2018

３月-４月
ガリヤ
大人を大満足させる 歓送迎会特奨店

春号

最大76%割引…0円も！

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
中洲なら … 日本料理石田
犬は地球を救う 2

日々犬々
聖父シローちゃん

読者投稿 これって

納得できない！

CLOSE UP HUMAN
コロコロコロコロ転んで起きて

上級着付師の
ワザにかかれば …

64歳からの世界制覇

近況報告・Ｑ＆Ａ・ご寄付報告

お山のシェルター便り
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!

癒しのペット霊園 動愛 園

インプラント情報

…DENTAL TEAM JAPAN

手の若返り アゴの脂肪溶解
肩凝り解消 etc.…
けっこう色々やってますよ。
Dr.田原のおじゃまクリニック

てつおじさん
溝上徹思さん

PRESENT
●撤下神饌
●アクリルタワシ＆陶芸作品セット
●新発売マジカルドレッシング
＆マジカルスパイス

人気エッセイ
■月エネルギー活用

開運月暦

観葉植物で運気アップ！

■元気をくれる

鑑定士さん情報

下田逸郎
物語の行方 …………………ひとりひとりで生きよう………………
おもしろ歴史講座 …………西郷隆盛と福岡②…………… 一坂太郎
【イメージ】
【祈り】は効果的……杉林せいこ
おしゃれCafe…【想い】
平戸の片隅で ………………うわっ！動物園みたい ………… 松瀬てつ代
おもしろ法律相談………株主と取締役の関係について……… 丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ …スッキリ無になるプレーンオムレツ… Cozue
家計の断捨離 ………………学資保険を考える……………久米カヲル

西中洲

大人を大満足させる

02 大人を大満足させる 歓送迎会特奨店
西中州なか尾

しゃぶ 亀吉

樽座敷天神芙蓉

日本料理石田

06 CLOSE UP HUMAN 64 際からの世界制覇 てつおじさん
08 通販 春の花咲通販 春なので花咲かせましょうパッと
10 通販 塗るだけで即リフトアップ＆シワピーン…だけじゃない
11 上級着付師の技にかかれば 着心地満点 着崩れ無し 東京堂
12 猫エッセイ 聖父シローちゃん 長澤由起子

なか尾

西中州

たとえば
サバの押し寿司など
まさに天下逸品です

歓送迎会 特奨店
☎092-732-3142

13 犬と人のための飼い方教室 日々犬々 犬は地球を救う② 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ますように 犬猫人 互助会 申込用紙
15 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
16 家計の断捨離 学資保険を考える 久米カヲル お山のワンコたちにご寄付のお願い
17 おもしろ歴史講座 西郷隆盛と福岡 (2) 一坂太郎
18 おもしろ法律相談 株主と取締役の関係について 丸田幸一
19 平戸の片隅で うわっ！動物園みたい 松瀬てつ代

20 物語の行方 ひとりひとりで生きよう 下田逸郎
21 開運月暦 観葉植物で運気アップ 櫻庵幸縁 元気をくれる鑑定士さん情報

22 お悩み解決伝言レシピ 嫌なこと忘れてスッキリ無になるプレーンオムレツ Cozue
23 COCORO おしゃれ Cafe 身近な相手の変化〜【想い】【イメージ】【祈り】は効果的〜 杉林せいこ
24 読者投稿 これって 納得できない！
26 プレゼント＆投稿用紙
27 インプラント情報
28

第一章

初陣の章

はじまりの章

◀スマホなら
ＱＲコードで読み込むのが
いちばん簡単！

2

世間さまにご迷惑をかけまくって倒産し︑

第二章

泰平期の章

■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 ︒
…

動乱期の章

注：ガリヤ戦記で検索すると
ガリア戦記（ジュリアス・シーザー著）
がいっぱい出ますのでお間違いなく。

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！

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 …

らぬ〝天下逸品〟の料理と出会

︻お料理について︼天下一品な

う店です︒

言うなれば︑厳しいオーディショ

ンを通過した〝食材というタレ

ント〟たちが︑辣腕料理人たち

がりで出されるからです︒

にプロデュースされ 最高の仕上

たとえばサバの押し寿司︵五島

サバの松前寿司︶ーー

﹁寿司屋さんも舌を巻く美味し

さ﹂と断じても︑けっして過言

ではありません︒

︻雰囲気について︼ 肩の 凝らな

ジネス接待 ︑食事会など様々な

い高級感が人気 ︒歓送迎会︑ビ
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シーンを応援してくれます︒

「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！

︻一口メモ ︼個室は和室にテー

ブル席︒足腰の弱い方にも宴席

の疲れを感じさせません︒

︻アクセス︼天神からいらっしゃ

る場合は国体道路を中洲方面に

進んでください︒那珂川の川沿

ガリヤ特典

いを左折し︑道なりに左折し︑

国体道路

中洲

そのまま直進します︒辻を越え

天神

かに通●

那珂川

西中洲大通り

なか尾

るとスグ右手です︒

福岡市中央区西中洲3-2

■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 …

・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。

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

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）

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

そしてまた︑臆面もなく復活したガリヤでしたが︑

■鍋コース（税別）

ガリヤ戦記

早いものでこの二月︑まる三年を迎えました︒

もちろん無料！

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

お役に立てるガリヤを︑目指しますーーーーー ガリヤ編集室

電子ブック版

■季節のおまかせコース（税別）

厳しいその三年を︑あたたかく応援し支えてくださった方々︑

▼カウンター席は美食家たちの特等席！

﹁石の上にも三年﹂とは言われますが︑

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〜
河豚のオイル漬け…………800 円

そして読者の皆様には︑

▲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。

■おすすめ単品料理一例（税別）

どう感謝しても︑しきれるようなものではありません︒

〈アクセス〉

ドクター田原のおじゃまクリニック
手の若返り・アゴの脂肪溶解・肩凝解消 etc.…けっこう色々やってます。
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中洲

飲み放題

＋2,000 円

アラ刺

アラ鍋

お勧めコース
6,000 円〜15,000 円 ( 税別）

フグ・アラのコースもお楽しみ頂けます。

これでホントに 900 円！？（要予約）

福岡市中洲4-1-8ヤマシタビル
１・２・３Ｆ

■ 石田

呼子直送！ヤリイカの造り

福岡市中央区天神3-1-13
営:月〜金11:00〜23:00
土日祝11:00〜22:00
樽座敷

天神芙蓉 ■
天神ビル●
パルコ●

明治通り

●福ビル

〈ドリンク〉

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。

︻お料理について︼創業七十年

の老舗の味わいが今も天神の

真ん中で楽しめるというのは

奇跡に近いことかもしれませ

ん︒〝がめ煮〟など伝承の郷土

料理が気軽に楽しめることか

ら﹁ 帰省すると立ち寄る店 ﹂

としても定評があります︒

室︵二階︶と︑
巨大な酒樽がスッ

︻お部屋について︼上質な和個

ポリ包み込むというユニーク

な樽座敷︵一階︶︒グループの

一体感もひとしおです︒

り添いにあってアクセス抜群︒

︻ひと口メモ︼天神を 貫く大通

集まりやすく︑ビジネス接待︑

慶弔︑食事会︑歓送迎会などの

いかなる宴にも臨機に対応し

ています︒

んだ料理のなんという美しさで

︻お料理について︼創 造 性 に冨

しょう！〝 料理は目と舌で味わ

うもの 〟を︑
あらためて実感させ

られます︒

驚くべきは︑新しいメニューが

週替わりで次々と誕生している

こと ︒日本料理の奥深さに魅か

れて︑全国に根強いファンを持

つというのもうなずけます︒

︻ お 部 屋 に つ い て ︼和個室は座

タイプとテーブル席タイプの二

種があります︒少人数には小粋

な カ ウ ン タ ー 席 もお す す め で

す︒

︻ひと口メモ︼
美味しい仕出し弁

当も得意です︒会議や花見など

のお弁当も︑気軽にご相談くだ

さい︒

︻ お 料 理 に つ い て ︼﹁ こんなブ

厚 い フグ刺し を頂くの は初め

て！﹂﹁最後のデザートまで美

味しかった！ ﹂と︑とにかく感

動させる亀吉です︒

宴会コースは贅沢を極める〝 ふ

ぐ料理 〟がいずれの鍋にも付く

という︑まさに超豪華版︒
﹁高い

でしょうね …
﹂と心配になられ
るのは当然です︒ところがレジ

でビックリ ︒納得いかないリー
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地下鉄
●中洲川端駅

中洲大通り

至天神
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ズナブルさだからです︒

ランチがこれまた 豪華版 ︒多少

の交通費 ならモトがとれるせい

デザートのプリンも絶品 で ︑テ

か︑遠方の方々で賑わいます︒

5

イクアウトも大人気︒ふぐ料理

「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。

の世界で長年鍛えあげた ︑オー

ナーシェフならではの︑ちょっと

型破りなお店 です︒

︻ お 部 屋 に つ い て ︼昨年秋オー

プンなのでピカピカです ︒個室

は全てテーブル席︒居心地良さ

も好評です︒

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

ガリヤ特典

うえ〝昼間でも夜メニュー〟が

●福岡銀行

西鉄薬院駅

薬院六つ角

西日本
シティ銀行●
薬院駅
薬院大通り
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ー

楽しめます︵要予約︶︒

営 : 火曜除く全曜日 ※要予約
12:00~14:00
17:00~23:00
休：火曜日

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

明治通り

那珂川

宴会に出席される方々の好
みに応じ︑コースは何種類
でも︑お気軽にご注文頂け
ます︵要予約︶
︒

福岡市中央区薬院2-3-25

＋1,100 円で鍋付きセットに！

玄海産サバの三種盛り

ミーナ●

営:18：00〜翌2:30
休:日曜(祝日の場合は月曜）
手まり寿しセット…900 円

宴会コース 3,240 円
（税込）
〜

樽座敷 天神

2 名より 26 名までの和個室・
テーブル和個室・カウンター
席があります。全 56 席。

鮑しゃぶコース…4,500 円（税別）

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。

日本料理 石田

メイン料理
＋
土瓶蒸し
茶碗蒸し
そうめん
なめらかプリン

めんたい・がめ煮・おきゅうと
博多三点盛り…980 円 ( 税込 )

…

日本各地の珍しいお酒を
豊富に取り寄せていま

人気沸騰につき続行！サプライズランチ

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。

…

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。

生ズワイ蟹しゃぶコース…4,500 円（税別）

歓送迎会
特撰の店

伝承の郷土料理を守り抜いて七十年

写真手前より

その他のおすすめコース

※当宴会コースのみカードでの支払いはご遠慮下さい。

■

☎092
721-1011

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）

飲み放題付 ふぐしゃぶ宴会コース
…5,500 円（税込）

しゃぶ亀吉

☎092
281-2505

日本料理のなんという奥深さと美しさ

亀吉

飲み放題付
5,500 円！

大人を大満足させる

しゃぶ

宴のビックリと感動は
早くもランチから
始まります

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。

天神

大人を大満足させる

歓送迎会
特撰の店

歓送迎会特奨の店
☎092-753-8271

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）

春吉

薬院

大人を大満足させる

中洲
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CLOSE UP HUMAN

歳！

…

若者たちへのラブレター

現在

なんども、なんども、転んで、起きて
…

やれるもんならやってみろ

コロ コロコロコロ

︵溝上徹思さん︶

溝上徹思︑愛称てつおじさん︵又は︑てっしいさん︶
はその昔︑和・洋・中に至る大型飲食店をはじめ︑
ケーキ屋さん︑花屋さん︑ライブハウスなどを︑親
不孝通りを発祥に ︑福岡市内のアッチコッチで営む
㈱てっしい村の社長さんだった︒
しかし彼には︑ちょっと困った趣味があった ︒海外
と言えば聞こえはいいが︑海外放浪だ︒
旅行 …
格安航空券がウリのＨＩＳが デスクひとつで営業し
ていた頃からのヘヴィな常連さんで あり 〝トラッ
ク一杯のバラの花〟でやっと口説き落とした嫁さん
を〝結婚式の翌日から置き去りにして︑三ヶ月も帰っ
て来なかった事件〟などなどなど ︑その奇行は枚挙
にいとまない︒
ライブハウス︵カーニバルクラブ︶
ではバンドマンたちの困惑などモ
ノともせず︑マイクを奪って腰を
振ってラブソングを熱唱した︒
居住は会社近くの安ビルアパー
ト︒
夏はＴシャツ冬はトレーナー︑
移動手段はオバチャリ一台︒
そして︑ひとたび何かに夢中になるや瞳に宿るキラ
そんなこんなのキャラから誕生したのが︑
キラ星 …
︿てつおじさんのチーズケーキ﹀だった︒

日本制覇でなく海外制覇なんですか？ーー
﹁
﹃福岡ではやらない﹄という約束ですから︑海外で

これこそ︑思いもよらない返答だった︒なんと私た

なかったんですよ﹂

がんばるしかないじゃないですか︒それしか方法が

それからの暴走ぶりには目を見張る︒台湾︑中国︑

ちがこれまでずっと目にしてきた﹁てつおじさんの

出店は五年で七十店鋪以上
いずこの国でも大繁盛
韓国︑香港︑フィリピン︑タイ︑マレーシア︑カナ

てつおじさんのケーキではなかった ︒
…

チーズケーキ﹂は︑
てつおじさんの名前を冠しながら︑

ダ︑アメリカ︵フランチャイズ展開︶
︑オーストラリ
ア︑ニュージーランド と
…次々に七十店鋪をオープ
ン︒この間わずか５年である︒美味しさに国境は無

しかし︑てつおじさんは今や〝世界のてつおじさん〟

いということか︑いずれの国でも大繁盛︒
﹁今年はインドとヨーロッパ︒来年はアフリカを攻め

だ︒呆れたことに︑バンドマンたちの困惑などモノ

親不孝通り
純情伝説

てつおじさんが
飛行機やバスの中で
退屈しのぎに
こんな物語書きました

なんて噂が︑海の向こうから届いてくるのだから︒

たんですよ〜﹂

﹁若い女のこたちに囲まれて︑ラブソングを熱唱して

ともせず︑

ます︒それで世界制覇は完結です！﹂

歳をとったからこそ
やれるんです！
ーーそのエネルギーはいったいどこから？ーー
たからこそやれたんです︒その角を曲がったらどん

﹁歳をとったからですよ︒失敗や成功を山ほどしてき
な危険が待ち構えるかが判るから︑フルスロットル
で走れたんです︒

も転んだから︑次の角を曲がったらどんな谷がある

たとえばスキー 戸
…隠山の山頂から凄いスピードで
滑降できたのは︑何度も転んだ人だからです︒何度
かが︑判かっていたんです︒

文体と︑持ち前のユーモアで織り成す︑あ

びっくりするほどやさしい
を続行できるかが判ったんです︒

らんことかラブストーリーなのです！
時代はバブリーな８０年代︒舞台は福岡
市 中央区 親不孝通り︒
てつおじさん自身はもちろん︑伝説のマ
リアクラブ︑冬野正博︑白木正四郎 etc.…
当時を彩る有名店舗や人物を実名でバンバ
ン登場させるも︑ノンフィクションとフィ
声をあげて笑ったり共感したりさせなが

クションの境界線無し︵実話９割？︶
︒

なに頑張れているか〟の〝ヒント〟となる︑

ら︑物語は〝てつおじさんがどうしてこん
ソレニシテモ︑だ︒

至極の人生訓へと誘います︒
かるしメチャクチャ大変じゃないですか︒どうして

ーー言葉は違うし食文化は違うし移動にも時間がか

福岡がダメなら世界があるさ！

できない世界があるんです！﹂

﹁いや︑ラブレターです︒誰にだって︑その人にしか

ーー若者たちへの挑戦状？ーー

思いもよらない言葉だった︒

無い若者に﹃出来るなら︑やってみろ！﹄です﹂

転ばなければ︑判らないことがあるんです︒経験の

痛みも喜びも︑転ばなければ判りません︒たくさん

転んで怪我しても︑どうすれば大事に至らずに試合

なんと台北︵台湾︶の駅ビルからのオファーである︒
断る気マンマンで現地に出向くも ︑そこでコロッと
気が変わった︒
﹁一目惚れでした︒グランドセントラルステーション
︵ニューヨーク︶がイメージできたんです︒そこから
世界に広がるというビジネスチャンスが︑不思議な
くらいイメージできたんです︒だから︑
﹃無理をして
でもやろう﹄って決めたんです︒台湾をスタートと
する世界制覇です！﹂
当時の日本と言えば大震災が暗い影を落とし〝海外
出店どころじゃないでしょムード〟に包まれていた ︒
さらにである ︒てつおじさんは この時すでに六十
四歳︒一般世間的には︑

てつおじさんのチーズケーキ
誕生する迄のココだけのウラ話

歳からの世界制覇
﹁チーズケーキで世界制覇！﹂
なんてチョ〜無謀
な夢を﹁ そろそろ引退でしょ ？ ﹂の 歳で追い
かけ始めたてつおじさん︒
あれから５年 世
…界制覇目前の電撃レポです︒

てつおじさん

ケーキを求めて行列ができた︒誕生から一年後の１
９９１年には ︑北は北海道から南は鹿児島まで４５
店鋪イッキ大展開︒日本全国でブームを呼んだ︒

経営権をぜんぶ失って
スッカラカンになって …
やがて︑飛ぶ鳥を落とす勢いの㈱てっしい村に経営
危機が訪れた︒そこで︑

﹁従業員と福岡の店鋪は守らなきゃ﹂
と全責任を引き受けたてつおじさんは︑スッカラカ
ンになって身を引いた︒
しかしそんな大氷河期にありながら も︑経済状態に
左右されないライフスタイルのおかげか︑てつおじ
さんはあいかわらずのてつおじさんだった︒
たぶん ︑いちばん変わらな
瞳に宿るキラキラ星 …
かったのはそのへんだろう︒

台北で決意した世界制覇！

64

﹁
︿てつおじさんの店﹀をやってください！﹂

時は飛んで２０１１年︒

▼HAWAI NEWS NOW（ハワイの人気番組）
出演風景。ちなみにリゾート地への出
店は大好きのよう。

溝上徹思さん

64

◀チーズケーキを手にヘン顔でポーズを
キメるてつおじさん。
福岡でさんざんやらかしてくれた無謀
なオチャメを、どこの国に行ってもお
くめんなく押し通しているのには脱帽
です。

70
ラブソング熱唱中
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１９４８年 ︑福岡市内でケーキ
屋さんを営む家に誕生︒㈱ てっ
しい村の社長として 福岡 の飲食
業会で一時代を築くも﹁ あの人
は今？﹂状態に ︒実はその後も
﹁やったが勝ち！﹂の〝ヤリタイ
放題人生〟を爆走し︑
︿てつおじ
さんのチーズケーキ﹀では︑もっ
か世界制覇中とのこと︒
夢はインドやカンボジアにおけ
る〝学校のある村づくり〟︒

フィリピン店

▲行列の凄さに新聞の一面を飾ったトロ
ント店（カナダ）のオープン。
系列店としてベイクショップとエンジ
ェルカフェも展開中。

﹁そろそろ引退ですね︑ご苦労様でした！﹂
の年齢だった︒

発刊予定：2018 年５月１日 お楽しみに！

世界中にガンガン広がるてつおじさんの仲間たち。
ウレシイけど「しんど〜…」
行列を作るチーズケー
キ屋さんとして、様々
な国で話題に。

CLOSE UP HUMAN

歳！

…

若者たちへのラブレター

現在

なんども、なんども、転んで、起きて
…

やれるもんならやってみろ

コロ コロコロコロ

︵溝上徹思さん︶

溝上徹思︑愛称てつおじさん︵又は︑てっしいさん︶
はその昔︑和・洋・中に至る大型飲食店をはじめ︑
ケーキ屋さん︑花屋さん︑ライブハウスなどを︑親
不孝通りを発祥に ︑福岡市内のアッチコッチで営む
㈱てっしい村の社長さんだった︒
しかし彼には︑ちょっと困った趣味があった ︒海外
と言えば聞こえはいいが︑海外放浪だ︒
旅行 …
格安航空券がウリのＨＩＳが デスクひとつで営業し
ていた頃からのヘヴィな常連さんで あり 〝トラッ
ク一杯のバラの花〟でやっと口説き落とした嫁さん
を〝結婚式の翌日から置き去りにして︑三ヶ月も帰っ
て来なかった事件〟などなどなど ︑その奇行は枚挙
にいとまない︒
ライブハウス︵カーニバルクラブ︶
ではバンドマンたちの困惑などモ
ノともせず︑マイクを奪って腰を
振ってラブソングを熱唱した︒
居住は会社近くの安ビルアパー
ト︒
夏はＴシャツ冬はトレーナー︑
移動手段はオバチャリ一台︒
そして︑ひとたび何かに夢中になるや瞳に宿るキラ
そんなこんなのキャラから誕生したのが︑
キラ星 …
︿てつおじさんのチーズケーキ﹀だった︒

日本制覇でなく海外制覇なんですか？ーー
﹁
﹃福岡ではやらない﹄という約束ですから︑海外で

これこそ︑思いもよらない返答だった︒なんと私た

なかったんですよ﹂

がんばるしかないじゃないですか︒それしか方法が

それからの暴走ぶりには目を見張る︒台湾︑中国︑

ちがこれまでずっと目にしてきた﹁てつおじさんの

出店は五年で七十店鋪以上
いずこの国でも大繁盛
韓国︑香港︑フィリピン︑タイ︑マレーシア︑カナ

てつおじさんのケーキではなかった ︒
…

チーズケーキ﹂は︑
てつおじさんの名前を冠しながら︑

ダ︑アメリカ︵フランチャイズ展開︶
︑オーストラリ
ア︑ニュージーランド と
…次々に七十店鋪をオープ
ン︒この間わずか５年である︒美味しさに国境は無

しかし︑てつおじさんは今や〝世界のてつおじさん〟

いということか︑いずれの国でも大繁盛︒
﹁今年はインドとヨーロッパ︒来年はアフリカを攻め

だ︒呆れたことに︑バンドマンたちの困惑などモノ

親不孝通り
純情伝説

てつおじさんが
飛行機やバスの中で
退屈しのぎに
こんな物語書きました

なんて噂が︑海の向こうから届いてくるのだから︒

たんですよ〜﹂

﹁若い女のこたちに囲まれて︑ラブソングを熱唱して

ともせず︑

ます︒それで世界制覇は完結です！﹂

歳をとったからこそ
やれるんです！
ーーそのエネルギーはいったいどこから？ーー
たからこそやれたんです︒その角を曲がったらどん

﹁歳をとったからですよ︒失敗や成功を山ほどしてき
な危険が待ち構えるかが判るから︑フルスロットル
で走れたんです︒

も転んだから︑次の角を曲がったらどんな谷がある

たとえばスキー 戸
…隠山の山頂から凄いスピードで
滑降できたのは︑何度も転んだ人だからです︒何度
かが︑判かっていたんです︒

文体と︑持ち前のユーモアで織り成す︑あ

びっくりするほどやさしい
を続行できるかが判ったんです︒

らんことかラブストーリーなのです！
時代はバブリーな８０年代︒舞台は福岡
市 中央区 親不孝通り︒
てつおじさん自身はもちろん︑伝説のマ
リアクラブ︑冬野正博︑白木正四郎 etc.…
当時を彩る有名店舗や人物を実名でバンバ
ン登場させるも︑ノンフィクションとフィ
声をあげて笑ったり共感したりさせなが

クションの境界線無し︵実話９割？︶
︒

なに頑張れているか〟の〝ヒント〟となる︑

ら︑物語は〝てつおじさんがどうしてこん
ソレニシテモ︑だ︒

至極の人生訓へと誘います︒
かるしメチャクチャ大変じゃないですか︒どうして

ーー言葉は違うし食文化は違うし移動にも時間がか

福岡がダメなら世界があるさ！

できない世界があるんです！﹂

﹁いや︑ラブレターです︒誰にだって︑その人にしか

ーー若者たちへの挑戦状？ーー

思いもよらない言葉だった︒

無い若者に﹃出来るなら︑やってみろ！﹄です﹂

転ばなければ︑判らないことがあるんです︒経験の

痛みも喜びも︑転ばなければ判りません︒たくさん

転んで怪我しても︑どうすれば大事に至らずに試合

なんと台北︵台湾︶の駅ビルからのオファーである︒
断る気マンマンで現地に出向くも ︑そこでコロッと
気が変わった︒
﹁一目惚れでした︒グランドセントラルステーション
︵ニューヨーク︶がイメージできたんです︒そこから
世界に広がるというビジネスチャンスが︑不思議な
くらいイメージできたんです︒だから︑
﹃無理をして
でもやろう﹄って決めたんです︒台湾をスタートと
する世界制覇です！﹂
当時の日本と言えば大震災が暗い影を落とし〝海外
出店どころじゃないでしょムード〟に包まれていた ︒
さらにである ︒てつおじさんは この時すでに六十
四歳︒一般世間的には︑

てつおじさんのチーズケーキ
誕生する迄のココだけのウラ話

歳からの世界制覇
﹁チーズケーキで世界制覇！﹂
なんてチョ〜無謀
な夢を﹁ そろそろ引退でしょ ？ ﹂の 歳で追い
かけ始めたてつおじさん︒
あれから５年 世
…界制覇目前の電撃レポです︒

てつおじさん

ケーキを求めて行列ができた︒誕生から一年後の１
９９１年には ︑北は北海道から南は鹿児島まで４５
店鋪イッキ大展開︒日本全国でブームを呼んだ︒

経営権をぜんぶ失って
スッカラカンになって …
やがて︑飛ぶ鳥を落とす勢いの㈱てっしい村に経営
危機が訪れた︒そこで︑

﹁従業員と福岡の店鋪は守らなきゃ﹂
と全責任を引き受けたてつおじさんは︑スッカラカ
ンになって身を引いた︒
しかしそんな大氷河期にありながら も︑経済状態に
左右されないライフスタイルのおかげか︑てつおじ
さんはあいかわらずのてつおじさんだった︒
たぶん ︑いちばん変わらな
瞳に宿るキラキラ星 …
かったのはそのへんだろう︒

台北で決意した世界制覇！
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﹁
︿てつおじさんの店﹀をやってください！﹂

時は飛んで２０１１年︒

▼HAWAI NEWS NOW（ハワイの人気番組）
出演風景。ちなみにリゾート地への出
店は大好きのよう。

溝上徹思さん

64

◀チーズケーキを手にヘン顔でポーズを
キメるてつおじさん。
福岡でさんざんやらかしてくれた無謀
なオチャメを、どこの国に行ってもお
くめんなく押し通しているのには脱帽
です。

70
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１９４８年 ︑福岡市内でケーキ
屋さんを営む家に誕生︒㈱ てっ
しい村の社長として 福岡 の飲食
業会で一時代を築くも﹁ あの人
は今？﹂状態に ︒実はその後も
﹁やったが勝ち！﹂の〝ヤリタイ
放題人生〟を爆走し︑
︿てつおじ
さんのチーズケーキ﹀では︑もっ
か世界制覇中とのこと︒
夢はインドやカンボジアにおけ
る〝学校のある村づくり〟︒

フィリピン店

▲行列の凄さに新聞の一面を飾ったトロ
ント店（カナダ）のオープン。
系列店としてベイクショップとエンジ
ェルカフェも展開中。

﹁そろそろ引退ですね︑ご苦労様でした！﹂
の年齢だった︒

発刊予定：2018 年５月１日 お楽しみに！

世界中にガンガン広がるてつおじさんの仲間たち。
ウレシイけど「しんど〜…」
行列を作るチーズケー
キ屋さんとして、様々
な国で話題に。

１包にヨーグルト100個分の乳酸菌
腸内サプリの決定版で毎日スッキリ！

定期コース6,600円（税別）➡5,940円（税別）一般コース【定価】6,600円
※送料・手数料無料

お申込 TEL 050-8890-1922 オレンジマーブル

平日9:00〜18:00
(土日祝祭日休）

活 50% エミュープラスハイ 腰膝
妊
OFF
OFF
肘
妊活は女性だけのものではありません。
立ってよし座ってよし階段屈伸もラクラク〜

マイシード

➡定期購入 ( 初回 ) 特価 1,995円
（税別）
通常価格 3,990 円
（税別）
※3 回継続定期コース初回価格（定期コース 3 回継続にて、初回が半額）

申込番号 Ｂ0600 ※2回目以降は 3,720 円（税別）となります。※送料 918 円を無料

お申込 TEL 050-8890-2531 ゴールデンタイム 9:30-22:00

年中無休

分け目
専用

クラス

１本 20g（約１ヶ月分）

満足度 86%

通常価格 8,000 円（税別）
➡特価 1,980 円（税別 / 初回限定 )

お申込 TEL 050-8890-2532 自遊堂

73% バイタルウエーブ
OFF

パーマ

ストレート

パーマ

シルキーな人工肌からの
特殊人工肌で自然で付け心地
生え際が自然。
抜群。本物にしか見えません。 生え際や分け目が魅力的に。

ストレート

パーマ

トップをリッチにボリューム
アップ。オシャレの幅が
さらに広がります。

お申込 TEL050-8890-2534 ライツフォル

ストレート

無料で試着可能です

高品質の分け目専用。
特に分け目が気になる方に。

平日10:00〜17:00 ※送料も無料

9

7タイプ3カラーを

Ｋ2Ｂ

Ｋ5

Ｋ12

自然な黒色 自然な茶色 明るい栗色

9:00〜20:00

スカルプ
ローション

男女兼用

髪

波動研究第一人者との共同研究が生んだ
頭皮への最新アプローチ。
利用者満足率9割以上！

21

ストレート

※送料 417 円

申込番号 FP01

60ml
(約１ヶ月分）
※男女兼用
永野医院院長

永野剛造氏

最先端科学の分野で注目を集めて
いる V italWave
は︑
エネルギー︵波
動︶研究の第一人者である永野剛
造氏︵永野医院︶との共同研究に
より誕生した全く新しい頭皮への
アプローチです︒
〝健康な毛髪の成長〟という目的
達成を第一に考え︑最新スカルプ
成分を贅沢に高濃度配合︒
有用成分の選定から影響力の持続
までをカバーし︑毛根への直接ア
プローチを可能にしたことで︑な
んと９割以上の利用者から満足の
声があがっています！

Ｂ

クラス

まずは気軽にお電話
ください︒全 パタ
ーンからお選びいた
だいたウイッグ︵２種︶が
自宅に届きます！
試着期間︵二泊三日︶が終
れば同封のパックで送り返
すだけ︒
無理なお勧めもありませ
ん︒

Ａ

Ｓ

内側からピ〜ン！
シワ専用美容クリームです

【お申し込み時の注意点】

正価 11,000 円（税別）
➡定期購入(初回)2,980 円（税込）
2 回目 8,200 円（税込) 3〜6 回目8,080 円
（税込) 7 回目以降7,980 円
（税込）
※30日間返金保証 ※送料無料
お申込 TEL 050-8890-2533 セラピュア 9:00-21:00 年中無休

と

お洒落

自宅で試着 部分ウイッグ

肌

パ

80g

自然＆付け心地抜群な部分ウイッグを自宅でじっくり試着体験

クラス

OFF

9:00〜20:00

ッ

0

円 レンタル料
送料・返送料

野口医学研究所がついに開発した
﹁立 っ て よ し 座 っ て よ し 動 い て よ
し﹂の３拍子揃った節々のクリー
ムです︒
﹁ベッドから起き上がるの
も辛い﹂という方々にも﹁あれっ！﹂
と驚かれる驚異の実感力︒
エミュー︵豪州の国鳥︶から抽出
したオイルは﹁節々の痛みに非常
に良い﹂と昔からの評判︒
そのエミューオイルにさらに節々
成分のグルコサミンなど︑贅沢に
種配合︒

妊活を〝女性に任せっきり〟なん
ていけませんよ︒男性もシッカリ
がんばりましょう！
﹁マ イ シ ー ド ー 亜 鉛 配 合 ー for
﹂は︑亜 鉛︵男 性 の 元 気 を 補
men
う３栄養素の代表︶
︑コエンザイム
Ｑ１ ０︵細 胞 を 作 る 働 き を 助 け︑
精子の効酸化作用を高める︶
︑ソイ
ポリア︵精子の中に多く含まれる
成分︶を高配合した︑妊活男性イ
チ押しのサプ
リメント︒
﹁お か げ さ ま
で念願の母子
手帳を手にす
ることができ
ました﹂
など︑
喜びの声が多
数︑届いてい
ます︒

お申込 TEL 050-8890-1924 ベビーライフ研究所

75% リペアップ琥珀プラス

11

➡5,980 円（税別 / 初回限定）
通常価格 11,980 円（税別）
平日 10:00
〜17:00

申込番号 wnc180201

1,480 円（税別）※送料 650 円が無料

※2 回目以降 5,130 円（税別）
※３回以上（合計金額 11,740 円）
のご継続が条件です。 ※30 日間返金保証

お申込 TEL 050--8890-1923 スペシャルアプローチ

「あれっ！」
とビックリ節々のクリーム！

1箱60錠

※送料無料

通常価格 5,700 円（税別）➡初回特価

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︒

男性もがんばって！

40g(約１ヶ月）

なので
あなたの
を
咲かせましょう

顆粒タイプ
1.2g×30包入り

お申し込みはお電話で！

50%

若く美しい手肌へと導く
薬用ホワイトニングクリームです

あなたが花咲く商品です！

手の年齢ケアに一般的なハンドク
リームを使っても︑
﹁保湿﹂が主な
目的で作られている
ため︑シミなどに有
効な成分はほとんど
無配合︒また︑顔用
の美白クリームでは︑
皮膚の厚さや発汗量などが異なる
ため︑実感があるとは言えません︒
〝キメテ薬用ナイトハンドクリー
ム〟は︑手に現れる年齢ケアを目
的に開発された医薬部外品です︒
３種類の有効成分が角質に浸透し︑
睡眠中にしっかりケア︒
キメの整っ
た白く美しい手肌へと導きます︒

無料

※送料も無料 ※結婚相談所と判らない封筒で送ります。
平日 8:00〜24:00
お申込 TEL 050-8890-1921 パスクリエイト 土日祝 9:00〜19:00

OFF

手

キメテ 薬用ホワイトニング
ナイトハンドクリーム

健康の維持に必要な乳酸菌の摂取
量は一日一兆個 つ
…まりヨーグル
ト百個分です︒ところがメガサン
Ａ１ ５ ０ な ら︑な ん と ビ ッ ク リ︑
たったの一包で一兆個の乳酸菌が
補えるのです︒
若い方はもちろん︑幾つになって
も毎日スッキリ元気
で若々しく過ごされ
たい方におすすめし
ます︒

婚活したいけど﹁自分に合った結
婚 相 談 所 が ど こ か 判 ら な い﹂と︑
なかなか行動に踏み出せない方が
多いようです︒
結婚・婚活おうえんネットは︑そ
んな方のためのスペシャルな結婚
相談所情報︒全国に店鋪のある大
手結婚相談所から地域密着型の結
婚相談所までの情報が多数掲載さ
れ︑二十代前半から中高年まで条
件にあった結婚相談所を紹介しま
すので︑年齢
が気になる方
にも安心して
御利用頂けま
す︒
まずはお気軽
にお電話くだ
さい︒

貴方にピタリな結婚相談所の資料を
無料でお届けします！

76%

春

0

婚活 10%
mega３メガサンＡ150 腸活
OFF

円 婚活・結婚おうえんネット

8

※左肩の 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。
※ご購入お申し込み期限：2018 年 4 月 20 日

１包にヨーグルト100個分の乳酸菌
腸内サプリの決定版で毎日スッキリ！

定期コース6,600円（税別）➡5,940円（税別）一般コース【定価】6,600円
※送料・手数料無料

お申込 TEL 050-8890-1922 オレンジマーブル

平日9:00〜18:00
(土日祝祭日休）

活 50% エミュープラスハイ 腰膝
妊
OFF
OFF
肘
妊活は女性だけのものではありません。
立ってよし座ってよし階段屈伸もラクラク〜

マイシード

➡定期購入 ( 初回 ) 特価 1,995円
（税別）
通常価格 3,990 円
（税別）
※3 回継続定期コース初回価格（定期コース 3 回継続にて、初回が半額）

申込番号 Ｂ0600 ※2回目以降は 3,720 円（税別）となります。※送料 918 円を無料

お申込 TEL 050-8890-2531 ゴールデンタイム 9:30-22:00

年中無休

分け目
専用

クラス

１本 20g（約１ヶ月分）

満足度 86%

通常価格 8,000 円（税別）
➡特価 1,980 円（税別 / 初回限定 )

お申込 TEL 050-8890-2532 自遊堂

73% バイタルウエーブ
OFF

パーマ

ストレート

パーマ

シルキーな人工肌からの
特殊人工肌で自然で付け心地
生え際が自然。
抜群。本物にしか見えません。 生え際や分け目が魅力的に。

ストレート

パーマ

トップをリッチにボリューム
アップ。オシャレの幅が
さらに広がります。

お申込 TEL050-8890-2534 ライツフォル

ストレート

無料で試着可能です

高品質の分け目専用。
特に分け目が気になる方に。

平日10:00〜17:00 ※送料も無料

9

7タイプ3カラーを

Ｋ2Ｂ

Ｋ5

Ｋ12

自然な黒色 自然な茶色 明るい栗色

9:00〜20:00

スカルプ
ローション

男女兼用

髪

波動研究第一人者との共同研究が生んだ
頭皮への最新アプローチ。
利用者満足率9割以上！

21

ストレート

※送料 417 円

申込番号 FP01

60ml
(約１ヶ月分）
※男女兼用
永野医院院長

永野剛造氏

最先端科学の分野で注目を集めて
いる V italWave
は︑
エネルギー︵波
動︶研究の第一人者である永野剛
造氏︵永野医院︶との共同研究に
より誕生した全く新しい頭皮への
アプローチです︒
〝健康な毛髪の成長〟という目的
達成を第一に考え︑最新スカルプ
成分を贅沢に高濃度配合︒
有用成分の選定から影響力の持続
までをカバーし︑毛根への直接ア
プローチを可能にしたことで︑な
んと９割以上の利用者から満足の
声があがっています！

Ｂ

クラス

まずは気軽にお電話
ください︒全 パタ
ーンからお選びいた
だいたウイッグ︵２種︶が
自宅に届きます！
試着期間︵二泊三日︶が終
れば同封のパックで送り返
すだけ︒
無理なお勧めもありませ
ん︒

Ａ

Ｓ

内側からピ〜ン！
シワ専用美容クリームです

【お申し込み時の注意点】

正価 11,000 円（税別）
➡定期購入(初回)2,980 円（税込）
2 回目 8,200 円（税込) 3〜6 回目8,080 円
（税込) 7 回目以降7,980 円
（税込）
※30日間返金保証 ※送料無料
お申込 TEL 050-8890-2533 セラピュア 9:00-21:00 年中無休

と

お洒落

自宅で試着 部分ウイッグ

肌

パ

80g

自然＆付け心地抜群な部分ウイッグを自宅でじっくり試着体験

クラス

OFF

9:00〜20:00

ッ

0

円 レンタル料
送料・返送料

野口医学研究所がついに開発した
﹁立 っ て よ し 座 っ て よ し 動 い て よ
し﹂の３拍子揃った節々のクリー
ムです︒
﹁ベッドから起き上がるの
も辛い﹂という方々にも﹁あれっ！﹂
と驚かれる驚異の実感力︒
エミュー︵豪州の国鳥︶から抽出
したオイルは﹁節々の痛みに非常
に良い﹂と昔からの評判︒
そのエミューオイルにさらに節々
成分のグルコサミンなど︑贅沢に
種配合︒

妊活を〝女性に任せっきり〟なん
ていけませんよ︒男性もシッカリ
がんばりましょう！
﹁マ イ シ ー ド ー 亜 鉛 配 合 ー for
﹂は︑亜 鉛︵男 性 の 元 気 を 補
men
う３栄養素の代表︶
︑コエンザイム
Ｑ１ ０︵細 胞 を 作 る 働 き を 助 け︑
精子の効酸化作用を高める︶
︑ソイ
ポリア︵精子の中に多く含まれる
成分︶を高配合した︑妊活男性イ
チ押しのサプ
リメント︒
﹁お か げ さ ま
で念願の母子
手帳を手にす
ることができ
ました﹂
など︑
喜びの声が多
数︑届いてい
ます︒

お申込 TEL 050-8890-1924 ベビーライフ研究所

75% リペアップ琥珀プラス

11

➡5,980 円（税別 / 初回限定）
通常価格 11,980 円（税別）
平日 10:00
〜17:00

申込番号 wnc180201

1,480 円（税別）※送料 650 円が無料

※2 回目以降 5,130 円（税別）
※３回以上（合計金額 11,740 円）
のご継続が条件です。 ※30 日間返金保証

お申込 TEL 050--8890-1923 スペシャルアプローチ

「あれっ！」
とビックリ節々のクリーム！

1箱60錠

※送料無料

通常価格 5,700 円（税別）➡初回特価

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︒

男性もがんばって！

40g(約１ヶ月）

なので
あなたの
を
咲かせましょう

顆粒タイプ
1.2g×30包入り

お申し込みはお電話で！

50%

若く美しい手肌へと導く
薬用ホワイトニングクリームです

あなたが花咲く商品です！

手の年齢ケアに一般的なハンドク
リームを使っても︑
﹁保湿﹂が主な
目的で作られている
ため︑シミなどに有
効な成分はほとんど
無配合︒また︑顔用
の美白クリームでは︑
皮膚の厚さや発汗量などが異なる
ため︑実感があるとは言えません︒
〝キメテ薬用ナイトハンドクリー
ム〟は︑手に現れる年齢ケアを目
的に開発された医薬部外品です︒
３種類の有効成分が角質に浸透し︑
睡眠中にしっかりケア︒
キメの整っ
た白く美しい手肌へと導きます︒

無料

※送料も無料 ※結婚相談所と判らない封筒で送ります。
平日 8:00〜24:00
お申込 TEL 050-8890-1921 パスクリエイト 土日祝 9:00〜19:00

OFF

手

キメテ 薬用ホワイトニング
ナイトハンドクリーム

健康の維持に必要な乳酸菌の摂取
量は一日一兆個 つ
…まりヨーグル
ト百個分です︒ところがメガサン
Ａ１ ５ ０ な ら︑な ん と ビ ッ ク リ︑
たったの一包で一兆個の乳酸菌が
補えるのです︒
若い方はもちろん︑幾つになって
も毎日スッキリ元気
で若々しく過ごされ
たい方におすすめし
ます︒

婚活したいけど﹁自分に合った結
婚 相 談 所 が ど こ か 判 ら な い﹂と︑
なかなか行動に踏み出せない方が
多いようです︒
結婚・婚活おうえんネットは︑そ
んな方のためのスペシャルな結婚
相談所情報︒全国に店鋪のある大
手結婚相談所から地域密着型の結
婚相談所までの情報が多数掲載さ
れ︑二十代前半から中高年まで条
件にあった結婚相談所を紹介しま
すので︑年齢
が気になる方
にも安心して
御利用頂けま
す︒
まずはお気軽
にお電話くだ
さい︒

貴方にピタリな結婚相談所の資料を
無料でお届けします！

76%

春

0

婚活 10%
mega３メガサンＡ150 腸活
OFF

円 婚活・結婚おうえんネット

8

※左肩の 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。
※ご購入お申し込み期限：2018 年 4 月 20 日

なぞるだけ！
塗ると即リフトアップ
＆シワがピ〜ン
！
気になる部分を下から上に
※物理的効果

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︒

種類もの美容成分や 種もの植物由

20

しかも〝かっさ と美 容液の 一体化〟や

来成分の配合で︑美肌力のほうも同時

にアップ！

67

ご使用者様から

※2017 年 9 月時点 自社調べ

シワ伸ばし固形美容液
サーメージリフティングスティックバーム

１本３役 !

カッサ
シワ伸ばし ＋ マッサージ ＋ オールインワン

種類の
67
エイジングケア成分を

コラーゲン・ペプチド・アルジルリンなど

贅沢に配合！
ハリ
ツヤ

使用前

弾力

潤い キメを
整える

使用中

使用前

使用中
※効果には個人差があります。

2018 年 4 月 30 日まで！！ ガリヤ限定特別価格！
サーメージ リフティングスティックバーム

ぷり
たっ 分！
２ヶ月

メーカー小売希望価格

050-8888-7862

S005
10

創業八十年 東京堂

福岡市 技能功労賞

受賞

卒業・入学・結婚式 お
…めでたイベントがテンコ盛りの春です︒
着物でビシッと決めましょう！

２０１７年度

８０年の時を経た今も︑増江ヒデさん︵初代・

︶の思いや技は︑子・孫・曾孫に
1903-2002
受け継がれて鮮やかだ︒

夫の急死で子供たちを親戚にあずけ﹁ 生きる

ため ﹂東京の美容専門学校に入学︒ちなみに︑

福岡にありながら〝東京堂 〟の店名は︑修行

の地が東京にあったことに由来する︒

さて東京堂三代目・ 増江満香さんーー ひとり

ひとりの魅力を的確に引き出すナチュラルな

〝ショートカット〟そして〝着付け〟で︑幅

広い層にファンを持つ美容師だ︒

たとえば〝着物を着ると締め付けられてキツ

イ〟の印象も︑

﹁ぜんぜんキツクないのです！﹂

むしろゆったりとして︑心地良ささえ醸す︒

かと言って︑

美しいフォルムは着る人とともに︑脱ぐ瞬間

11

﹁ぜんぜん着崩れしないのです！﹂

までキープされる︒

花嫁の着付けから振袖︑留袖︑訪問着︑浴衣

など何でもＯＫ ︒流行の取り入れにも意欲的

で︑人気の袴ファッションなどもお手の物︒

研鑽を積んだ四半世紀が評価され︑昨年末は

東京堂グループ

福岡市より技能功労賞を受賞した︒

スタッフ
募集中

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

１９６１年福岡県朝倉市誕生︒
東京堂美容室社長︵三代目︶
︒
ショートカットに定評︒
上級着付師として婚礼をはじめ︑様々な
着付けに対応︒
２０１７年︑福岡市より技能功労賞受賞︒

那珂川
至天神

※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 4月30日
エステ（デコルテ）
…2,000 円〜

menu 一例 ※税抜き価格

1,000 円

※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
⬇

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

博多座●
リバ
レイン●

東京堂■

那珂川
ビューティ
サロン

中洲大通り

明治通り

着物は前日迄にお持ち込みくださ
※
い︒
３０分早まる毎に千円をプラスす
※
ることで︑一般営業開始の８時半
よりも早朝の着付けが可能です︒

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

卒業式・入学式はぜひ訪問着で

増江満香さん

披露宴はやっぱり和装ですね︒手間をかけて
臨む心意気が︑招待側の喜びを増幅させます︒

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

上級着付け師のワザにかかれば
着ごこち満点︑着くずれ無し！
華麗さをキリッとおさえた袴ファッションが、今たいへんな人気です。

︻猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

﹁サプリ︑
あんた⁝﹂

長澤 由起子

﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ニャ﹂

聖父シローちゃん

十二月十二日︑
朝のことでした︒

﹁あらシローちゃん ⁝あんた︑
もしかして
付き添ってくれてたの？﹂
﹁ニャン﹂
⁝と︑そんななりゆきから︑私のセミＷ

﹁よかった〜﹂

ました︒

ベッドはそのまんま︑
子育ての場となり

なコトに気がつきました⁝ベッドが少し

ところが︑そうして何日かたつと不思議
も汚れません︒
理由はシローちゃんでした︒
仔猫は自力で排便することが難しく︑排

ックンゴックンしていたのです︒

三匹のお尻を順繰りにナメ倒しては︑ゴ

けていたのです︒

な役目をなんと︑シローちゃんが引き受

要するに︑
ムー
︵前号で紹介済 ︒
サプリの

目醒めれば猫 ⁝ というのはいつもの風景
ですが ︑
この朝はちょっと様子が違いまし
た︒
それにしても︑

の︑
計３コロです︒

▶右上から反時計周りに
シローちゃん︑サプリ︑仔猫たち︒

しかし︑
そんな疑惑などものともせず︑
慣
れない子育てに︑真っ向から取り組むふ

コトに気がつきました︒
代します︒
そしてお乳を含ませます
︵出る

サプリが立てば︑
サッとシローちゃんが交

たりだったのです︒

仔猫たちの体毛の微妙なモフモフ感︑そ

さらに何日かすると︑またまた不思議な
３コロの様子が気になりな
して気品ある顔つきは︑気のせいかムー
もんかい︶
︒

がらも ︑まずはサプリのケ
アからでした︒
より︑
シローちゃんに似ています︒

ヨチヨチ歩きはじめました︒

仔猫たちはやがて目が開いて︑
ヨチヨチ

聖母マリアならぬ聖父シローちゃん⁝崇

私 の肩に深くカラダを預
高なまでのけなげさに︑
ウルッときます︒

けたまま︑ひどくグッタリ
﹁まさかシローちゃん︑
あなたがパパ？﹂

シロー少年に︑突然降って湧いたパパ疑

﹁でもあなた︑
まだ子供でしょ？﹂

﹁ニャン！﹂
どれほどタイヘンな出産だ

しています︒

ったのでしょう⁝ にもかか

そして︑
ぶつかったり転んだり落っこちた
りしながら ︑冒険心と好奇心をいっぱい

惑でした︒

タイヘンの真横で爆睡して

わらず私ときたら︑そんな

にして︑
それぞれの世界を広げています︒
でも︑夜にはまた〝ひとかたまり〟にな

です︒
るのです︒

となれば ︑ママのサプリはフタマタ疑惑
﹁あんた︑
ムーと付き合ってたでしょ？﹂

たなんて！

﹁⁝ニャ﹂

いように語られます︒
そして〝分け合い〟

すけど︶
︑
至福の眠りにつく私です︒

の生き方は ︑
あたかも出来た人間〝善人〟

そんな〝ひとかたまり〟の横で
︵窮屈で

ものの︑権力・支配はないと私は思ってい

にしか出来ないと思われがちです︒

題だったりして︶
︒

ます︒

皆さんは︑
いかがですか？

や餌や道具で〝権力的に支配しなければ

き方〟であったこと︑障害を持った人で

も︑狩猟採集の縄文人は〝分け合いの生

しかし︑ブッシュマンだけでなく︑日本で

も長生きしたこと︑そして〝犬〟をとて
も大事に〝埋葬〟していたことが分かっ
そして︑その〝犬〟も〝分け合う動物〟

ています︒
玩具をくわえた〝犬〟を追うと捕まらな

なのです︒
﹁取りにおいで！﹂

果 たし て〝奪い合いの生 き 方〟は本 当

さあ︑
再び皆さんに質問です︒
に仕方ないことなのでしょうか︒

人類らしい生き方
実は︑狩猟採集社会は五百万年とされる
人類史の主流で︑農耕社会の発展はここ
また︑
〝犬〟たちに骨や水を与えると順

つまり︑現代人の〝奪い合いの生き方〟

一万年くらいのことだといいます︒

物 玩
(具 を
) 獲り︑分け合う〝狩り〟だ
からです︒

す︒
だってこれは彼らにとって︑仲間と獲

ん︒
それどころか引っ張りっこも大好きで

彼らは決して玩具をくわえて逃亡しませ

と誘うのです︒

て︑
尻尾を高く上げ︑

い位置で振り返り︑仁王立ちします︒
そし

〝犬〟の分け合い

ならない〟と思っていたのです︒

モノを〝奪い︑独占する〟ので︑ヒトが力

しかし以前の私は違いました︒
〝犬〟は

しかも相手は未成年︵こっちのほうが問

﹁ひとりでよく頑張ったね︒
ごめんね︑ごめんね⁝﹂
すると横から︑
﹁ニャ〜﹂
と︑シローちゃんです︒

狩猟採集民族です︒
驚くことに彼らには︑
〝個人所有〟の観
念も〝権力関係〟も無いそうです︒
獲った獲物の肉は仲間で公平に分け︑実っ

番に口にします︒
上位犬は︑ほどなくする

た 植 物 も 決 し て取 り 合 わないといいま
す︒

犬や幼児などの弱者にはとても寛容で︑

ます︒
それなら︑太古から現代まで〝人

ブッシュマンは〝人類の原像〟と言われ

は︑
ほんの支流かもしれないのです︒

と下位犬に譲るのです︒

横入りも大目に見ます︒

しかも︑自分に自信のある〝犬〟ほど︑幼

なぜ彼らは︑このような〝分け合いの生
き方〟が出来るのでしょう︒
実は〝個人所有〟や〝権力関係〟という

そうです︑この様に彼らが〝モノを共有

もまた︑〝人類の原像〟です︒

加し使役する唯一の狩 猟 採集動物
〝犬〟

類〟と自然体で日常を営み︑共に社会参
〝 産物の蓄積〟による〝富〟に由来して

する〟ことを目にする瞬間こそ︑
私が

その〝人 類の原 像〟である彼 らの生 き

のは農 業 や 畜 産 な ど の〝 土 地の所 有 〟
いて︑自然の恵みに依存する狩猟採集生

﹁分け合うんだ！﹂

方は〝分け合い〟なのです︒

分け合う動物〝犬〟

活では発生し難いのだそうです︒

と感動する時なのです︒

〝分 け合いの生 き 方〟は〝人 類 らしい
生き方〟だと︑私は思います︒
そしてそ
今︑世界中で〝格差社会〟が問題になっ

方の素質を持っていると思うのです︒

れならきっと︑私たち現代人もその生き

さて︑皆さんもご存じの通り〝犬〟も狩
ています︒

猟採集の種族です︒
長年犬と密接に付き合ってきて︑実は犬

本
原種の犬に近い性質を持
※作での〝犬〟は︑
ち︑
秩序ある社会生活を営む犬を指します︒

は︑ヒトとして︑また動物としても仕方な

現 代 では〝
︵富の︶奪い合い〟の生 き 方

も同様に個犬 個
(人 所
) 有は無く︑家族・
チームを統率するための上下関係はある

12

便の介助が必要なのですが︑そんな大変

﹁サプリ？﹂
と︑
とりあえずビックリ︒

﹁まさか︑
私の枕もとで産む？﹂

枝のひっぱりっこ

(通巻No.308）

初恋の野良ちゃん ︶
との愛の結晶です︒
﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ニャ﹂

No.17

毛布をめくるとコロコロッとさらに２コロ

﹁サプリ！﹂
黒くて細くてグッショリ濡れたものが ︑
枕
の横にコロ〜ン︒

犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

Photo Garally

No.17

ブッシュマンをご存知ですか？アフリカの

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！

私の人生感に多大な影響を与えた猫。

ー犬は地球を救うー ②

proﬁle

奪い合いの生き方

「取ってみな！」

13

おさなごたちを抱く姿に聖母マリアを彷彿とさせるシローちゃん。

ブッシュマン
「いいの？」
「これあげる」

スリーピーズハウス 土生亜紀子

My
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1988-1997

︻猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

﹁サプリ︑
あんた⁝﹂

長澤 由起子

﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ニャ﹂

聖父シローちゃん

十二月十二日︑
朝のことでした︒

﹁あらシローちゃん ⁝あんた︑
もしかして
付き添ってくれてたの？﹂
﹁ニャン﹂
⁝と︑そんななりゆきから︑私のセミＷ

﹁よかった〜﹂

ました︒

ベッドはそのまんま︑
子育ての場となり

なコトに気がつきました⁝ベッドが少し

ところが︑そうして何日かたつと不思議
も汚れません︒
理由はシローちゃんでした︒
仔猫は自力で排便することが難しく︑排

ックンゴックンしていたのです︒

三匹のお尻を順繰りにナメ倒しては︑ゴ

けていたのです︒

な役目をなんと︑シローちゃんが引き受

要するに︑
ムー
︵前号で紹介済 ︒
サプリの

目醒めれば猫 ⁝ というのはいつもの風景
ですが ︑
この朝はちょっと様子が違いまし
た︒
それにしても︑

の︑
計３コロです︒

▶右上から反時計周りに
シローちゃん︑サプリ︑仔猫たち︒

しかし︑
そんな疑惑などものともせず︑
慣
れない子育てに︑真っ向から取り組むふ

コトに気がつきました︒
代します︒
そしてお乳を含ませます
︵出る

サプリが立てば︑
サッとシローちゃんが交

たりだったのです︒

仔猫たちの体毛の微妙なモフモフ感︑そ

さらに何日かすると︑またまた不思議な
３コロの様子が気になりな
して気品ある顔つきは︑気のせいかムー
もんかい︶
︒

がらも ︑まずはサプリのケ
アからでした︒
より︑
シローちゃんに似ています︒

ヨチヨチ歩きはじめました︒

仔猫たちはやがて目が開いて︑
ヨチヨチ

聖母マリアならぬ聖父シローちゃん⁝崇

私 の肩に深くカラダを預
高なまでのけなげさに︑
ウルッときます︒

けたまま︑ひどくグッタリ
﹁まさかシローちゃん︑
あなたがパパ？﹂

シロー少年に︑突然降って湧いたパパ疑

﹁でもあなた︑
まだ子供でしょ？﹂

﹁ニャン！﹂
どれほどタイヘンな出産だ

しています︒

ったのでしょう⁝ にもかか

そして︑
ぶつかったり転んだり落っこちた
りしながら ︑冒険心と好奇心をいっぱい

惑でした︒

タイヘンの真横で爆睡して

わらず私ときたら︑そんな

にして︑
それぞれの世界を広げています︒
でも︑夜にはまた〝ひとかたまり〟にな

です︒
るのです︒

となれば ︑ママのサプリはフタマタ疑惑
﹁あんた︑
ムーと付き合ってたでしょ？﹂

たなんて！

﹁⁝ニャ﹂

いように語られます︒
そして〝分け合い〟

すけど︶
︑
至福の眠りにつく私です︒

の生き方は ︑
あたかも出来た人間〝善人〟

そんな〝ひとかたまり〟の横で
︵窮屈で

ものの︑権力・支配はないと私は思ってい

にしか出来ないと思われがちです︒

題だったりして︶
︒

ます︒

皆さんは︑
いかがですか？

や餌や道具で〝権力的に支配しなければ

き方〟であったこと︑障害を持った人で

も︑狩猟採集の縄文人は〝分け合いの生

しかし︑ブッシュマンだけでなく︑日本で

も長生きしたこと︑そして〝犬〟をとて
も大事に〝埋葬〟していたことが分かっ
そして︑その〝犬〟も〝分け合う動物〟

ています︒
玩具をくわえた〝犬〟を追うと捕まらな

なのです︒
﹁取りにおいで！﹂

果 たし て〝奪い合いの生 き 方〟は本 当

さあ︑
再び皆さんに質問です︒
に仕方ないことなのでしょうか︒

人類らしい生き方
実は︑狩猟採集社会は五百万年とされる
人類史の主流で︑農耕社会の発展はここ
また︑
〝犬〟たちに骨や水を与えると順

つまり︑現代人の〝奪い合いの生き方〟

一万年くらいのことだといいます︒

物 玩
(具 を
) 獲り︑分け合う〝狩り〟だ
からです︒

す︒
だってこれは彼らにとって︑仲間と獲

ん︒
それどころか引っ張りっこも大好きで

彼らは決して玩具をくわえて逃亡しませ

と誘うのです︒

て︑
尻尾を高く上げ︑

い位置で振り返り︑仁王立ちします︒
そし

〝犬〟の分け合い

ならない〟と思っていたのです︒

モノを〝奪い︑独占する〟ので︑ヒトが力

しかし以前の私は違いました︒
〝犬〟は

しかも相手は未成年︵こっちのほうが問

﹁ひとりでよく頑張ったね︒
ごめんね︑ごめんね⁝﹂
すると横から︑
﹁ニャ〜﹂
と︑シローちゃんです︒

狩猟採集民族です︒
驚くことに彼らには︑
〝個人所有〟の観
念も〝権力関係〟も無いそうです︒
獲った獲物の肉は仲間で公平に分け︑実っ

番に口にします︒
上位犬は︑ほどなくする

た 植 物 も 決 し て取 り 合 わないといいま
す︒

犬や幼児などの弱者にはとても寛容で︑

ます︒
それなら︑太古から現代まで〝人

ブッシュマンは〝人類の原像〟と言われ

は︑
ほんの支流かもしれないのです︒

と下位犬に譲るのです︒

横入りも大目に見ます︒

しかも︑自分に自信のある〝犬〟ほど︑幼

なぜ彼らは︑このような〝分け合いの生
き方〟が出来るのでしょう︒
実は〝個人所有〟や〝権力関係〟という

そうです︑この様に彼らが〝モノを共有

もまた︑〝人類の原像〟です︒

加し使役する唯一の狩 猟 採集動物
〝犬〟

類〟と自然体で日常を営み︑共に社会参
〝 産物の蓄積〟による〝富〟に由来して

する〟ことを目にする瞬間こそ︑
私が

その〝人 類の原 像〟である彼 らの生 き

のは農 業 や 畜 産 な ど の〝 土 地の所 有 〟
いて︑自然の恵みに依存する狩猟採集生

﹁分け合うんだ！﹂

方は〝分け合い〟なのです︒

分け合う動物〝犬〟

活では発生し難いのだそうです︒

と感動する時なのです︒

〝分 け合いの生 き 方〟は〝人 類 らしい
生き方〟だと︑私は思います︒
そしてそ
今︑世界中で〝格差社会〟が問題になっ

方の素質を持っていると思うのです︒

れならきっと︑私たち現代人もその生き

さて︑皆さんもご存じの通り〝犬〟も狩
ています︒

猟採集の種族です︒
長年犬と密接に付き合ってきて︑実は犬

本
原種の犬に近い性質を持
※作での〝犬〟は︑
ち︑
秩序ある社会生活を営む犬を指します︒

は︑ヒトとして︑また動物としても仕方な

現 代 では〝
︵富の︶奪い合い〟の生 き 方

も同様に個犬 個
(人 所
) 有は無く︑家族・
チームを統率するための上下関係はある

12

便の介助が必要なのですが︑そんな大変

﹁サプリ？﹂
と︑
とりあえずビックリ︒

﹁まさか︑
私の枕もとで産む？﹂

枝のひっぱりっこ

(通巻No.308）

初恋の野良ちゃん ︶
との愛の結晶です︒
﹁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ニャ﹂

No.17

毛布をめくるとコロコロッとさらに２コロ

﹁サプリ！﹂
黒くて細くてグッショリ濡れたものが ︑
枕
の横にコロ〜ン︒

犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

Photo Garally

No.17

ブッシュマンをご存知ですか？アフリカの

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！

私の人生感に多大な影響を与えた猫。

ー犬は地球を救うー ②

proﬁle

奪い合いの生き方

「取ってみな！」

13

おさなごたちを抱く姿に聖母マリアを彷彿とさせるシローちゃん。

ブッシュマン
「いいの？」
「これあげる」

スリーピーズハウス 土生亜紀子

My
Sweet
Life
With
Cats
シルクちゃん
1988-1997

ご両親が元気を復活された理由

﹁自分たちはもう︑犬に責任が持てる年

二年前︑

ました︒でも愛犬が十二歳で他界した

Ａさんのご両親は︑犬を飼っておられ

これは犬猫たちにとっての大損失です︒

というのが理由です︒

﹁最期まで責任がもてないから﹂

す︒

飼主リタイアを義務のように思い始めま

Ａさんのご両親のように︑高齢になると︑

責任は会員相互で
引き受けましょう

齢ではないから﹂

最近︑実際にあった
出来事から

と︑飼うことを諦められたそうです︒

とをヤラカシてくれるおかげで︑

なぜなら︑犬猫たちがイロイロ面倒なこ

人にとっては︑さらに大損失です︒
れるようになりました︒
①日々の暮らしが明るく楽しくヴィ

お元気だったご両親は︑体調をこわさ
Ａさんはそれを︑高齢︵八十代後半︶

②健康寿命が伸びる︒

②心が洗われたり癒されたりする︒

ヴィッドになる︒
ところが︑そうではなかったのです︒
など︑実は良いことダラケ︒こんな良い

⑤Ｂ会員

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

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

⑤Ａ会員

14

のせいと考えていました︒

それを教えてくれたのは︑たまたま転

)

お待ちいたします︒

りません︒お一人でも多くのご入会を︑

いますが︑若い方を排除するものではあ

当会は中高年層にターゲットをあてては

す

んが飼育困難になった 場合も同様の流れで

︵ 新飼主さ
③ 新飼主さんに譲渡されます︒

宛︑連絡が届きます︒

② 待機会員に事務局から条件が合う方

務局に報告します︒

①飼育困難になった時点で︑その旨を事

仕組みは簡単です︒

しました︒

そこで〝 犬猫人互助会︵仮名︶〟を考案

納得いきません︒

ことダラケをリタイアなんて︑ぜったい

がり込んできた︑迷い犬でした︒
﹁犬 を 預 か っ て い た 一 週 間 ︑ 両 親 が ム
チャクチャ元気になったんです！犬と
居るとこんなに元気になれるんだって︑
本当にびっくりしました！﹂
そして︑ガリヤに相談がきたというわ
けです︒
﹁ 両親に元気でいてもらいたいから犬を
飼わせます！どんな犬でもいいから︑
譲ってください！﹂
とても急いでおられるようでした︒
さっそく保護活動をしている友人に連
絡すると︑なんと︑子犬を四匹保護し
たばかり︒ご両親のもとには︑そのう
ちの一匹が届けられました︒

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

厳しい寒さが続きました︒街に降る雪はすぐ溶けますが︑お山
のワンコたちに降る雪はなかなか溶けてくれません︒雪の重さ

動愛園

動愛園は動物大好きなＮＰＯ法人が運営する福岡最大級のペット
霊園です︒
糸島斎場︑博多斎場ともに︑
﹁愛しい家族と納得ゆくまで
お過ごし頂けますように﹂
との祈りが満ちています︒

動愛園

博多斎場

﹁ここが霊園？﹂

一見してサロン風のため︑
がらのお別れです⁝

※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︒

が込められています︒

して小さな命への感謝の思い

れるほどの癒し︑ねぎらい︑そ

でもこの斬新さの内には︑溢

斬新な霊園です︒

そう思われても仕方ないほど

されてください︒

しい海沿いのドライブで︑心癒

お車でお参りの際は︑糸島の美

葬儀会場まで整っています︒

火葬︑
納骨︑
墓地はもちろん︑
ご

と︑
きっと思って頂けます︒

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
きっと思って頂けます
気遣いに包まれて

糸島斎場

動物霊園 は動愛園をおすすめします。

で屋根の一部が曲がってしまいました︒
よもぎ︵♀︶です︒高齢で

-

シバ犬
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。

すがとても元気で︑まだ生
理があるんですよ︒
生理が始まると♂犬たちの
人気者になるせいか︑自分
の部屋に入りたがらないの
で困ります︒
すすむ︵♂︶です︒相変わ
らす近くでは写真を撮らせ

※次ページもご覧ください。

【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

てくれません︒

左目の瞳のレンズが割れて

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）
一般社団法人全国ペット霊園協会

いて︑ゴミがはいらないか

歳♀♂）

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

心配です︒

〒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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どういう状況でも︑生きよ
うとする動物たちの生命力

/
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⑤中型犬

郵送

mail

歳♀♂）

携帯

④Ａ会員
②55 歳
①田中和子
（例

歳♀♂）

@

/
/

-

歳♀♂）

/

/

猫（種
歳♀♂）

猫（種
歳♀♂）
将来的に

/
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

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

歳♀♂）

-

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

の凄さに感動します︒

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）
博多斎場で納骨を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

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

（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。）

博多区吉塚 8-1-9

動愛園博多斎場

ご支援をお願いし︑はや十五年目を

※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。
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

迎えます︒今は老齢犬ばかりです︒

③ご住所

歳
②年齢
①お名前

/

電話
連絡

〒

/
NPO法人 西日本動物愛護協会

▲シェルターは外壁の多くが網で出来ているため、老犬たちには
あまりにも厳しい吹きさらし状態。冬は、こうしてビニールで
被ってあげることも、大事な寒さ対策のひとつです。

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

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︶
︒

尊いご寄付をありがとうございました！

伝助ちゃん
（♂）
だよ

入会金：無料
年会費：無料

会員になりませんか？！
犬猫人互助会 入会申込み用紙
皆様のおかげで命をつないできました。
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。

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

犬猫たちと安心して暮らし続けるためにこんな会を作ろうとしています。
小梅 (♀) だよ

けっこう大変なシェルター運営。
ワンコたちにご寄付を
お願いいたします

よもぎです
すすむです
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ヨシキカヨコ様 …………4.000 円
レオ様 ……………………1,000 円
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なぜなら︑犬猫たちがイロイロ面倒なこ

人にとっては︑さらに大損失です︒
れるようになりました︒
①日々の暮らしが明るく楽しくヴィ

お元気だったご両親は︑体調をこわさ
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②心が洗われたり癒されたりする︒

ヴィッドになる︒
ところが︑そうではなかったのです︒
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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。

すがとても元気で︑まだ生
理があるんですよ︒
生理が始まると♂犬たちの
人気者になるせいか︑自分
の部屋に入りたがらないの
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すすむ︵♂︶です︒相変わ
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博多斎場で納骨を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
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あまりにも厳しい吹きさらし状態。冬は、こうしてビニールで
被ってあげることも、大事な寒さ対策のひとつです。
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預ける可能性ある
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犬 or 猫の特徴
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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︶
︒

尊いご寄付をありがとうございました！

伝助ちゃん
（♂）
だよ

入会金：無料
年会費：無料

会員になりませんか？！
犬猫人互助会 入会申込み用紙
皆様のおかげで命をつないできました。
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。

●西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

犬猫たちと安心して暮らし続けるためにこんな会を作ろうとしています。
小梅 (♀) だよ

けっこう大変なシェルター運営。
ワンコたちにご寄付を
お願いいたします

よもぎです
すすむです
グルメビップノ
フーニャン様……… 2,500 円
ヨシキカヨコ様 …………4.000 円
レオ様 ……………………1,000 円
アラキマリコスミコ様… 3,000 円
ヒラハラヨシノリ様 ……3,000 円
マチナガヤチヨ様 ………3,000 円
イコール様 …………… 20,000 円
ヨシキカヨコ様……… 4.000 円
レオ様………………… 1,000 円
モチヅキトシヒコ様… 5,000 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
スギレイコ様……… …5,000 円
ユメイッパイ様 ………3,000 円
ヒラハラヨシノリ様 …3,000 円
マツヤマキョウコ様… 3,000 円
オザキルミ様 …………2,000 円
イコール様……………20,000 円
カワムラマサコ様 … 50,000 円

Ａ Ｑ
Ｑ
Ａ

飲酒運転
金融機関歴22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

ファイナンシャルプランナー

実は…お山はちょっと財政難です
（前ページより続く）

お山のワンコたちは

15 年に渡り、

ガリヤ読者の皆様に

支えられてきました。

ありがとうございました。
ほんとうに

らい費用が掛かるのか頭を悩ませているのではないでしょうか？

に積立ができるということです︒学資

その数値が１以上なら元本割れをせず

ります︒親の死亡保障が学資金も含め

療保険です︒これらは掛捨て保険にな

いる育英年金等の死亡保障や子供の医

元本割れの原因は︑特約として付いて

加入している生命保険を
チェックしてみましょう

多かった な
…んてことでは意味がない
ですよね︒

金を受取っても払込んだ保険料の方が

お子さんの誕生を機に将来の教育資金のために学資保険に加入された方も多いと思い
ます︒でもその学資保険︑本当に学資金の積立て︵貯蓄︶になっていますか？

込んだ保険料相当額が支払われる︒

□被保険者︵子︶が死亡した場合︑払い

学資保険を考える
学資保険の機能
時に生存しているときに学資金が受取

□被保険者︵子︶が保険料払込期間満了
れる︒

保険に付けた特約は無駄な保障になっ

てしっかり準備できているなら︑学資
返戻率とは︑いくら掛けていくら戻って

てしまう場合があります︒

学資保険の
〝返戻率〟
を
計算してみましょう
の払い込みが免除される︒特約によっ

くるかを数値化したものです︒受取る学

□契約者︵親︶が死亡した場合︑保険料
ては育英年金等の保険金が支払われる︒

赤字が続いております。

シェルターの運営には、

色々かかっておりますが、

借地料、環境設備料など

老犬ばかりとなった

医療費がタイヘンです。

どうか、
ご寄付の継続を、

誕生から大学進学まで 年間を考える

グに惑わされないことです︒

事なのは﹁学資保険﹂というネーミン

割れしてしまうリスクもあります︒大

です︒しかし︑途中で解約すると元本

長期の貯蓄には生命保険は適した商品

ネーミングに
惑わされないで

ただ…実はこのところ、

資金の総額を払込んだ保険料の総額で

福岡県警察本部交通企画課

もうすぐ春︑卒業・進入学の季節ですね︒お子さんの就職が決まった親御さんは肩の

集計期間：平成 27 年 4 月 1 日〜平成 29 年 12 月 31 日

割ることによって簡単に計算できます︒

飲酒運転の通報に
基づいて検挙に至った件数

荷が下りてほっとしている頃ですし︑これから大学進学を迎える親御さんは︑どれく

＠fukkei̲Kkikaku

よろしくお願い致します。

と︑学資保険以外の貯蓄型商品や外貨

建て保険・変額保険・投資信託などを

使ってもっと効率よく積立運用する方

法も効果的です︒

学資金など目的のある資金準備だから

こそ︑いつまでにいくら貯めたいかを

明確にし︑期間＝時間を味方につけリ

スクを軽減できれば︑金利の良い運用

商品も選択肢となりますよね︒
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飲酒運転撲滅の取組等
交通安全に役立つ
情報を掲載

twitter 配信中！

350件
3,659件
飲酒運転の通報件数

現在では、
やはり
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見逃さない！

絶対しない、
させない、
許さない！

▶110番
久米カヲル

ご相談に乗ります。
気軽にお電話ください！
090-1348-1980

一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ︼⑰

山内豊信らである︒

親不孝通り

斉彬の死を京都で知らされた西郷は︑

自決を考える︒だが︑清水寺成就院の僧
月照に説得され︑思い止どまった︒

しらぬい

筑紫の海によするしら波

行末はいかにならむ不知火の

ところ が 京 都 奉 行 所 の 捕 吏 が 博 多 に

とも詠み︑日本の将来を案じている︒

た月照にも危機が迫る︒西郷は島津家と

急行しているとの情報が入ったため︑月

そんな おり︑政 治 運 動に関 わって 来

縁が深い公卿の近衛家から︑月照を鹿児

照は十七日未明︑博多を発ち︑翌日︑上

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えてしまう
必読の一冊です︒

超オモシロイ！
一坂太郎の新刊情報

れ︑鹿児島を目指すのである︒

それからさらに︑平野国臣に連 れら

座郡大庭村に隠れた︒

島で匿まってやってくれと︑頼まれた︒

ひそ かに 京 都 を 脱 出 し た西 郷 ら と月

照は大坂から海路︑下関に到着︒ここで
賀関などを経て鹿児島に赴く︒

西郷は同志に月照を託し︑みずからは佐

そ の 間︑箱 崎 八 幡 宮 に 詣 で て︑蒙 古

間あまり過ごしている︒

陸し︑翌三日早朝︑博多に到着して十日

一方︑月照は十月二日︑戸畑港から上

南洲翁隠家之跡﹂と刻む石碑が建つ︒

を少し西側に入った居酒屋の前に﹁西郷

話が伝わる︒このため︑いま親不孝通り

沿いにある福万醤油の蔵に潜伏したとの

の浪士平野国臣の世話を受け︑唐津街道

途中︑福岡に立ち寄ったさい︑福岡藩

西郷南州隠家之跡

平慶永・宇和島藩主伊達宗城・土佐藩主

斉彬と同じ志を持つのは越前藩主松

を進め︑西洋列強の外圧から護るのだ︒

西郷隆盛と福岡
西郷隆盛は十八歳で薩摩藩に出仕し︑
こおりがた

郡方書役助となり︑農村で民政を直接担
当︑これを十年続けた︒
藩 主島 津 斉 彬は西 郷に注目し︑安 政
元年︵一八五四︶一月︑参勤の列に加え
江戸に連れて行く︒そして同年四月︑お
庭方に抜擢した︒
お庭方とは早い話が諜報員︵スパイ︶
志大名は﹁名君﹂とは違う︒自分の藩の

かれらは﹁有志大名﹂と呼ばれた︒有
運営を行えば名君だが︑有志大名はあく

である︒身分的にはさほど高くないが︑
庭先で直接藩主と会話が出来るので︑重

まで日本全体を考えて行動するのだ︒

要な役目である︒
斉 彬は当 時︑日 本の大 改 革を望んで

西 郷は斉 彬の命を受けて︑次 期 将軍
を一橋慶喜とするため︑江戸や京都など
東奔西走した︒しかし︑幕藩制度の秩序
が壊れるのを恐れた大老の井伊直弼によ
り︑
﹁安政の大獄﹂が起こる︒

襲来のさいの﹁敵国降伏﹂の額を拝し︑
海岸を歩いて感慨にふけり︑

たろう）

天 皇の 許可 が 出 ないまま︑アメリカ
よしとみ

との間に通商条約が締結され︑次期将軍

忘れはせじな箱崎の神

白波のよせてはむかしは今もなほ

と詠んだ︒あるいは︑
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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』
『福岡地
名の謎と歴史を訪ねて』
など。

一坂 太郎（いちさか

は井伊が推す︑紀州の徳川慶福に決まる︒
そんな中︑斉 彬は安 政五年七月 十 六
日︑鹿児島で急死︒ほかの有志大名たち
も次々と処罰され︑政治の表舞台から消

創元社 定価 1,500 円＋税

(2)

えてゆく︒弾圧は皇族︑朝廷から民間人
にまで及んだ︒

薩摩は体力、長州は知力
黒船来航を機に国政へ
薩摩の脱落と挫折
長州の暴走
「薩長同盟」成る
錦旗は官軍の証
最後の内戦から大日本帝国へ
薩長の天下とその行く末

序 章
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
終 章

いた︒日本を早急に一本化し︑富国強兵

西郷南州隠家之跡

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談
その 十 七︵ 通 著 八 十 六 ︶

きれば 私のような知識 ・ 経験が豊富な
専門家と知り合っておきましょう︵笑︶
これ会社オーナーの鉄則です！
最初は顧問契約でなくて
も ︑異業種交流会 など
で優秀で気さくな
おくだけでもいいと

専門家と知り合 って
悪ければ株 主から委任を 止められてし

常にその金額の現預金を会社に常置し

資本金というのは︿元入金﹀であって︑

資 本金１円から会社が創れます︒

そして資本金ですが ︑これも今は

だしたら顧問契約をしてもいいです︒

思います︒のちのち稼ぎ

なので会社のオーナーは︑代表取締

まいます︒

上場企業のオーナーも一人一人の株

役ではなく株主です︒
主なのです︒上場企業の代表取締役は

なければならないものではありません︒

﹁雇われ社長﹂なんです︒
逆に中小企業の代表取締役は ︑大半

詳しくは ︑いずれまた︿法科村塾﹀

ています︒

入によって会社の現預金は常に増減し

日々の営業や積極的投資︑積極的借

が一人株主の︿オーナー社長﹀です︒
たまに
とか︑

﹁株主を増やしたい﹂

史テーマ﹀の予定をよく訊かれる丸田

以上︑最近は︿法律テーマ﹀よりも︿歴

◆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

﹁丸田さん ︑そろそろＡさんをうち
の取締役にしようと思うんだけど︑
そのためには会社の株式を持っても
らわないといけないんでしょ？﹂

﹁よくそう訊かれます︒答えは︑株
式を持ってなくても取締役になれま
すし︑取締役でなくても株式を持つ
ことはできます︒
だって︑みんな取締役じゃなくても
大企業に株式投資してますよね︒社
長の一人株主会社でも︑取締役が２
人いたリしますよね︒
﹂

略や法務・税務・労務などのいろいろ

でお話しします︒お楽しみに︒

な角度からその是非を検討しなければ

とかという相談がありますが︑経営戦

﹁取締役を増やしたい﹂
行されてから早や１２年経ちます︒当

さて︑平成１８年に︿会社法﹀が施
時︑私は４３歳のピチピチボーイでし

でした︒︵笑︶
ン﹀になってしまいました︒

常連の皆さんは︑すっかり︿幕末ファ

なりません︒

れます︒要注意ですね︒

に再選定されなかったりとかも考えら

ますし︑取締役が共謀して代表取締役

なく騒ぎ立てる︿もの言う株主﹀はい

まれに中小企業にも株主総会で意味

た︒業界では︑何度も︿会社法﹀の講
義をしたことが懐かしいです︒
そんなわけで今は︑株主一人︑取締

役一人で株式会社が創れます︒
大半の会社がＡさんが一人株主兼一

人代表取締役です︒
たまにＡ さ ん が一人株主で ︑Ｂ代表

金曜日

取締役に経営を委任していることがあ
社会保険労務士など の専門家の知り合

会社を創るときは︑司法書士・税理士・
取締役というのは︑株主から経営を

いを是非つくっておいてください ︒で

ります︒
委任されている立場ですので︑業績が

金曜日

19:00〜21:00
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19:00〜21:00

日本の社会保障制度は世界に誇れるものであると思い
ます。だけど、
もっともっと、世界の制度を研究すること
で、
より磨くことができると思います。少子高齢化なんて
怖くない。国民一人一人の犠牲を容認しましょう。
【歴史タイム】
自己の名声に拘泥せず日露戦争２０３高
地の戦いを勝利に導いた児玉源太郎をご紹介致します
。
これぞ“男”ですね。

106回
4月20日

第

昨年の 7月11日、
テロ等準備罪を新設する改正組織犯
罪処罰法が施行されてしまいた。憲法学者等の反対者
も沢山いる法律です。私たち市民の人権に対して何が
危険なのか、
じっくり学びましょう。
【歴史タイム】幕末四賢候の一人・島津斉彬をご紹介し
ます。なぜ、あの時に急死してしまったのか。歴史の不
思議を感じます。

105回
3月16日

第

そん

か

ほう

各国の社会保障制度について

共謀罪について

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！

株主と取締役の
関係について

株主と取締役

田舎暮らしの話

●松瀬 てつ代

で︑私を突っつくのは︑まさか︑人間の私に

その少年は面白そうに囃し立てるよう

しかし︑ケース内の私たち美容部員は

というと︑
自分が言われたとは努々思わな

に言ったのか︑それとも冷静に言ったのか︒

いので別段︑驚いた風でもなく︑嫌な顔も

興奮しているんじゃないよね︒
と元山さんは笑いながら手を横に振る︒

﹁いやいや︑
そうじゃないですよ﹂
﹁この子たちは人間と遊びたがっているん

た︒

せずに互いを見て︑にやりとしただけだっ

省した時︑

のように毎日︑顔づくりをした︒
田舎に帰

︿最終回﹀
ですよ﹂

う恐怖︒

平 戸 の片 隅 で

そう言われてもね︒
ヤギや羊だったら頭を

き物だと思う︒
両手で抱えられるくらいの

﹁助けてー﹂

それとは反対に︑
時速六十㌔で走るとい

瞳とエクステしたような長いまつ毛︒
アヒ

いので︑実際のところは分からないが︑犬

てもされるがまま︒
動物を飼ったことはな

元山さんは突っつかれても︑噛みつかれ

と︑
元山さんの後ろに避難するしかない︒

﹁だったら︑
一緒に歩かない﹂

の私に︑

はこれが流行っているのよ︒
不満たらたら

と母から注意されたことがある︒
東 京で

﹁田舎ではそんな濃い化粧をしている人は

誰もおらんから︑
落としてよ﹂

う足は︑映画のジュラシックパークに現れ

に甘噛みされるようなものなのかな︒

あのころは︑化粧に魂を吸い取られたか

小さな頭︒
顔からはみ出しそうな大きな

なでることもできるが︒
鳴き声の一つも発
会いに行くようになって︑かれこれ七年
になる︒
これが男女の仲だったら少しは優

ルのようなクチバシで欠伸をする姿も可

た恐竜そっくり︒
このアンバランスさが魅

しないで︑長い首でぬっと来られると︑も

しくしてよと文句の一つも言えるが︑何し
ろ相手は身長二㍍超︑体重は百㌔もある
巨漢なのだ︒
一緒に遊ぼうと来られても︑

愛い︒

見れば見るほどダチョウはおかしな生

戸惑ってしまう︒
ダチョウのことである︒
古里に戻ってく
るまでは︑まったく関心はなかった︒
それな

仕方なく化粧を落とすと︑今度は眉も

剃っていたから母はまたまたびっくり︒
往

物を想像したのだろうか︒

19

とぴしゃり︒

年の女優マレーネデートリッヒのように細

力なのかもしれない︒
が︑自由に見学はできる︒
動物園で思い出

くアーチ型に描いていたのだ︒

のに人は状況一つでこうも変わるものな
のか︒
なんと平戸市南部地区の︑この田舎

ここは通称︿おっダチョウ村﹀
︒
元山尊光

したけれど︑二十代のころ︑小学生くらい

ここは観光牧場でも︑動物園でもない

町に︑地球上で一番大きな鳥がいるのだ︒
心 変わりもする︒気が付けば︑私の散 歩

さん︑てる子さんご夫婦が漁師の傍ら︑三

の男児から︑

﹁お願い︑
眉だけは描いて﹂

十数羽を飼育している︒

と泣きつかれた︒

コースになっていた︒

と言われたことがある︒

﹁うわっ！動物園みたい﹂

う︒
男の子は独りだったのか仲間がいたの

あの時︑少年は私たちを見て︑どんな動

食肉用に改良された品種だそうで︑卵

施し︑ダチョウ顔負けの厚化粧をしてい

しりで︑上まつ毛だけでなく︑下まつ毛も

パートに派遣されていた︒
つけまつげのは

当時は東京で美容部員をしていて︑デ

から孵化させているせいか︑アフリカのサ
バンナで見たダチョウからは想像できな
いくらい人慣れしている︒
最初の頃︑

か覚えてないが︑化粧品をディスプレーし

おそらく︑
母親に連れられて来たのだろ

た︒
そして︑
あの少年の言葉である︒

ているケースの周りをしばらく回っていた

いいよ﹂
色に興奮するというのだ︒
興奮するとどう

と元山さんに念を押されたことがある︒
原

と思ったら︑ケースの内側にいる私たちに
向かって

だ︒
言われた通りに色物は避けた︒
ところ

﹁動物園みたい﹂

なるのか︒
クチバシという武器で襲うそう
が︑何度行っても︑私の帽子や服を突っつい

である︒

てくる︒
鳥類は色を識別できると聞いていたの

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

﹁ここに来るときは派手な色を着ない方が

おっダチョウ村

中学生の時のヒーローはスティーブ・

とり荒野をさすらう賞金稼ぎを演じて

の頃の３０分番組﹁拳銃無宿﹂で︑ひ

はじめたのは高校を卒業してすぐだっ

毎週唄をつくって何人かの前で発表し

浜口庫之助の作詞作曲ゼミナールで

気づくのはずっとあとのことになる︒

いた︒中学校の卒業文集の寄せ書きに

乗ったラクダが砂嵐の中をただひとり

た︒小さな丸い窓の外は霧が立ちこめ

ってベッドに横になっている師に唄っ

の上で唄をつくって︑すぐに酔っぱら

同じ船室で１３日間を過ごした︒船

くれた︒

ってくれて︑太平洋を渡る船に乗せて

たと思う︒なぜか彼は私の唄を気にい

高校生の時のヒーローは﹁アラビア

﹁孤闘﹂と書いたのを覚えている︒

のロレンス﹂だった︒大きなスクリー

進んで行くシーンにあこがれた︒

ていた︒

ンに砂漠が広がっていて︑ロレンスの

﹁孤独﹂にあこがれていたのだと思う︒

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
ひとひら通信
ングライターとし20枚ほどのアルバムを発表。
ラブソングの元祖とも。

下田逸郎

とっても寒いよ 冷たい心に

霧が深いよ 霧が深いよ

石川セリの﹁セクシィ﹂も生まれた︒

名正博の﹁月のあかり﹂ができたり︑

ー前のリリィの唄もつくり︑その後︑桑

終らない道歩こう

自分の中へ帰ろう

そうそうもうひとつ思い出した︒

ちにこんな文章になりました︒

私ってなんなんだろうと考えているう

５０年以上唄をつくりつづけてきた

ろうとしている︒

今︑自分自身のＣＤアルバムをつく

独﹂とも触れあえたような気がする︒

唄ってくれた人たちの中にある﹁孤

ぼくはこんなに ひとりきりだよ
誰でもいつかは
誰かを愛してやさしくなるんだよ
師は﹁ うん ﹂とつぶやいて眠ってし
まった︒
作詞作曲ゼミナールにはレコード業
界の人たちも何人か参加していた︒時々
浜口庫之助も最後に唄ったりした︒

恋にも終わりがある

好きだから 悲しさも連れて行こう

いのちに終わりがある
秋には枯れ葉が小枝と別れ

好きだから

夢はそのまま残そう

傷つく前に帰ろう

夕べには太陽が空と別れる
泣かないで 泣かないで
粋な別れを しようぜ
浜口庫之助は唄い終えて少し涙を流

ひとりひとりで生きよう

業である︒中学生の時のヒーロー︑ス

唄をつくるということは︑孤独な作

で言いました︒

う﹂と唄ったら︑浅川マキが大きな声

し︑最後に﹁みんないっしょに生きよ

ひとりで生きよう﹂を何度かくりかえ

20

マックイーンだった︒まだ白黒テレビ

ひとりひとりで生きよう
それが﹁孤立﹂と紙一重であることを

した︒そこにも﹁孤独﹂があったと感
じたのは︑それもずっと後のことだっ

この唄ができた時︵もう４５年ぐらい前︶
︑

ティーブ・マックイーンの荒野︒高校

浅川マキにさしむかいで唄い︑﹁ひとり

生の時のヒーロー︑アラビアのロレン

た︒

スの砂漠︒その拳銃︒あのらくだ︒そ

﹁緑の匂い﹂など

下田逸郎の楽曲

は
CD

六角精児との最新コラボ版

﹁そんなのダメよ﹂と ︒
… おわり
下田逸郎
…………………………………
れと唄は同じものではないかと思った
のは最近のことだ︒
ゼミナールにいた音楽業界人のひと
り︑寺本司から寺山修司︑そして東由

通信販売にても︑

下田通信所より

の唄をつくったり ︑寺本が手がけてい

お求め頂けます︒

多加やらを紹介されて︑アングラ芝居
た浅川マキの唄をつくったり ︑デビュ

下田逸郎通信販売

ラ ブソングの 元 祖︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼

vol.17

sai enn

櫻庵 幸縁

海で繰り返される

満潮︑干潮︒

健康な女性の月経周期など

さまざまな現象が

月のサイクルと

一致するのは

周知の事実です︒

〈3 月上旬〜4 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
■３回目の発生日…紫色

太古より自然のリズムを

ごよみ

刻み続ける月を見上げて

開運

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】

3 月 17 日 4 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】

3 月 13 日 4 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。

3 月 19 日 4 月18 日

下弦の月
【知力】

【月暦の利用法】
図が示すのは、
3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。

3 月9 日 4 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】

3 月 25 日 4 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】

3 月 29 日 4 月28 日

3 月 5 日 4 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】

3 月 2 日 3 月31 日 4 月 30 日

お月さま、
ありがとうございます…と、
心からの感謝を！

選ぶべき途は
貴方の魂が
知っています

闇におおわれる

も

セブン●
イレブン

弥聞冥問占術
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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観葉植物で運気アップ

部屋の隅にはどうしても気が滞りやす

くれます ︒また︑植物が枯れたり元気が

いのですが ︑植物の力が浄化を 助けて

ないことで ︑部屋の気が滞っていること

魂に問いかけて

め

を目で確認することができます︒

選ぶべき途を

差し出してみせる

占い術です︒

もん

ご参考までに ︑観葉植物の特徴と効能

をご紹介します︒

パキラ

五枚の手を広げた葉が特徴︒財力を
高めます︒

モンステラ

丸みのある葉は穏やかで︑気を落ち
着かせます︒

﹁幸福の木﹂
という花言葉をもちます︒

ドラセナ

尖った葉は魔除け効果があります︒

金のなる木

中国では﹁金運繁栄を招く﹂と言われ
る縁起の良い木です︒

■
バヤール

日赤通り

ー
ー

や

渡辺通り

西鉄薬院駅

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

電気ビル●
共創館

☎080-5218-0903【完全予約制】

ー至天神
ー
ー
ー
ー

渡辺通りの
開運母さん

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

ときこさん

ガジュマル

沖縄では﹁精霊キムジナーが宿る﹂と
言われる︑多幸の木です︒

アイビー

どんどん成長するので
﹁縁起が良い木﹂
と言われています︒

ミリオンバンブー

﹁開運竹﹂
と呼ばれますが︑
竹ではなく
ドラセナの仲間です︒

サンスベリア

マイナスイオンを放出して ︑空気を
清浄します︒

万年青

﹁運を開く﹂とされるので ︑新築祝い
に向きます︒

櫻庵 幸縁

占いの館 バヤール

ユッカ

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。

ホテル
ニュー
オータニ
サニー

︻Essay

Cozue︼
その

︵スマホ片
せん︒両手もふさがります︒

︶
手になんて恐ろしくてできません︒

レシピ検索を
なさることがあっても …

卓上にスマホを置いてレシピ検索を

なさることがあるかもしれませんが︑

ついつい手に持ってゲームを⁝などと

手が滑って鍋に落ち︑料理もスマホ

ならないことをお祈りします︒
てくれと言うわけではなく︑あなたが

もお釈迦になってしまうリスクがはら

んが︑いずれにしてもスマホから構っ

度を守って貫きたいのか判然としませ

あなたの場合は一切止めたいのか節

い限りは誰も注意しません︒

に大人は明らかに誰かに迷惑をかけな

ロ ー ル が 難 し い で す よ ね︒特

なんでもハマる事象はコント

他に構うべき対象を
つくりましょう

嫌なこと忘れてスッキリ無になるプレーンオムレツ

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︒

スマホのゲームにはまって
います︒目の前の嫌なこと︑
忘 れ た い こ と︑何 も か も が 無 に な
れるのがとてもいいのです︒
キ リ の い い 時 に 止 め ら れ ず︑ス

スマホのゲームに構って欲しいわけで

んでいることをお忘れなく︒
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すから︑他に構うべき対象があればよ

ブログ／http://cozuee.sblo.jp

ろしいのではないでしょうか︒

まずはシンプルな
オムレツです
構わずにはいられないシンプルなオ
ムレツをまずお勧めいたします︒
卵料理は火加減やタイミングが全て
です︒ゲームをしながらではとても無
理です︒

・調理師
・スパイス研究家
・農林水産省 食のオフィシェ

てしまいます︒
先 日︑友 人 と 喫 茶
店で会いました︒
ゲームをしながら
会話をする私の態度
に 友 人 は﹁会 っ て 話
す意味がない﹂と怒っ
て し ま い ま し た︒私
も自分の子供なら同
じことを説教してい

他のことに気をとられる間がありま

3分ほどで仕上がります︒

り溶かし︑お皿に盛るまで一気呵成！

半熟のプレーンオムレツは︑卵を割

気を取られる間なし
ると思います︒
反 省 し ま し た が︑ 一気呵成！
もはや趣味ではなく
依存のようで少し怖
いです︒
︵40代主婦︶

Cozue

マホをしていない時にはふと手持

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？

ち 無 沙 汰 を 感 じ て︑い つ で も 始 め

●● 募集します●●

お悩み解決！
伝言レシピ

あとはフライパンを煙が出るほ
どよく熱しよく溶かした卵を入れ、
勢いよくかき混ぜながら前後に激
しく揺すります。

プレーンオムレツのコツ

17

フライパンの柄をトントンと叩
いて形を整えるにはかなり練習を
要しますが、よろしかったらゲー
ム攻略だと思って挑戦なさってみ
て下さい。料理人生ステージが上
がります。

by

半熟プレーンオムレツがふわっ
と仕上がるコツは、ほんの少し水
を投入することです。

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

と︒そ れ は︑母 親 自 身 が 何 か や り た い

③母親への祈りやイメージを毎日送るこ
ことを見つけたり︑人と出会って自ら

そう感じることもありますが︑少し距離を

の楽しみを持つことなど︒

置いてお相手を観てみるとその方の基本的
な考え方や立場の違いや︑はたまた性の違

いのに仕事中にお構いなくかけてくるらし

です︒まさに︑
Ａさんの想い方や接し方を変

Ａさんの心の負担が随分軽くなったよう

に母親のもとに帰ると笑顔が増えたなど ︒
…

電話をかけてくる回数が減ったり︑たま

とで︑母親に変化が表れてきたのです︒

以上のことを︑繰り返し繰り返しやるこ

いであったりすることもあります︒
渦の中にいるので本来の相手が見えない
のかもしれないのです︒
女性Ａさんは︑しょっちゅう電話をかけ

いのです︒一緒に住んでいるわけでもない

え︑繰り返し続けた結果だといえると思い

てくる母親が嫌になっていました︒用もな
嫌な人であっても仕事上なら顔を合わせ

ます︒

︿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︶

メール or 電話にてお申込ください！

私たちは日々︑人と接しています

ます︒家族だって気の合わない兄弟や親子

のに彼女は母親がうっとしくなり始めてい

だと思います︒

であることが︑よくお分かりいただける例

ど が︻あ な た の 変 化 の 必 要 あ る お 相 手！︼

長期間︑長時間︑縁するお相手はほとん

素晴らしいＡさんの体験です︒

ということがしっかり分かったようです︒

﹁相手を変えようなどと思えば︑逆効果！﹂

ました︒そんな母親をうらめしく思ったり︑

にすぐ行きます︒電話に出た瞬間︑喧嘩の

そのようなＡさんの想いの波動はお相手

嫌になったりの日々です︒

の場合すら一緒に住む期間があります︒
もしかすると︑ヒトによっては毎日︑楽
しく平和に暮らしている時間のほうが短い
それは︑私の毎月行っているワンデイセ

連続だったそうです︒
でも︑それを続けていても双方の関係は
ある日︑セミナー参加でＡさんは気づき

悪化するばかり︒
ました︒母親の現在の状況や心境を考える

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

福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)

想いの波動はお相手にすぐ行きます

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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のかもしれません︒
ミナーでもとってもよくわかるのです︒
お話を聞くと︑皆さん一生懸命に生きて
受講なさる方は皆さん前向きな方が多いと

ます︒仕事に取り組んでいます︒セミナー
いえます︒でも︑人との関係で苦しんだり

と︑一人暮らしの寂しさや退屈な毎日を感

★ガリヤ愛読者の皆様へ★
普段 の何気 ないあ なたの 輝きを アップ さ
せ︑善循環を取り戻すための﹃輝きアップ
は﹁湧けばプラス︒プラスであれば人・物・

セミナー﹄
を開催致します︒本セミナー
1Day
る時間を確保するのがやっとのことを

金が寄って来る﹂という著者流の視点に基

ます︒
︿詳しくは著者ブログにて﹀

から︑善循環へのポイントを見出していき

づき︑現状のあなた自身と向き合うところ

母親に正直に話すこと︒

①今︑日々の仕事がとっても忙しくて寝

したのです︒

それから︑
Ａさんは次のようなことを実行

じ取れるようです︒

辛くなったり︑挙句の果ては体を悪くして
しまう人までいるのですよ︒
どうしても︑その場︵家族︑職場︶にい
るのが辛ければ離れるのが一番なのですが︑
その前に︑何かをやってみることにも価値
があると思うのです︒
例 え ば﹁ど う し て こ の 場 に 自 分 が い て︑

てあげること︒

②母親に定期的にＡさん自ら電話をかけ

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!

こんな人とこんなに長い時間一緒にいるん
だろう？﹂と考えることもいいかもしれま
せん︒
あるいは﹁嫌だ！﹂というのは理由なく

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

3/4（日）& 4/22（日）& 5/23（水）17:00〜20:30( 含、食事時間）

2018

45

輝きアップ１Dayセミナー

杉林せい子の

身近な相手の変化

■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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〜 ︻想い︼︻イメージ︼︻祈り︼は効果的〜

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︒
︵詳細は 次々ページ！︶

我慢できることは我慢するとして︑
我慢できないこと︑
つまり〝改善の余地がありそう〟なことは︑
口にしたり文字にしたりいたしましょう︒
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︒

︵かこちゃん ３０代 事務職︶

食べ切りました︒
けっこう美味しかったです︒
︻編集室︼
キャベツの外葉や芯︑ナスビのヘタ︑
大根の葉︐ネギの根っこ︑玉ネギの皮⁝普段
捨ててるとこって実は栄養の宝庫︒
ぜひ美味
しく頂きましょう！
実は私も︑この正月の野菜の高値にびっくり
した一人です︒
﹁お百姓さんの稼ぎ時？﹂とか
思ってたんですよね︒
ところが⁝
︵次参照︶
︒

︻編集室︼これはガラケーを愛用しておられ

︵ゆかり ４０代 フリーター︶

きません︒
商品の原価を知ったら︑９９％の

頭で売られる価格が︑差がありすぎて納得で

す︒
市場に出して農家に支払われる金額と店

農作物を作って生活している一次生産者で

野菜の原価を
消費者が知ると
アゴが外れます

る方への重大な警告です︒
バックアップがとれ

最近は家庭菜園がはやっているのも理解で

消費者はアゴが外れると思います︒

とんでもないことになります︒
仲介料を少しでも省けば︑生産者も消費者

きます︒

ているかどうか︑
一日も早く確認しましょう︒

使い慣れたパソコンを︑部品が無いせいで泣

思えません︒
でおられます︒
仲介料はあたりまえです︒

︻編集室︼仲介業者も小売業者も労力を注い

でしょう︒ ︵百姓貴族 ３０代 農業︶

もばんざい三唱なのですが⁝実現はしない

メーカーさん！新機種開発にかけるエネル

でも〝アゴが外れるほどの原価〟って⁝やっ
ぱり︑
気になりますよね︒
ちなみにこの投稿をくださった百姓貴族さ

年末年始になると急に野菜の値段が高くな
です︒

のラックでたまたまガリヤを手にされたそう

んは鹿児島の方で︑博多駅
︵バスターミナル︶
るのはどうして？たとえばキャベツ一個が六

ガリヤは基本的に職場配布︵福岡市内︶です

ているか︑計算したことありますか？消費

百 円 で し た︒天 候 に よ る 不 作 と か 原 因 は

︵マシマロ ３０代 一般事務︶

税︑
物品税︑
所得税︑
相続税︑
酒税etc⁝︒

が︑手に入らない場合は博多駅バスターミナ

で︑電池の入れ替えひとつとっても操作は

︻編集室︼有能なマシマロさんが長く休むこ

運営されているのですから︑納得できる使い

とにかく私たちが支払うお金で︑国も地方も

ル︵補充体制が一番シッカリしていますので︶

簡単じゃない︒
〝耳の穴に入って目立たな

務の円滑な遂行に支障がある〟というわけ

とで他の社員たちにシワヨセが行って〝業

色々あったのでしょうけど︑普通時の３倍な

い〟と い う メ リ ッ ト は︑高 齢 に な る ほ ど

ですね︒
そういう場合は〝時季変更権〟とい

のラックを覗いてみてください︒

ディメリットです︒

んて︑納得いきません！もったいなくて︑捨て

いったい補聴器メーカーさんは一番のユー

うのが会社に認められているんです︒

ていた外側の青い部分も固い芯も︑すっかり

年末年始の野菜値の急騰

さあ〜い！

ギーの︑万分の一でも︑旧機種保全にかけな

経験してきましたから︑とてもヒトゴトとは

く泣く新商品に買い替えるというのはよく

さもないと︑ビジネスや生活の基盤までが︑

任ではないだろうかと思います︒

応できるよう備えておくのがメーカーの責

台も無くなるまでは︑いかなる場合にも対

これって
納得できない！
ガラケー愛用者は
バックアップの確認を！
私は昨年十一月まで七年間ガラケーを使っ
ていました︒その馴染み深いガラケーが︑

ある朝︑突然︑まったく立ち上がらなくな

りました︒直らないなどとは露程も疑って

いなかった私は早速近所のショップに持っ

ていきました︒ところがショップのスタッ

フから告げられたのは﹁もう無理﹂という

つれないもの︒

ショップで対応できない︑というのではな

くメーカーにも既に部品がないため修理で

きないとのことでした︒

七年もの間︑毎日使い続けて︑友人・知人

の連絡先はもとより︑ついつい溜め込んで

きた画像とか︑日記や記録代わりに使った

メモとか︑記念に残しておいたメールのや

りとりとか︑それら一切合切を失ってしま

いました︒しばらくは ︑まる でペットロ

スのような状態︒

まだ現役として使われているガラケーなの

に︑部品がなくて修復不能というのはどう

いうことでしょうか︒納得できません︒

最近のマスコミに取り上げられているいろん
ザーの高齢者のことを︑ちゃんと考えて販

少なくとも︑使用されている機種がこの１

なニュースや どうでもいい様な個人的な事

者や読者って︑
どうなんでしょうね？

的なことにうっかり乗せられてしまう視聴

︻編集室︼
同感！でも︑ソノどうでもいい個人

のですが︑たしかに実際の使用はいずれも三

すか⁝私の祖母も補聴器を二種持っていた

︻編集室︼
なるほど︑そういうことだったんで

︵佳子 ３０代 OL︶

たら⁝納得できません︒

い組織づくり〟の努力を怠っているのだとし

有休をとっても︑業務の円滑な遂行を妨げな

ほうがずっと怖いというか︑納得いかな〜い

応援しているのは私たちですから︑そっちの

単に使える〟という視点からの商品開発や

そのためには〝少々ボケが入ってきても簡

境は︑
ものすご〜く大事！

大声を出さなくても︑普通に会話出来る環

これからどうするつもりであろうか︒
１９年

ろか膨張を続けている︒

最大の97
.7兆円に上り︑財政健全化どこ

決定した︒
一般会計総額は６年連続で過去

政府は年末に2018年度の予算案を閣議

︻編集室︼宇宙人なら︑かなり高度な頭脳を

︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

てるってこと？妙〜な疑問が残る︒

てみたものの︑私って⁝地球の常識から外れ

ことがある︒﹁ええ︑慣れましたわ！！﹂
と言っ

らしはラクじゃないやろう？﹂と尋ねられた

遭遇することがあるが︑私に対し︑﹁地球の暮

まれに地球外生命体のような非凡な方々と

宇宙人？

途であって欲しいですよね︒

を取り上げるマスコミの対応に︑納得でき

でも︑そんな権利にあぐらをかいて〝長期の

観なければテレビは取り上げなくなるし︑買
不明です︒

日坊主で︵笑︶いつの間にやら二個とも行方

︵礼子 ４０代 フリーター︶

わなければ週刊誌も書かなくなるし⁝つま

︵苦笑︶

販売展開を︑メーカーさんにはぜひ︑頑張っ

の消費増税は借金にまわすはずではなかっ

を越えたという︒
今後人口がどんどん減って

昨年一年間の〝自然減〟が初めて４０万人

行ってガイダンス通りにしたのですが︑何度

に済むようになった﹂と︑さっそくコンビニに

で︑
﹁それは便利だ︒
わざわざ役所に出向かず

﹁コンビニで住民票がとれる﹂と言われたの

住民票がコンビニで
とれると信じて

お持ちのはず︒
自信を持ちましょう！

ちなみに︑視聴率が低いとされる番組の中に

て頂きたいですね︒
もちろんリーズナブル

たのか︒

う詰まっていますから︑お暇な折にでもチェッ
価格で︒

いく日本で︑膨大な赤字を先送りし︑子や孫

やり直しても﹁サービスエリア外﹂と弾かれ

厚生労働省の人口動態統計の推計によると

電車を降りる時︑
﹁すみません﹂
の一言が言え

政権を運営している間だけ良ければそれで

に背負わせるつもりだろうか︒

﹁すみません！﹂
の一言

ない人が多い︒
大きなリュックを背負って︑周

ました︒
そんな田舎に住んでいるわけではな

りの人にあたりながら無言で降りて行く人

いし︑なんでサービスエリア外？納得できま

祖母とのコミュニケーションがうまくとれ

いいとでもいうのだろうか︒

せん！

任で危険な予算案だ︒

ジュールが狂いまくって︑まったく納得できな

︵れいこ ２０代 事務職︶

待ったなしの財政健全化に向け︑政府は無駄

︻編集室︼私も経験しました︒
おかげでスケ

ません︒
耳が遠いので︑大声でゆっくり話さ

︵ハマダ ４０代 OL︶
︻編集室︼
すみません⁝今後気をつけます︒

を省き︑しっかりとしたビジョンを示すべき

に︑
納得できません︒

倒になってしまいました︒
プレゼントした
補聴器も︑ぜんぜんつける気が無いようで
す︒
このことを友人に話すと︑
﹁あんな小さな補

今回も沢山のご応募ありがとうございまし

かったです︒
う言葉をよく使う︒
言葉だけでなく誠意を
た！次号テーマは次ページをご覧ください︒

阿部政権は﹁謙虚に﹂
﹁丁寧に﹂
﹁真摯に﹂とい
会社で有給休暇を利用する際︑例えば︑もと

︵K・K ７０代 無職︶

持って国民の不安の解消に努めるべきでしょ

連休にできない有休休暇
もと暦にある３連休にくっつけて４連休にす

う︒

聴器を高齢者が操作できるはずないで

るなど︑連休につけて有休を利用することが

い︒

投稿︑
お待ちしています︒

言われてみればそのとおりでした︒
市販の

︻編集室︼自分たちが年間いくら税金を払っ

禁じられている︒

しょ﹂と︒
なんと彼女も同じ経験をしたらし

であろう︒
そうでなければ︑あまりにも無責

なければいけなくて︑祖母と話すことが面

高齢者が使いこなせない
補聴器に納得いきません

クしてみてください︒

は﹁エッ？﹂って思うような良質情報がけっこ

予算案に納得できない

り〝納得できないマスコミ情報〟を全力で

ない︒

売しているの？納得いきません！

どうでもいいことを
取り上げるマスコミ

【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。

補聴器︵広告によく出ている︶はコンパクト
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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︒
︵詳細は 次々ページ！︶

我慢できることは我慢するとして︑
我慢できないこと︑
つまり〝改善の余地がありそう〟なことは︑
口にしたり文字にしたりいたしましょう︒
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︒

︵かこちゃん ３０代 事務職︶

食べ切りました︒
けっこう美味しかったです︒
︻編集室︼
キャベツの外葉や芯︑ナスビのヘタ︑
大根の葉︐ネギの根っこ︑玉ネギの皮⁝普段
捨ててるとこって実は栄養の宝庫︒
ぜひ美味
しく頂きましょう！
実は私も︑この正月の野菜の高値にびっくり
した一人です︒
﹁お百姓さんの稼ぎ時？﹂とか
思ってたんですよね︒
ところが⁝
︵次参照︶
︒

︻編集室︼これはガラケーを愛用しておられ

︵ゆかり ４０代 フリーター︶

きません︒
商品の原価を知ったら︑９９％の

頭で売られる価格が︑差がありすぎて納得で

す︒
市場に出して農家に支払われる金額と店

農作物を作って生活している一次生産者で

野菜の原価を
消費者が知ると
アゴが外れます

る方への重大な警告です︒
バックアップがとれ

最近は家庭菜園がはやっているのも理解で

消費者はアゴが外れると思います︒

とんでもないことになります︒
仲介料を少しでも省けば︑生産者も消費者

きます︒

ているかどうか︑
一日も早く確認しましょう︒

使い慣れたパソコンを︑部品が無いせいで泣

思えません︒
でおられます︒
仲介料はあたりまえです︒

︻編集室︼仲介業者も小売業者も労力を注い

でしょう︒ ︵百姓貴族 ３０代 農業︶

もばんざい三唱なのですが⁝実現はしない

メーカーさん！新機種開発にかけるエネル

でも〝アゴが外れるほどの原価〟って⁝やっ
ぱり︑
気になりますよね︒
ちなみにこの投稿をくださった百姓貴族さ

年末年始になると急に野菜の値段が高くな
です︒

のラックでたまたまガリヤを手にされたそう

んは鹿児島の方で︑博多駅
︵バスターミナル︶
るのはどうして？たとえばキャベツ一個が六

ガリヤは基本的に職場配布︵福岡市内︶です

ているか︑計算したことありますか？消費

百 円 で し た︒天 候 に よ る 不 作 と か 原 因 は

︵マシマロ ３０代 一般事務︶

税︑
物品税︑
所得税︑
相続税︑
酒税etc⁝︒

が︑手に入らない場合は博多駅バスターミナ

で︑電池の入れ替えひとつとっても操作は

︻編集室︼有能なマシマロさんが長く休むこ

運営されているのですから︑納得できる使い

とにかく私たちが支払うお金で︑国も地方も

ル︵補充体制が一番シッカリしていますので︶

簡単じゃない︒
〝耳の穴に入って目立たな

務の円滑な遂行に支障がある〟というわけ

とで他の社員たちにシワヨセが行って〝業

色々あったのでしょうけど︑普通時の３倍な

い〟と い う メ リ ッ ト は︑高 齢 に な る ほ ど

ですね︒
そういう場合は〝時季変更権〟とい

のラックを覗いてみてください︒

ディメリットです︒

んて︑納得いきません！もったいなくて︑捨て

いったい補聴器メーカーさんは一番のユー

うのが会社に認められているんです︒

ていた外側の青い部分も固い芯も︑すっかり

年末年始の野菜値の急騰

さあ〜い！

ギーの︑万分の一でも︑旧機種保全にかけな

経験してきましたから︑とてもヒトゴトとは

く泣く新商品に買い替えるというのはよく

さもないと︑ビジネスや生活の基盤までが︑

任ではないだろうかと思います︒

応できるよう備えておくのがメーカーの責

台も無くなるまでは︑いかなる場合にも対

これって
納得できない！
ガラケー愛用者は
バックアップの確認を！
私は昨年十一月まで七年間ガラケーを使っ
ていました︒その馴染み深いガラケーが︑

ある朝︑突然︑まったく立ち上がらなくな

りました︒直らないなどとは露程も疑って

いなかった私は早速近所のショップに持っ

ていきました︒ところがショップのスタッ

フから告げられたのは﹁もう無理﹂という

つれないもの︒

ショップで対応できない︑というのではな

くメーカーにも既に部品がないため修理で

きないとのことでした︒

七年もの間︑毎日使い続けて︑友人・知人

の連絡先はもとより︑ついつい溜め込んで

きた画像とか︑日記や記録代わりに使った

メモとか︑記念に残しておいたメールのや

りとりとか︑それら一切合切を失ってしま

いました︒しばらくは ︑まる でペットロ

スのような状態︒

まだ現役として使われているガラケーなの

に︑部品がなくて修復不能というのはどう

いうことでしょうか︒納得できません︒

最近のマスコミに取り上げられているいろん
ザーの高齢者のことを︑ちゃんと考えて販

少なくとも︑使用されている機種がこの１

なニュースや どうでもいい様な個人的な事

者や読者って︑
どうなんでしょうね？

的なことにうっかり乗せられてしまう視聴

︻編集室︼
同感！でも︑ソノどうでもいい個人

のですが︑たしかに実際の使用はいずれも三

すか⁝私の祖母も補聴器を二種持っていた

︻編集室︼
なるほど︑そういうことだったんで

︵佳子 ３０代 OL︶

たら⁝納得できません︒

い組織づくり〟の努力を怠っているのだとし

有休をとっても︑業務の円滑な遂行を妨げな

ほうがずっと怖いというか︑納得いかな〜い

応援しているのは私たちですから︑そっちの

単に使える〟という視点からの商品開発や

そのためには〝少々ボケが入ってきても簡

境は︑
ものすご〜く大事！

大声を出さなくても︑普通に会話出来る環

これからどうするつもりであろうか︒
１９年

ろか膨張を続けている︒

最大の97
.7兆円に上り︑財政健全化どこ

決定した︒
一般会計総額は６年連続で過去

政府は年末に2018年度の予算案を閣議

︻編集室︼宇宙人なら︑かなり高度な頭脳を

︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

てるってこと？妙〜な疑問が残る︒

てみたものの︑私って⁝地球の常識から外れ

ことがある︒﹁ええ︑慣れましたわ！！﹂
と言っ

らしはラクじゃないやろう？﹂と尋ねられた

遭遇することがあるが︑私に対し︑﹁地球の暮

まれに地球外生命体のような非凡な方々と

宇宙人？

途であって欲しいですよね︒

を取り上げるマスコミの対応に︑納得でき

でも︑そんな権利にあぐらをかいて〝長期の

観なければテレビは取り上げなくなるし︑買
不明です︒

日坊主で︵笑︶いつの間にやら二個とも行方

︵礼子 ４０代 フリーター︶

わなければ週刊誌も書かなくなるし⁝つま

︵苦笑︶

販売展開を︑メーカーさんにはぜひ︑頑張っ

の消費増税は借金にまわすはずではなかっ

を越えたという︒
今後人口がどんどん減って

昨年一年間の〝自然減〟が初めて４０万人

行ってガイダンス通りにしたのですが︑何度

に済むようになった﹂と︑さっそくコンビニに

で︑
﹁それは便利だ︒
わざわざ役所に出向かず

﹁コンビニで住民票がとれる﹂と言われたの

住民票がコンビニで
とれると信じて

お持ちのはず︒
自信を持ちましょう！

ちなみに︑視聴率が低いとされる番組の中に

て頂きたいですね︒
もちろんリーズナブル

たのか︒

う詰まっていますから︑お暇な折にでもチェッ
価格で︒

いく日本で︑膨大な赤字を先送りし︑子や孫

やり直しても﹁サービスエリア外﹂と弾かれ

厚生労働省の人口動態統計の推計によると

電車を降りる時︑
﹁すみません﹂
の一言が言え

政権を運営している間だけ良ければそれで

に背負わせるつもりだろうか︒

﹁すみません！﹂
の一言

ない人が多い︒
大きなリュックを背負って︑周

ました︒
そんな田舎に住んでいるわけではな

りの人にあたりながら無言で降りて行く人

いし︑なんでサービスエリア外？納得できま

祖母とのコミュニケーションがうまくとれ

いいとでもいうのだろうか︒

せん！

任で危険な予算案だ︒

ジュールが狂いまくって︑まったく納得できな

︵れいこ ２０代 事務職︶

待ったなしの財政健全化に向け︑政府は無駄

︻編集室︼私も経験しました︒
おかげでスケ

ません︒
耳が遠いので︑大声でゆっくり話さ

︵ハマダ ４０代 OL︶
︻編集室︼
すみません⁝今後気をつけます︒

を省き︑しっかりとしたビジョンを示すべき

に︑
納得できません︒

倒になってしまいました︒
プレゼントした
補聴器も︑ぜんぜんつける気が無いようで
す︒
このことを友人に話すと︑
﹁あんな小さな補

今回も沢山のご応募ありがとうございまし

かったです︒
う言葉をよく使う︒
言葉だけでなく誠意を
た！次号テーマは次ページをご覧ください︒

阿部政権は﹁謙虚に﹂
﹁丁寧に﹂
﹁真摯に﹂とい
会社で有給休暇を利用する際︑例えば︑もと

︵K・K ７０代 無職︶

持って国民の不安の解消に努めるべきでしょ

連休にできない有休休暇
もと暦にある３連休にくっつけて４連休にす

う︒

聴器を高齢者が操作できるはずないで

るなど︑連休につけて有休を利用することが

い︒

投稿︑
お待ちしています︒

言われてみればそのとおりでした︒
市販の

︻編集室︼自分たちが年間いくら税金を払っ

禁じられている︒

しょ﹂と︒
なんと彼女も同じ経験をしたらし

であろう︒
そうでなければ︑あまりにも無責

なければいけなくて︑祖母と話すことが面

高齢者が使いこなせない
補聴器に納得いきません

クしてみてください︒

は﹁エッ？﹂って思うような良質情報がけっこ

予算案に納得できない

り〝納得できないマスコミ情報〟を全力で

ない︒

売しているの？納得いきません！

どうでもいいことを
取り上げるマスコミ

【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。

補聴器︵広告によく出ている︶はコンパクト
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From Readers

春号

ガリヤ

郵送の方 〒810-0004

郵送

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電話番号

ー

ー

）

⑨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 (

）

⑩今号でおもしろかったページは？
⑪ガリヤで「こんな情報を紹介して欲しい」と いうのがあればご記述ください。

キリトリ

⑫〈読者のページ〉テーマ：先輩社会人として新社会人に「コレだけは伝えておきたい！」( テーマ以外も歓迎！）

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

⑬

小皿

Ｈな箸置き

ワンコの箸置き

アクリルタワシは使い始めたらやめられません。少量
の洗剤でも汚れ落ち良好でとってもエコ！食器やバス
タブ（小さいほう）洗いにご活用ください。
ユニーク陶
芸品もイッコづつつきます。

提供：ガーベラさんとママ

御神米は

お守りとしても
お役立ちです︒

アクリルタワシ

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（21p 月暦 担当）

C
新発売！

マジカルドレッシング300ml

B

箸置き or 小皿
いずれか１点

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

マジカルスパイスで一世風靡の
（株）
ライフテックが、
これまたマジ
で作ったドレッシングです！サラダだけでなく豆腐や
冷パスタだって、
シャシャッと振れば達人の美味しさ
です。
「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：4 月 20 日
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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

092-472-5775

やけんね︒
ばってん︑いっつも手袋しと

こう色々やってくれるんですね︒

みたいな印象があるんですけど︑けっ

www.tahara-bc.com

田原 手のスジ⁝と言えば︒

くわけにはいかんやろが︒

Ｇ 先生︑今年は何歳になられるんで

今度は手ば見せに来たったい︒
﹁先生︑

た人なんやけどね︒
二ヶ月くらいして

Ｇ 手は大事です！

田原 肩凝り言うても﹁頭痛がする﹂

Ｇ 肩凝り？

田原 やりようくさ︒
あっそう言えば

Ｇ 何でしょう？

したっけ？

コレは⁝どげんでしょ？﹂
って︒

田原 首もたい︒
タートルネックとか

け込んどったらいかんやろ︒
そのへん

若こしてやっても︑肝心のカラダが老

田原 よかろうもん︒
見かけばいくら

そんなことに励んでたんですか︒

Ｇ ていうか先生⁝神聖な診察室で︑

はめったにおらん︒

軽いとよ︒
二十代でも︑こげん出来る人

田原 〝膝コロ〟やったら連続百回は

Ｇ 若い
︵拍手︶
！

よび〝立ちコロ〟を披露︶
︒

筋ローラーを取り出すや〝膝コロ〟お

田原 ちょっと見とってんしゃい︵腹

Ｇ ビックリですね︒

なっとったと︒

と に︑この あ い だ 計った ら 三 十 代 に

は肉体年齢たい︒
ずっと四十代やった

がスッキリした！﹂
﹁リフトで若返っ

よったもん︒﹁二重になった！﹂﹁団子鼻

かった と！看 護 師 た ち も ビック リ し

田 原 その 喜 びか た が ま た 尋 常 や な

G さぞ喜ばれたでしょうね︒

リにしてやった︒

はぜんぜん目立たんごとしてプリップ

ロン酸ば注入して︑浮き出とった血管

を持つヒアルロン酸注入器︶でヒアル

田原 うん︒
インジェクター
︵極細の針

望は︑
叶ったんでしょ？

にしてくれる！﹂
って⁝で︑
その方の希

ん なに 難 し くて も田 原 先 生 な ら 綺 麗

G よほど信頼されたんですね︒
﹁ど

やないっちゃもん︒

ジエモンたい︒
血管の浮き出方が尋常

ボコ浮き出とって︑まさにホネカワス

と︒

この注射が最近︑ものすご良うなった

射〟ていうとがあったっちゃけどね︑

田原 そげな人のために〝脂肪溶解注

繋がっちゃいますね︒

Ｇ そうですね︒
脂肪がつくと︑もっと

田原 首と繋がっとうやろが︒

Ｇ アゴは首じゃないんですけど︒

い！

のつ き や す い 人 に 朗 報 の あったった

田原 首ていうたら⁝アゴの下に脂肪

Ｇ やはり︒

さい﹂
て言うてくる人が増えとうとよ︒

田原 やけん﹁首のリフトしてくだっ

Ｇ 問題は夏ですね︒

着たらモロやし︒

マフラーで隠せるにしても︑着物とか

が切れるんでしょ？

Ｇ でもボトックスって︑半年で効果

やったら︑
コロっとラクになると︒

なっとう状態たい︒
やけんどげん酷い

ど︑肩凝りいうとはそこがガチガチに

肉のあろうが︒
僧帽筋ていうっちゃけ

うなじから肩まで広がっとう大きい筋

ス注入〟たい︒
これがえらい良かとよ︒

田原 マッサージやのうて〝ボトック

Ｇ あの⁝こちら︑いつからマッサー

しゃあよ︒

お年寄りまで︑けっこう幅広く来とん

田原 あんたも〝膝コロ〟くらい始め

Ｇ なるほど︒

れで︑なあも気にせんで人前に手が出

たばってん比較にならんやったと︒﹁こ

た！﹂
って︑抜糸のたんびに喜ばれてき

る程度やったけど︑最近んとは脂肪自

田 原 昔んとは脂 肪 細 胞 が小 さくな

Ｇ どのように？

Ｇ なるほど⁝コレで〝腹筋ローラー

ちゃりようと︒

診察室〟の謎が解けました︒

正 す る ご と︑正 しい 姿 勢 と か も 教 え
てみらんね︒

体を破壊して︑完全に溶かしてしまう

発行／総合広告 ガリヤ合同会社

田原 うん︒
痛かったら︑顔までブスく

なるけんね︒

編集営業部☎ 092・751・3778

美容外科〟の謎も解けました︒

Ｇ なるほど⁝ソレで〝肩凝り治療

編集・発行人／長澤由起子

隔月発行（偶数月 20 日）

Ｇ 田原先生って〝手術しかしない〟

肩凝りはボトックスで解消

せるごとなった︑うれしい︑うれしい︑
G よほ ど 辛い思いを さ れて た んで

と︒
やけん再発せんと︒

︵肩凝りの主原因主と考えられる︶ば矯

田原 そうたい︒
やけんその間に姿勢

肩凝りの人も︑ボトックスば注入して

ジサロンになったんですか？

れくらい辛い肩凝りたい︒
若い人から

のアドバイスもしてやらな︒

﹁吐き気がする﹂﹁目が重たい﹂とか︑そ

ム！

酷 い 肩 凝 り で 悩 み よ う 人 は ウエル カ

田原 三十八歳︒

田原 ⁝どころやないと︒
血管がボコ

G 手が︑
スジばってた？

田原 目の〝やり直し手術〟で来とっ

〝肩凝り〟にも朗報があったったい︒

田原 ウソなもんかい︑三十八いうと

Ｇ ウソ︒

実年齢より肉体年齢！
ついに三十代突入

アゴに脂肪がつき易い人に
こんな朗報！
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うれしい⁝﹂
て︒

浮き出た血管が消えて
プリプリの手に！

も何するでも︑手は人前に出すところ

田原 そうやったろうね︒
食事するで
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すね⁝︒
りしませんか？
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Ｇ でもそれって︑手とかスジばった
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田原 俊逸
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

手の若返り、
アゴの脂肪溶解、
ひどい肩凝りの解消 etc.…
けっこう色々やってますよ。
3月-4月号

in

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！
！

