や倒産する会社

が増えていますから︑
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政治家を希望するなら︑厳しい適性テスト

万円⁝ベーシック・インカムより︑こっちの

万円︑４０代 ５４１万円︑５０代 661

ころ︑２０代 ３４６万円︑３０代 ４５５

︻編集室︼２０１７年の平均年収を調べたと

︵モモタロー 四十代 フリーター︶

したいというのは︑陰口や愚痴を言う心理と

が溜まると苦しいから︑吐き出してスッキリ

ど溜まったものがあるんでしょう︒
ドロドロ

︻編集室︼ヘイトスピーチの方たちって︑よほ

︵カズオ ４０代 サービス業︶

﹁特別コース﹂
をご用意いたします︒
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税金を下げる︒

◎高齢者の医療費負担増をなくす︒

◎政治資金の見直し︒
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軍備を持つ︒

︻編集室︼
こんな大事な仕事なのに︑
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お待ちしています！
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から﹁医療費と公共料金の無償化﹂がありま

する制度を実施します︒
また平均年収を超

憲法二十四条改正！
日本国憲法は九条ばかり騒がれていますが︑
改正の必要があるのは二十四条です︒
﹁婚姻は︑
両性の合意のみに基いて成立し⁝﹂
これがどうも︑良くない方向に機能してます
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日本国憲法は九条ばかり騒がれていますが︑
改正の必要があるのは二十四条です︒
﹁婚姻は︑
両性の合意のみに基いて成立し⁝﹂
これがどうも︑良くない方向に機能してます
ね︒
結婚しない人が溢れているじゃないです
か︒
そこで二十四条に年齢制限を加え︑三十歳
迄に婚姻に至らなかった者は﹁両性の合意無
しにても成立﹂とか﹁片性の合意があれば成
立﹂
とか︒︵吉ちゃん 四十代 事務職︶
︻編集室︼
とってもいいんですが⁝未婚者たち
が決起して︑
抗議デモとか起こしません？

寄付金を経費に！
被災者や施設などへの寄付金を︑経費として
認めます︒
その会社が経営難に陥った時は︑
政府から同額の補助金が支給されます︒
︵姫 二十代 パート︶
︻編集室︼
黒字企業は寄付に励むし︑困った人
たちは助けられるし︑
良いことだらけ！

教育の完全無償化と
資格取得の無償化

政治家を希望する者にも
適性テストを！

した︒
大賛成！

︵ちいこ ３０代 事務職︶

問題は沢山あると思います︒
でも国家単位の

結婚率を上げるため
婚活に政府助成金を！

【おことわり】
文字数調整等の必要から原文を少しだけ
整理させて頂きました。

︵けいこ ５０代 会社員︶
︻編集室︼もろ手を挙げて大賛成！おそらく
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ガリヤ

郵送の方 〒810-0004

郵送

新春号

福岡市中央区渡辺通1-9-4-207

e-mail events@gariya.com

FAXの方

メールの方

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

▲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「コレって納得できな〜い！」という体験がありましたら、ご記述ください ( 質問以外のテーマも歓迎！）
キリトリ

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

⑫

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

御神米は

提供：FBS

お守りとしても
お役立ちです︒

日本を代表する新進気鋭
作家、墨絵アーティスト西
元祐貴。2011年、路上での
ライブパフォーマンスで活
動を開始して以来、舞台美
術、ゲームソフト、スポー
ツ、寺院、教育など様々な
コンテンツシーンとコラボ
c
○FBS
し、知名度と作品の幅を日
本のみならず世界へと広げています。
会場：福岡アジア美術館
会期：1月6日
（土）
〜2月11日
（日）
）
※水曜日休館
観覧料：一般1,000円(800円）
高大生700円
（500円）
ペア1,600円
（1,400円） 小中学生無料
※
（ ）
内は前売り

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。
（11p 月暦 担当）

提供：櫻庵幸縁

マジカルスパイス ビン 60g

B

A

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。

D

プレゼント
は
12Pをご参照ください

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：2 月 20 日 ( 龍のキセキ福岡展のみ開催期間の都合で 1 月 20 日〆切と致します）

DENTAL TEAM JAPAN

さに驚いています︒

Ｑ 症例数・治療実績の豊富

する〟というのが狙いです︒

とで〝各々の専門分野に集中

務から医師たちを解放するこ

るのは︑そうした専門外の業

がチーム医療体制をとってい

ことが求められます︒私ども

発生する様々な業務と係わる

Ａ 専門医といえど︑院内で

のは珍しいのでは？

Ｑ〝チーム医療体制〟という

日のうちに完成させることが

います︒技巧物の作成もその

の不快感もかなり軽減されて

ることにより︑歯型をとる際

６０秒で口腔内をスキャンす

また〝口腔内スキャナー〟は

ようになりました︒

険適用外︶からご提供できる

本８万４千５百円︵外税・保

審美性の高いジルコニアを一

注コストの削減が可能になり

所〟があります︒そのため外

たマシンを持つ〝技巧物形成

腔内スキャナー〟を連動させ

ずは気軽にお電話ください︒

も実施しておりますので︑ま

クターによる丁寧な無料相談

すね﹂と言われています︒ド

らも﹁優しい総合歯科医院で

強 く持たれる患者さまたちか

を行うため︑不安や恐怖心を

極力抑える〝 静脈内鎮静法〟

ます︒また発熱や出血などを

療などがトータルで受診でき

治療・インプラント・共生治

医院・一Ｆ︶との提携で保険

Ａ 一般保険診療︵博多歯科

※別途調整料 5,000 円（税別）

300,000 円（税別）
〜

※歯科矯正治療に保険は適用されません。

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

0120-24-1818

☎092-483-4618

デンタル チーム ジャパン

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

超高齢まで長く使えることを
目的としたインプラント治療

Ａ 一人一人の患者さまと真

実現しました︒

❷歯科矯正 全顎

※インプラント治療に保険は適用されません。

インプラント 94,500 円〜375,000 円〈税抜き〉各種

美しくしっかり噛める歯

摯に向き合う姿勢がその実績

Ｑ 〝技巧物形成所〟をわざ

１本 84,500 円（税別）
※１日で完成します！

即日インプラントも可能！ 日祝も診療可！

ドクターによる丁寧な無料相談・無料資料請求

誇れる症例数！

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

につながっていると考えてい

わざ院内に持つ理由は？

反映させ︑安定した噛み合わ

ます︒学会発表や学会参加学

せをより正確に再現しようと

習で︑常に新しい情報と医術

野における各々の技術向上を

いう目的からです︒

見を︑できる限り早く正確に
常に追求していますので︒

Ｑ 他にも患者に優しいポイ

Ａ 治療中の患者さまのご意

Ｑ 治療費について教えてく

を身につける努力を重ねるな

ださい︒

ントがあれば ？
…

ど︑現状に満足せず︑専門分

Ａ 院内には〝ＣＴ〟と〝口

❶ジルコニアクラウン

田原 俊逸

がんばる貴方がいてくれるから
術後のダウンタイムフリー
全力で目指しています。
1月-2月号

田原形成クリニック院長

092-472-5775

人て決めとうと︒
もうちょっと増やし

例外やけど︑手術は一日一人︑多ても二

田原 いいとよ︒
正月前とか盆休みは

らしよったらかえって腫れるし︒

田原 やけん俺は絶対せんと︒
固定や

Ｇ はい︑
引きこもります！

田原 そんだけでもおかしかろ？

上が見えんで︑情報視野が狭くなるけ

目のタルミたい︒
目尻が下がって横と

田原 ﹁必要に迫られる﹂て言うとなら

Ｇ ですよね！

けん︑
堂々としとってよかろうが︒

www.tahara-bc.com

Ｇ 韓国で美容整形を受けた中国の

てもよかろうばってん⁝手術しようて

ん危ないったい︒

空港でストップ騒動

女性たちが︑空港で足止めされるとい

Ｇ でも︑
しなきゃズレるでしょ？

先生のとこは効かない⁝残念だなあ︒

いう人は︑たいてい外でも頑張りよう

田原 効かんだけのことはあると！て︒

う騒動がありましたね︒
顔がアンパン

ん︒
目と目の間がちょっと腫れた感じ

Ｇ だから保険が効くんですね︒
でも

にはなるばってん︑
それも三日たい︒

せたら︑少々動いても直ぐ元に戻るも

るったい︒

田原 いいや︒
鼻の骨に︑ピシャッと乗

G では︑
空港でストップはない？

人やろが︒﹁翌日からでも仕事に出られ

田原 いかんねえ⁝︒

マンみたいに腫れ上がってしまって︑

G その顔がネットで配信されて⁝極

田原 あるもんかい！﹁空港でひっか

るごと﹂
てしよったら︑やっぱこげんな

端な例でしょうけど︑これでドン引い

も 札 幌 か ら 来 て 鼻 や ら 目 や ら リフ ト

かった﹂やら︑聞いたことない︒
この前

うの無いでしょ︒

G でも︑田原先生の手術って︑そうい

ないかん時間があるったい︒

ぱ腫れやらアザやら︑そげんとに耐え

ウンタイムて言うっちゃけどね⁝やっ

手術はヴェリー・ナチュラル︒﹁私︑写

田原 いっつも言いようろうが︑俺の

ない﹂
とかは？

Ｇ 綺麗になり過ぎて﹁本人確認でき

して帰りんしゃったし︒

イに飛んで︑
一週間後に帰国して︑
抜糸

やらした人がおるっちゃけど︑直ぐタ

Ｇ ホッそうなんだ︒
なら︑もうひとつ

糸は二重に折込まれる︒

いくけん︑糸も穴ん中に納まると︒
目の

田原 いいや︒
鼻は穴ん中から切って

トみたいに髪に隠せないし⁝︒

Ｇ 縫合の糸ですが⁝目鼻って︑リフ

田原 なんね︒

Ｇ 鼻と言えば⁝︒

やらしよらんとにね⁝︒

ると︒
旅費もかかるとにね⁝なんも礼

北陸︑北海道からでも連れて来てくれ

田原 うん︒
それこそ東京︑大阪︑金沢︑

G 紹介が多いですね︒

るっちゃけん︒

に若こなった﹂
て︑よう紹介で来てくれ

﹁チクリとも痛となかった﹂
﹁いい感じ

ちゃった人︑
多いだろうな︒

田原 無いっちゃないと︒
そ れこ そ 全

真写り悪かけん﹂
で済むと︒

神さま見てます

力で無いごとしようけんね︑あっても

鼻に絆創膏ベタッて？

田原 そうたい︑
今の六十代︑
七十代は

つシニア男性が増えてるんですよ︒

G 近ごろなんと︑リフトに関心を持

人が恨まれるとよ︒

責任があるとよ︒
失敗やらしたらその

田原 ばってん紹介するて︑ものすご

は え ら い か か る ばって ん︑そ げ ん し

田原 丁寧に切って丁寧に縫う！時間

Ｇ まさに︒

後も︑
全部ひっくるめて手術やろが︒

けん︒
患者さんにしたら手術中も手術

きものて思われようけど︑俺は︑思わん

ら絆創膏ばベタッと貼って︑固定しと

所に挿入する素材︶ば入れたら︑上か

田原 鼻⁝インプラント︵形成するカ

Ｇ たとえば？

げんともしっかり解ってせんと︒

細血管︑神経︑骨の形状︑皮膚組織⁝そ

田原 ま⁝丁寧だけやないけどね︒
毛

ば貼っとう程度やもん︒﹁仕事ば続けた

ないかいな︒
耳の横にちょっと絆創膏

田原 いや︑そげん気にならんっちゃ

足りません︒

Ｇ ところが悲しいかな︑髪の長さが

けんね︒

こするだけで︑えらい働きやすうなる

バリバリやもん︒
見かけばチョット若

んしゃっちゃけん︒

しよったらいいと︒
神様はちゃんと見と

チンと感謝しながら︑キチンと仕事ば

田 原 傲りたかぶったらいかんと︒
キ

Ｇ ゴケンソ〜ン！

俺の力とか知れとうと︒

田原 ま⁝頑張りようつもりやけど︑

Ｇ ドクター田原︑
失敗しないので！

れだけで︑
充分報われてますよ︒

ダウンタイムフリー

手術ですね︒

Ｇ 要は︑効率度外視＆チョー丁寧な

Ｇ ﹁大 事 な 人 が 元 気 に な った！﹂
︒
そ

Ｇ ダウンタイムフリー？

よったら︑いくら切ろうがいくら縫お

いけん﹂
て︑必要に迫られてするっちゃ

編集・発行人／長澤由起子

編集営業部☎ 092・751・3778

くとが普通なんやけど⁝︒

発行／総合広告 ガリヤ合同会社

2017 年 12 月 20 日発行・配布開始 ( 偶数月 20 日 / 隔月発行）
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-9-2-207

2018 年 1 月＋2 月 合併号

Ｇ ゲッ！鼻に絆創膏？

2015 年 5 月復刊
通刊307号

うが︑
術中も術後もスッキリたい︒

田原 どうぞ︒

田原 うん⁝ダウンタイムは手術につ

訊いていいですか？

ムチャ軽いったい︒

抜糸までの糸の隠れ場所

田原 うん⁝術後にそげんなるとをダ

﹁本人確認できないから﹂
って︒

vol.16
(通巻vol.306）

Ｇ でも効率︑
最悪ですね︒

16
No.

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！
！

