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5月-6月

季節の旬を食で極める…… 西中州 なか尾

まぼろしの迷作 ついに発刊！

親不孝通りで頑張っているお店たち

読 者投 稿

癒しのペット霊園 動愛 園

インプラント情報

…DENTAL TEAM JAPAN

二十代にもリフト流行。
大顔が小顔になるという
理由からです。

Dr.田原のおじゃまクリニック

5/1

(月）

発売
開始

東京堂

かつて親不孝通りを歩いた 世界中の人々に届きますよう …

ビューティサロン

あなたの心 が
チーズケーキになる

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！

シャンプー感覚!

著

マリアクラブなどを営んでお
りました冬野正博です︒ご無
沙汰しております︒
実は 勝
…手に主人公にされて
おりました︵苦笑︶
︒
戸惑いましたがしかし︑物語
は単に﹁面白かった ！﹂では
終わりません︒
迷いの多い人生﹁自分はどう
生きるか？﹂ 常
…に問いかけ
てきたその答を ︑さすがてつ
さんですね︑サラリと教えて
くれますから︒
若い方にも︑若かった方にも︑
お薦めさせていただきます︒

お山のシェルター便り 美容室の育毛は

溝上徹思

親不孝通り
純情伝説

訓

＆ 究極の
人生

近況報告・Ｑ＆Ａ・ご寄付報告

会員募集!

恋

特集

三匹の仔猫たち

解きみたいなてつおじさんの片思い

最大76%割引(0円も)

仕上げは至上の

通販

謎

日々犬々

てつおじさん 70 歳にして
ついに文壇デビュー

情伝説

親不孝通り純

居酒屋がんこ・バル福萬醤油・あんみつ姫
犬は地球を救う 3

初夏号

ガリヤ

ブラジル・福岡の天才少女歌手共演

親不孝通り昭和音楽祭

を会場に、
奇蹟の再集結！

発刊記念トークショー

１日
５月 リ入場
ト
キリ 理券付
整

新社会人へ
先輩としてこれだけは
伝えておく
PRESENT
●撤下神饌
●筥崎宮花めぐり入園券
●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
■月エネルギーで運気アップ！

開運月暦

波動を上げて幸せを引き寄せる

■元気をくれる

鑑定士さん情報

物語の行方 ……………………創作ノート……………… 下田逸郎
おもしろ歴史講座 …………西郷隆盛と福岡⑶…………… 一坂太郎
おしゃれCafe …………相手は自分の写し鏡………… 杉林せいこ
おもしろ法律相談 ………求人広告詐欺にご注意を！………丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ …手抜き料理の後ろめたさは揚げ物で解決… Cozue
家計の断捨離 ………………断捨離のコツ…………… 久米カヲル

なか尾

西中州

季節の旬を食で極める
大人の隠れ家 …

03 季節の旬を食で極める 西中洲なか尾
04 頑張る店があるかぎり親不孝通りは不滅です！
居酒屋がんこ バル福萬醤油 あんみつ姫
06「親不孝通り純情伝説」５月１日発売スタート！
08 親不孝通り昭和音楽祭

ブラジルと日本の天才少女歌手が歌う昭和の歌

09 おもしろ歴史講座 西郷隆盛と福岡 (3) 一坂太郎
10 気になるパーツ別 アンチ！！エイジング通販

親不孝通り純情伝説トークライブ

12 塗るだけで即リフトアップ＆シワピーン！

13 家計の断捨離・お肌のトラブル改善がどうして？！
14 猫エッセイ

三匹の仔猫たち

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③ 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ますように 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 おもしろ法律相談 求人広告詐欺にご注意を 丸田幸一
19 東京堂はシャンプーだってマジ！
20 物語の行方

21
22
23

創作ノート 下田逸郎
開運月暦 波動を上げて幸せを引き寄せる 櫻庵幸縁 元気をくれる鑑定士さん情報
お悩み解決伝言レシピ 手抜き料理の後ろめたさは揚げ物で解決！ Cozue
COCORO おしゃれ Cafe 相手は自分の写し鏡〜 杉林せいこ
読者投稿 新入社員にこれだけは言いたい！

24
26 プレゼント＆投稿用紙
27 インプラント情報
28

■おすすめ単品料理一例（税別）

■お飲物

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

ガリヤの入手法について

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

電子ブック版

■季節のおまかせコース（税別）
5,000 円コース 7,000 円コース
10,000 円コース

クセス〉

もちろん無料！

■鍋コース（税別）

▲カウンター席は美食家
たちの特等席

ガリヤ戦記

ガリヤは現在、福岡市内中央区・博多区

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？

のおよそ１万職域に、複数冊を封入した

第三章

動乱期の章

■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 ︒
…

第四章

内乱の章

■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 …

■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 …

食材から季節感が薄れた昨今で

すが︑なか尾は何故︿今が旬﹀

の食材に対し︑強いこだわりを

持つのでしょう︒

栄養価の高さは勿論ですが︑

﹁最高に美味しくなったタイミ

ングでお召し上がり頂きたい﹂

こ
…れが︑一番の理由です︒

しかも︑目利きで鳴らす井手上

料理長によって︑

△産！ソラマメは◇◇産！﹂

﹁ウニは◎◎産！タケノコは△

と選りすぐられた︑いわゆる

絶品の旬︒

3

そうして九州各地から連日届け

「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！

られる山海の旬たちが︿その日

のおすすめ﹀や︿グランドメ

ニュー﹀へと衣替えし︑お客さ

まが た を も て な す の で す ︒

都会の雑踏から一歩入ったとこ

ガリヤ特典

ろで︑ひっそり佇む︿大人の隠

国体道路

中洲

れ家﹀なか尾︒今宵はさて︑ど

天神

かに通●

那珂川

西中洲大通り

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

んな旬が待ち受けるでしょう︒

☎092-732-3142

「ガリヤはどうしたら読めますか？」と
いう質問をよくいただきます。
各所のラックで手にされる方も多いよう
ですが、基本はダイレクトな職場配布で
す。

フリーペーパーを通じて様々な出会いと体験を重ねてきました。
時が経つと…笑い話です（長澤由起子）

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
◀清涼感漂う和個室 (テーブル席） もつ鍋コース…………… 4,000 円
ふぐコース……………… 要ご予約
は、２名様より 65 名様に
和牛すきやきコース…… 要ご予約
対応しています。

なか尾

ドクター田原のおじゃまクリニック 二十代の若さでなぜリフト！

形でお届けしています。
お届けモレの職場もたくさんございます
ので、ご希望の方は【職場名・職場住所・
受取ってくださる方のお名前・代表電話
番号・ご希望冊数（３冊以上でお願いい
たします）】をご明記のうえ、メール・
FAX・郵便のいずれかにてお申し込みく
ださい。
mail：events＠gariya.com

◀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！
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。

F AX： 092-751-3779
◀スマホなら
ＱＲコードで読み込むのが
いちばん簡単！

2

郵便：810-0004 福岡市中央区渡辺通
1-9-2-207
ガリヤ合同会社
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郵便：810-0004 福岡市中央区渡辺通
1-9-2-207
ガリヤ合同会社

抱腹絶倒コントに客席は爆
笑の渦！
！コンセプトは「お
バカをまじめに科学する」

醤油ソムリエ ( 醤油ソムリエ九州醤油ソムリエ協会 会長 ) の
大浜大地さんは頼もしい味方。醤油のことなら何でも彼に訊
けばいい。店内には福萬醤油のオリジナル醤油をはじめ、
ソムリエが厳選した全国の美味しい醤油がズラ〜り…。

！
！

古伊万里や古唐津などの器
で、ランチなんて！
デザートも醤油で頂きます。
思いがけない美味しさは、
まさに味わいのカルチャー
ショックです。

！！

福岡市中央区天神3-7-13TM-20ビル2F

月

火〜木

第１劇 19:30
第２劇 21:30
第３劇 23:30

第１劇 20:30
第２劇 22:30

休演

4,500 円

（ワンドリンク付）

5,000 円

日・祝

第 1 劇 18:30
第 2 劇 20:30
第 3 劇 22:30
4,500 円

（ワンドリンク付） （ ワンドリンク付）

豪華肉三昧 300 グラム 1,980 円

月ー金限定 21 時迄の
タイムサービス

【焼酎ボトル半額キープ】
●特撰焼酎５種
●本格焼酎７種
※キープセット代…… 200 円
…………………………………

水曜日はレディースDAY

ジューシーさがり定食と
さっぱりさがりが…… 780 円
…………………………………
チ
ラン ！ ランチも人気！
限定 毎月 29 日（肉の日）は
ジューシーさがり定食が
1.5 倍も 2 倍も ……… 780 円

市場直送！本日のお刺身 1,580 円

☎092
739-7101

福岡市中央区舞鶴1-1-30
天神ウイングビル2Ｆ
営：月〜木 : 11:30~14:00
17:30~ 翌 3:00
金・土 : 11:30~14:00
17:30~ 翌 7:00
日・祝日・祝前日
11:30~14:00
17:30~ 翌 3:00
日・祝ランチ休み
席：60 席（半個室・カウンター）
休：年中無休

貸切りのご相談も受付けます。

長浜公園

●花屋さん

リクルートビル●

西鉄 GH●

昭和通り
明治通り
西通り
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長浜通り

居酒屋●
がんこ

︿がんこ﹀の看板に﹁ 気 ム ズカ

シイ雰囲気の店﹂を想像される

方が多いのでは？ところがどっ

こい︒明るく楽しく気遣いに満

ちた接客に加えて︑料理がこれ

またスバラシイ！

たとえば刺盛りです︒新鮮刺身

のトロトロ感のみならず︑

モンはコチラのゴマダレで︑カ

﹁タイはコチラの醤油で︑サー

ツオはこちらの醤油で︑マグロ

はコチラの醤油で ﹂
…
肉料理をはじめとするリーズナ

ブル感あふれるメニューとか︑

飲み放付宴会コースが２９８０

円ポッキリなど︑とにかく感動

要素満載の店︒

社会人に人気沸騰というのもう

なづけます︒

毎日お世話になりながらいかに

醤油を知らなかったか 入
…るな
り醤油の奥深さにハッと気付か

せる店︿福萬醤油﹀は︑江戸時

代にルーツを持つ由緒正しきお

醤油屋さんです︒

種類の豊富さときたら聞いてオ

ドロクナの二百八十種！店と言

うより︑ギャラリーっぽい？

奥カウンターでは︿醤油テイス

ティングランチ﹀と称するラン

チが楽しめ︑︿醤油ソムリエ﹀お

勧め醤油が２時間テイスティン

グし放題︒たとえばサラダ・煮

物・味噌汁・デザート付﹁鯛茶

漬膳﹂
︵ 980
円︶なども皿ごとに
違う醤油でじっくり堪能︒

5

食のカルチャーショックに打ち

のめされたい方は︑どうぞ！

！！

福岡人が誇る劇場と言えばもち

ろん あ
…んみつ姫です
親不孝に移転して二十年になり

ますが︑三十四年前の創業以来︑

福岡の名所として地元人はもと

より全国各地から訪れる人々を

笑わせ仰天させ感動させ︑そし

て元気づけてきたエンタテイン

メント集団です︒

！！

﹁私︑元気が足りないみたい ﹂
…
と感じたら思い切って観劇体験

してみるのが超オススメ

観客参加型ショーならではの一

体感や︑とまと座長の愛情溢れ

る毒舌パワーで︑フル充電して

元気にお帰りいただけること間

違い無し

お一人さまも団体さまも︑感動

体験しちゃいましょう

！！

！！

営 : ランチ/11：30~14：00
醤油テイスティング
及び醤油の販売 /
10：00 〜 17：00
席：カウンター8 席
（必予約）
休 : 正月休暇以外は元気に
営業中！

さがり＆サーロイン＆ヒレ肉
３種 100 グラムづつ

！
？

バル
福萬醤油
●

※開場 : 開演の 30 分前 ※上演時間：60 分間 ※各公演入替制
※とまと座長出演日：火〜金
※3 ヶ月前の 1 日からご予約を承ります
※休演日・公演時間・観劇料等は特別公演等により変わりますので
HP、お電話にてご確認ください

福岡市中央区天神３-６

( 月 ) さがりステーキ…300 円
( 火 ) 生ビール…………300 円
( 水 ) カクテル…………200 円
( 木 ) ハイボール………300 円
さがりステーキ…300 円
( 金 ) 牛カツ串１本……200 円
…………………………………

あんみつ姫
●

料金

金・土・祝前

☎092
737-8920

月ー金限定 21 時迄の
早得日替わりサービス

親不孝通り

あんみつ姫

☎092-725-2550 http://www.okama.com

チーズタッカルビ

居酒屋がんこ

ダイナミック且つ
キレッキレの本格
ダンスショーに劇
場内の熱気も一気
に高まります

ピタリのお醤油でいただく
絶品たまごかけごはん。

選べる人気のチーズタッカルビ or もつ鍋
刺し盛り、ステーキなど全 8 品。

親不孝通り純情伝説 発刊記念

こんなに頑張ってるお店がある限り

！！

飲み放題付き2,980円宴会コース

親不孝通りは不滅です︒

いきなり上空から
フライングで
華麗に登場

100

親不孝通り名称復活＆

︻親不孝通り純情伝説︼に店舗のチカラがいかに大きいものであるかをあらためて思い知らされます︒
そこで︑時代の風雪に耐え今も輝き続ける店舗や産声をあげたばかりの店舗が混在する中︑
気になる店舗をピックアップしてみました︒

万人が感動した 全国から観客が
押し寄せる抱腹絶倒＆感動シアター

きらびやかな衣裳に、季節感あふれる
豪華な舞台演出は見どころ満載！！

since
2002〜

ステーキや刺身のリーズナブルな美味しさはもとより
円とは
この豪華さで飲み放付 2,980

since
2009〜

世界に類を見ないテイスティングバーのあるお醤油やさん
バル福萬醤油
日本人なのにランチにさえカルチャーショック！

since
1988〜

抱腹絶倒コントに客席は爆
笑の渦！
！コンセプトは「お
バカをまじめに科学する」
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ソムリエが厳選した全国の美味しい醤油がズラ〜り…。

！
！

古伊万里や古唐津などの器
で、ランチなんて！
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まさに味わいのカルチャー
ショックです。

！！

福岡市中央区天神3-7-13TM-20ビル2F

月

火〜木

第１劇 19:30
第２劇 21:30
第３劇 23:30

第１劇 20:30
第２劇 22:30

休演

4,500 円

（ワンドリンク付）

5,000 円

日・祝

第 1 劇 18:30
第 2 劇 20:30
第 3 劇 22:30
4,500 円

（ワンドリンク付） （ ワンドリンク付）

豪華肉三昧 300 グラム 1,980 円

月ー金限定 21 時迄の
タイムサービス

【焼酎ボトル半額キープ】
●特撰焼酎５種
●本格焼酎７種
※キープセット代…… 200 円
…………………………………

水曜日はレディースDAY

ジューシーさがり定食と
さっぱりさがりが…… 780 円
…………………………………
チ
ラン ！ ランチも人気！
限定 毎月 29 日（肉の日）は
ジューシーさがり定食が
1.5 倍も 2 倍も ……… 780 円

市場直送！本日のお刺身 1,580 円

☎092
739-7101

福岡市中央区舞鶴1-1-30
天神ウイングビル2Ｆ
営：月〜木 : 11:30~14:00
17:30~ 翌 3:00
金・土 : 11:30~14:00
17:30~ 翌 7:00
日・祝日・祝前日
11:30~14:00
17:30~ 翌 3:00
日・祝ランチ休み
席：60 席（半個室・カウンター）
休：年中無休

貸切りのご相談も受付けます。

長浜公園

●花屋さん

リクルートビル●

西鉄 GH●

昭和通り
明治通り
西通り

4

長浜通り

居酒屋●
がんこ

︿がんこ﹀の看板に﹁ 気 ム ズカ

シイ雰囲気の店﹂を想像される

方が多いのでは？ところがどっ

こい︒明るく楽しく気遣いに満

ちた接客に加えて︑料理がこれ

またスバラシイ！

たとえば刺盛りです︒新鮮刺身

のトロトロ感のみならず︑

モンはコチラのゴマダレで︑カ

﹁タイはコチラの醤油で︑サー

ツオはこちらの醤油で︑マグロ

はコチラの醤油で ﹂
…
肉料理をはじめとするリーズナ

ブル感あふれるメニューとか︑

飲み放付宴会コースが２９８０

円ポッキリなど︑とにかく感動

要素満載の店︒

社会人に人気沸騰というのもう

なづけます︒

毎日お世話になりながらいかに

醤油を知らなかったか 入
…るな
り醤油の奥深さにハッと気付か

せる店︿福萬醤油﹀は︑江戸時

代にルーツを持つ由緒正しきお

醤油屋さんです︒

種類の豊富さときたら聞いてオ

ドロクナの二百八十種！店と言

うより︑ギャラリーっぽい？

奥カウンターでは︿醤油テイス

ティングランチ﹀と称するラン

チが楽しめ︑︿醤油ソムリエ﹀お

勧め醤油が２時間テイスティン

グし放題︒たとえばサラダ・煮

物・味噌汁・デザート付﹁鯛茶

漬膳﹂
︵ 980
円︶なども皿ごとに
違う醤油でじっくり堪能︒

5

食のカルチャーショックに打ち

のめされたい方は︑どうぞ！

！！

福岡人が誇る劇場と言えばもち

ろん あ
…んみつ姫です
親不孝に移転して二十年になり

ますが︑三十四年前の創業以来︑

福岡の名所として地元人はもと

より全国各地から訪れる人々を

笑わせ仰天させ感動させ︑そし

て元気づけてきたエンタテイン

メント集団です︒

！！

﹁私︑元気が足りないみたい ﹂
…
と感じたら思い切って観劇体験

してみるのが超オススメ

観客参加型ショーならではの一

体感や︑とまと座長の愛情溢れ

る毒舌パワーで︑フル充電して

元気にお帰りいただけること間

違い無し

お一人さまも団体さまも︑感動

体験しちゃいましょう

！！

！！

営 : ランチ/11：30~14：00
醤油テイスティング
及び醤油の販売 /
10：00 〜 17：00
席：カウンター8 席
（必予約）
休 : 正月休暇以外は元気に
営業中！

さがり＆サーロイン＆ヒレ肉
３種 100 グラムづつ

！
？

バル
福萬醤油
●

※開場 : 開演の 30 分前 ※上演時間：60 分間 ※各公演入替制
※とまと座長出演日：火〜金
※3 ヶ月前の 1 日からご予約を承ります
※休演日・公演時間・観劇料等は特別公演等により変わりますので
HP、お電話にてご確認ください

福岡市中央区天神３-６

( 月 ) さがりステーキ…300 円
( 火 ) 生ビール…………300 円
( 水 ) カクテル…………200 円
( 木 ) ハイボール………300 円
さがりステーキ…300 円
( 金 ) 牛カツ串１本……200 円
…………………………………

あんみつ姫
●

料金

金・土・祝前

☎092
737-8920

月ー金限定 21 時迄の
早得日替わりサービス

親不孝通り

あんみつ姫

☎092-725-2550 http://www.okama.com

チーズタッカルビ

居酒屋がんこ

ダイナミック且つ
キレッキレの本格
ダンスショーに劇
場内の熱気も一気
に高まります

ピタリのお醤油でいただく
絶品たまごかけごはん。

選べる人気のチーズタッカルビ or もつ鍋
刺し盛り、ステーキなど全 8 品。

親不孝通り純情伝説 発刊記念

こんなに頑張ってるお店がある限り

！！

飲み放題付き2,980円宴会コース

親不孝通りは不滅です︒

いきなり上空から
フライングで
華麗に登場

100

親不孝通り名称復活＆

︻親不孝通り純情伝説︼に店舗のチカラがいかに大きいものであるかをあらためて思い知らされます︒
そこで︑時代の風雪に耐え今も輝き続ける店舗や産声をあげたばかりの店舗が混在する中︑
気になる店舗をピックアップしてみました︒

万人が感動した 全国から観客が
押し寄せる抱腹絶倒＆感動シアター

きらびやかな衣裳に、季節感あふれる
豪華な舞台演出は見どころ満載！！

since
2002〜

ステーキや刺身のリーズナブルな美味しさはもとより
円とは
この豪華さで飲み放付 2,980
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世界に類を見ないテイスティングバーのあるお醤油やさん
バル福萬醤油
日本人なのにランチにさえカルチャーショック！

since
1988〜

美味しいラブストーリーが焼き上がりました︒

親不孝通り純情伝説
親不孝通り
純情伝説

あなたの心が
チーズケーキになる

解きみたいなてつおじさんの片思い
訓
仕上げは至上の恋 ＆ 究極の人 生

謎

………………………………………………………………………………………

日にちが経ってもじゅうぶん美味しくいただけますが

しれません︒ところが︑

6

焼きたての味わいは格別です︒
かつて親不孝通りを歩いた 世界中の人々に届きますよう

マリアクラブなどを営んでお
… りました冬野正博です︒ご無
沙汰しております︒
実は 勝
…手に主人公にされて
おりました︵苦笑︶
︒
戸惑いましたがしかし︑物語
は単に﹁面白かった ！﹂では
終りません︒
迷いの多い人生﹁自分はどう
生きるか？﹂ 常
…に問いかけ
てきたその答を ︑さすがてつ
さんですね︑サラリと教えて
くれますから︒
若い方にも︑若かった方にも︑
お薦めさせていただきます︒

あなたの
心が
チーズケーキになる︒

解きみたいなてつおじさんの片思い
＆ 究極の人

生
訓

親不孝通り
純情伝説

謎

恋

ありがとうございました
冬野正博氏 …
親不孝通りの名を全国に
轟かせた人物です︒この方が物語の主
人公となるわけですが︑もし冬野氏の

﹁皆様のお役にたつのであれば﹂
とご快諾くださり︑こうして︿帯の推

イケメンだっ
わせた三十年前のもの …
たんですね︵ホレボレ︶︒

検索してください。

……………………………………………………
2018 年 5 月 1 日（火曜日）
開場：17:30
開演：18:00
会場：あいれふホール 10 階
福岡市中央区舞鶴 2-5-1

仕上げは至上の

三十年近くもの風雪を乗り越えて
なんとか出版にこぎつけるに至った裏話

心がちょっとでも狭かったら︑

いんでしょうね！﹂

薦文﹀までいただきました︒

とかっていう 訴訟騒ぎもありえたかも

ーそうですかね〜
︵笑︶ー

ちなみに写真は︑あえて物語当時に合

さったのか︑翌朝パソコンをチェックす

白木正四郎さんにしても︑地熱開発に

主催：天神三丁目親不孝通り昭和音楽祭実行委員会 tenjin369.genki@gmail.com

﹁出版差し止め﹂

ほんとうに
てつおじさんが
書いたんですよ！
りませんでした︒ところが何を勘違いな

﹁お受けします﹂なんて言った記憶はあ

方々にお報せしていく中で︑いちばん受

ると︑大量の文字データが届いていた

さて最後のほうではチラリと︑なにや
ら人生訓のようなものまでが顔をのぞ

珈楽（高宮）

アニーのお気に入り

入場整理券

く知るガリヤさんにお願いするのがい

親不孝通り純情伝説﹂の発刊を各方面の

﹁本人が書いたっちゃなかろ？﹂

けたリアクションです︒

のです︒シドニーからでした︒

ありがとうございま
…

でご協力くださいました︒

ラです︒それでも︿後書き﹀の大役ま

にもかかわらず︑扱いは極めて軽キャ

を何冊も出版されたほどの知識人サマ

関する書 籍︵最近著書 ゴルゴダの火 ︶

忙しい方︑もしくは文才に恵まれない方
によくあるという︑ちょっとコズルイ発

このラブストーリー
かなりヤバイ！

﹁ヤバイ！﹂

２：書籍の購入ページに入り、必要事項を打ち込んでください。
３：クレジット決済・銀行振込のいずれかをお選びください。
４：クレジット決済もしくは銀行振込の確認が出来次第、
発送いたします。 ※送料はガリヤがサービス致します。
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刊手段ですね︒
﹁いいえ︑移動中のバスや飛行機の中で︑

物語の舞台は全盛期の親不孝通り︒当時

四年もかかって書かれたんですよ︒それ
もずいぶん昔のことらしいです︒長い間︑

した︒

そして晶子さん

の親不孝通りを知る人々には︑とても懐
かしいタイムトラベルです︒かたや知ら

温めて温めて︑今回やっと日の目を浴び
るんです﹂

﹁ こんな凄くて面白い人たちがいた︵ 現
在も元気に存命しておられます︶ ﹂

人生訓がまたヤバイ！

ない人々︵若い人々︶にとっては︑
﹁福岡にこんな凄い通りがあった ﹂

とりあえず︑そうこたえておきました︒

この発刊は
勘違いから始まった

というビックリギョ〜テンの旅︒

しかし問題はラブストーリーです︒

かせます︒

たきっかけは ︑前号記事﹁ ６４歳から

それも若者言葉のヤバイ︵素晴らしい︶

﹁ヤバい！﹂

の世界制覇﹂でのやりとりでした︒
白木さん︵物語にはナツ男として登場︶

に本来のヤバイ︵危ない！︶がミックス

と願うようになった次第です︒

以上をもちまして︑
…
﹁貴方に︑ぜひお読み頂きたい！﹂

１：親不孝通り純情伝説もしくはガリヤ（ホームページ）で
・ゆめタウン博多店・次郎丸店・空港東店
・志免店・春日店・久留米店
………………………………………………………………………………………
【売店】・博愛会・長尾病院・原土井病院・栄光病院
・福岡リハビリテーション病院・正信会水戸病院
・かめやま安息・済生会飯塚嘉穂病院
・井上病院（長崎）
・長崎北病院
・長崎リハビリテーション病院

親不孝通り純情伝説

・福岡金文堂姪浜南店・ジュンク堂福岡（天神）
・紀伊國屋書店（博多駅中央街バスターミナル）

【ネット】
【書店】・福岡金文堂本店（新天町北通り）・福岡金文堂姪浜店

溝上徹思

1,000 円
ジャスト

926 円＋税
本体価格

▲表紙はこんなイメージです

てつおじさん 70 にして
ついに文壇デビュー

波瀾万丈ながらも︑けっして笑顔を失
軽快な語り調で程良い笑いをとりながら
結末へと誘うわけですが︑これが実に … わないてつおじさんの人生の︑本流に
流れる意識なのでしょうか︒

たちが音楽祭を催すんです ︒ なんとか

﹁親不孝通りの名称が復活した記念に︑

その日に合わせて ︑僕の書いた小説を

するという破天荒なヤバさ︒
﹁コレ 出
…版できるのかな？﹂
おもわず︑自問したほどです︒

発刊しようと思ってるんです﹂
ーアッ︑そうですかー
﹁発行はやはり︑当時の親不孝通りをよ

・博多口店・福ビル店・ライフストリーム店（ソラリアステージＭ2)
・OPERETTE ラシック福岡天神店（三越 B1）
・薬院大通り店・薬院六つ角店

親不孝通り昭和音楽祭

当時の冬野正博氏

著

ガリヤ

【店鋪】大賀薬局

※この入場整理券１枚にて同伴
1 名様までご入場出来ます。
※お席は先着順です。
（立ち観と
なる場合はご容赦ください）
※会場内写真・ビデオ撮影 OK！

溝上徹思

この発刊にガリヤが関わるようになっ

！？

！？

4 月 10 日現在の決定店舗です。今後増える予定です。

お買い求めはこちらまで
「親不孝通り昭和音楽祭」にて「親不孝通り純情伝説」トークショーおよび
チャリティ販売会を予定しています（詳細は次ページ参照）
。

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

てつおじさん 70 歳にして
ついに文壇デビュー

﹁このたび親不孝通り純情伝説﹂が

５月1日 発売スタート！

美味しいラブストーリーが焼き上がりました︒

親不孝通り純情伝説
親不孝通り
純情伝説

あなたの心が
チーズケーキになる

解きみたいなてつおじさんの片思い
訓
仕上げは至上の恋 ＆ 究極の人 生

謎

………………………………………………………………………………………

日にちが経ってもじゅうぶん美味しくいただけますが

しれません︒ところが︑
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焼きたての味わいは格別です︒
かつて親不孝通りを歩いた 世界中の人々に届きますよう

マリアクラブなどを営んでお
… りました冬野正博です︒ご無
沙汰しております︒
実は 勝
…手に主人公にされて
おりました︵苦笑︶
︒
戸惑いましたがしかし︑物語
は単に﹁面白かった ！﹂では
終りません︒
迷いの多い人生﹁自分はどう
生きるか？﹂ 常
…に問いかけ
てきたその答を ︑さすがてつ
さんですね︑サラリと教えて
くれますから︒
若い方にも︑若かった方にも︑
お薦めさせていただきます︒

あなたの
心が
チーズケーキになる︒

解きみたいなてつおじさんの片思い
＆ 究極の人

生
訓

親不孝通り
純情伝説

謎

恋

ありがとうございました
冬野正博氏 …
親不孝通りの名を全国に
轟かせた人物です︒この方が物語の主
人公となるわけですが︑もし冬野氏の

﹁皆様のお役にたつのであれば﹂
とご快諾くださり︑こうして︿帯の推

イケメンだっ
わせた三十年前のもの …
たんですね︵ホレボレ︶︒

検索してください。

……………………………………………………
2018 年 5 月 1 日（火曜日）
開場：17:30
開演：18:00
会場：あいれふホール 10 階
福岡市中央区舞鶴 2-5-1

仕上げは至上の

三十年近くもの風雪を乗り越えて
なんとか出版にこぎつけるに至った裏話

心がちょっとでも狭かったら︑

いんでしょうね！﹂

薦文﹀までいただきました︒

とかっていう 訴訟騒ぎもありえたかも

ーそうですかね〜
︵笑︶ー

ちなみに写真は︑あえて物語当時に合

さったのか︑翌朝パソコンをチェックす

白木正四郎さんにしても︑地熱開発に

主催：天神三丁目親不孝通り昭和音楽祭実行委員会 tenjin369.genki@gmail.com

﹁出版差し止め﹂

ほんとうに
てつおじさんが
書いたんですよ！
りませんでした︒ところが何を勘違いな

﹁お受けします﹂なんて言った記憶はあ

方々にお報せしていく中で︑いちばん受

ると︑大量の文字データが届いていた

さて最後のほうではチラリと︑なにや
ら人生訓のようなものまでが顔をのぞ

珈楽（高宮）

アニーのお気に入り

入場整理券

く知るガリヤさんにお願いするのがい

親不孝通り純情伝説﹂の発刊を各方面の

﹁本人が書いたっちゃなかろ？﹂

けたリアクションです︒

のです︒シドニーからでした︒

ありがとうございま
…

でご協力くださいました︒

ラです︒それでも︿後書き﹀の大役ま

にもかかわらず︑扱いは極めて軽キャ

を何冊も出版されたほどの知識人サマ

関する書 籍︵最近著書 ゴルゴダの火 ︶

忙しい方︑もしくは文才に恵まれない方
によくあるという︑ちょっとコズルイ発

このラブストーリー
かなりヤバイ！

﹁ヤバイ！﹂

２：書籍の購入ページに入り、必要事項を打ち込んでください。
３：クレジット決済・銀行振込のいずれかをお選びください。
４：クレジット決済もしくは銀行振込の確認が出来次第、
発送いたします。 ※送料はガリヤがサービス致します。
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てつおじさん 70 歳にして
ついに文壇デビュー

﹁このたび親不孝通り純情伝説﹂が

５月1日 発売スタート！

親不孝通りに放たれる実はとんでもないスケールの
︻名称復活記念︼チャリティコンサート
年記念
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主催：天神三丁目親不孝通り
昭和音楽祭実行委員会
問合せ：tenjin369.genki@gmail.com

月八日︑薩摩国に入った︒

︿小林 知加﹀日ごろ張り詰めていた心の
弦も︑緩やかに共鳴 ︒
…

まさに奇跡の再集結！
親不孝通り中年御三家
ところがそんな豊かな音楽性に ︑割って
入る謎のオジサンたち ︒
…
何をかくそう彼らこそ︑
︻親不孝通り純
情伝説︵ 同日発売︶︼に登場する︻親不
孝通り中年御三家︼です︒
この奇跡の再集結 …
果たしていかなる
展開とあいなりますか ︒
…

が︑西郷のみ蘇生した︒福岡藩の捕吏は
平野を見逃し︑従僕の重助のみ捕らえた︒
薩 摩 藩で は西 郷 は月 照 と と もに 溺死

革新的な薩摩藩主島津斉彬が五十二歳で

は 肥 後 方 面 に 逃 げ る よ う 説 く 者 もい た

すこと︵島預け︶に決めた︒同志の中に
が︑西郷は自分は敗者であると藩の方針
に従うことにした︒
西 郷 は 月 照 を 旧 知 の 日 高 存 竜 院 とい

と名を変えた西郷は鹿児島を発ち︑山川

超オモシロイ！
一坂太郎の新刊情報

は︑政治運動に奔走する﹁志士﹂たちの

すでに幕 府の捕 吏は︑肥 後国の水 俣 も の か と 目 か ら ウ ロ コ ︒ こ れ か ら の 日 本 の
まで迫っていた︒福岡藩も捕吏を放ち︑ 行 方 ま で が 見 え て し ま う 必 読 の 一 冊 で す ︒

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

理解者として知られていた︒そのため後

え出てしまう︒

の高橋屋や春吉の楠屋に十日あまり滞在

月照を捕らえようとする︒

じゅうぼく

する︒さらに京都から捕吏が迫ったとの

年︑福岡藩の勤王党弾圧に連座して投獄

するという暗黙のルールがあったのだ︒

と呼ばれ︑延岡藩との境で︑これを殺害

た︒しかし東の関門の場合は﹁長送り﹂

た客は︑穏やかに藩外に出ることが出来

薩 摩 藩で は西の関 門 より 送 り 出 さ れ

勘違いする︒

ところが西郷はこれを﹁長送り﹂だと

岳にいったん潜伏させようとした︒

を藩の東方の関門である︑日向国の法華

島津斉興︵斉彬の実父︶に上申し︑月照

藩 の 重 臣 新 納 駿 河 は 前 々 藩 主で あ る

にいろするが

情報を得たたため︑従僕の重助を伴って

六十四歳で没している︒

民政に寄与し︑明治十三年︵一八九〇︶
︑
松屋では︑月照を味噌部屋にかくまっ
た︒その厚情に感謝した月照は︑
言の葉の花をあるじに旅すねる
この松かげは千代もわすれじ
の歌書を贈った︒これが︑いまも松屋

六日夜︑錦江湾に小舟を浮かべ︑磯の沖

西 郷 と月 照 は 覚 悟 を 決 め︑十一月 十
で入水自殺をはかった︒月照は溺死した

ラップブック な
…んと︑歴
史をその目で見た人々の実
際の証言がそこにあった！

一坂太郎が古書店で偶然見
つけた︑古びた一冊のスク

されたこともあった︒維新後は太宰府の

幕末の松屋の当主孫兵衛︵栗原順平︶

こ う し て 十 二 月 下 旬︑
﹁菊 池 源 吾﹂

いまも松屋は︑太 宰 府天 満 宮 参 道の

う修験者に預けて︑なんとか薩摩の中で

しゅげんしゃ

入口近くで梅ケ枝もちを出す茶店として

港から奄美大島へと向かう︒苦難の時代

院の住職月照は︑ひそかに京都を脱し︑

匿えるよう周旋する︒だが︑巻き添えを

薩摩藩士の西郷吉之助︵隆盛︶
・有村俊

営業しており︑当時のものという建物な

覆っていたのだ︒

急逝しており︑藩全体を保守的な空気が

なりあきら

て安堵出来る地では無かった︒前年五月︑ したことにして︑三十日︑奄美大島に流

ところ が 鹿 児 島 も ま た︑月 照 にとっ

出演者たちの若さに一瞬﹁ お子さま向
けライブ？ ﹂と思われそうですが ︑違
いますよ︒
本 物 の 歌 に 年 齢 の 壁 は あ り ません︒

︿梅谷心愛﹀特に美空ひばりのカバーに
おいては歌謡界広しと言えど無敵です！
︿パピ マシェ﹀ワクワクさせて元気いっ
ぱいもらえますよ！

︿ヤスミン山下 ﹀世界が注目するヤスミ
ンちゃんをブラジルから呼び寄せての
日本初ライブです︒

ヤスミン山下
注目の日本初ライブ！

白木正四郎

翌十八日︑月照は上座郡 大 庭 村に向

創元社
定価 :1,500 円＋税

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、
至誠館大学特任教授など。
最近の著作に
『剛毅、
豪快、
西郷ド〜ン！『
』明
治維新とは何だったのか』
『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 たろう）
定価 :860 円＋税

ブラジル移民

親不孝通り昭和 音楽祭
ステージから吹きまくる感動は︑親不孝通りの元気復活を予感させる新しい風︒

入場料：無料

することになり︑苦難の旅のすえに十一

福岡市中央区舞鶴 2-5-1

かう︒ここから福岡浪士の平野国臣が供

立された︒

に伝わっており︑近年は中庭に歌碑も建

月照歌碑

8

ぜひお誘い合わせてお越しください︵全二百六十席︒立ち観となる場合はご了承ください︶
︒

開催日：2018 年 5 月 1 日（火）
開場：17:30
開演：18:00
会場：あいれふホール 10 階

︻親不孝通り純情伝説︼
チャリティ販売会も
予定してまーす﹂

【親不孝通り純情伝説】発刊記念トークライブで盛り上がったり…

の始まりであった︒

屋に潜伏した︒

？!

食うのを恐れた存竜院は︑これを藩に訴

どが残る︒

を目指す︒
下関に到 着 後︑西 郷は月照を匿う 準
備のため︑ひと足先に鹿児島に向かった
︵鹿児島到着は十月十五日︶
︒

登場かも

月照を護る西郷の勘違い

斎らに護られながら大坂から海路︑九州

げっしょう

を進 める 幕 府 から 睨 まれた 清 水 寺 成 就

安政五年︵一八五八︶
︑
﹁安政の大獄﹂

一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ︼⑱

司会は
元アイドル
久米知里

一方︑月照は戸畑から上陸して︑博多

親不孝通り昭和音楽祭

アルパに癒されたり…

アイドルに元気もらったり…

梅谷 心愛（こころ）
氷川きよしなど多くの歌手を発掘した古
賀政男記念大川音楽祭 ( 一般歌謡部門 )
最優秀賞に輝いた心愛さんは 、博多
区在住の小学生（10 歳）です。

ヤスミン 山下 (yasmin yamashita)
幼い頃より天才の名を欲しいままにするブラ
ジルの歌姫（14 歳）。初の来日ライブであ
ることから、ネットで彼女の歌に感動した
ファンたちも日本全国から押し寄せます。

ブラジル福岡県人会チャリティコンサート

冬野正博氏（物語当時の写真）
白木正四郎氏（元探検九州キャスター）
著者：てつおじさん（当日はリアルてつおじさん来場。昭和のラブソング熱唱を切望中）
「親不孝通り純情伝説」の物語に登場するてつさん（溝上徹思氏 著者）
、チョビ（冬野正博氏 マリ
アストリートで親不孝通りの名を全国に馳せた冬野観光社長）
、ナツ男 ( 白木正四郎氏 親不孝通り
の怪人）の三名はともに親不孝通りの歴史に欠かせない人物。まさに奇跡の再集結トークライブ！

入場無料

西郷隆盛と福岡

感涙必至！ブラジルと日本の天才少女歌手が歌う昭和の歌
十月十七日未明︑博多を出て太宰府の松

現在の松屋
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パピ
マシェ
小林 知加
福岡で活躍する
アイドルユニット。 10 歳よりアルパ（インディアンハープ）を習
名前の由来は「マルシェ
（ 仏語で市場）
で華 い始めて、今やハープ界の若きクイーン。
麗に踊り歌う可憐なパピヨン（蝶）
」
。
ハーブを奏でる姿は、さながら天女。

(3)

【一部】
アイドルショー…パピマシェ
博多の天才歌姫 梅谷心愛ショー
【二部】
親不孝通り純情伝説
出版記念トークライブ＆歌
【三部】
山下ヤスミンショー（前）
小林知加パーブショー
山下ヤスミンショー（後）
パピマシェ ＆ 梅谷心愛
朝日新聞出版

※裏面の入場整理券を切り取りご持参ください

５月1日

親不孝通りに放たれる実はとんでもないスケールの
︻名称復活記念︼チャリティコンサート
年記念
110

主催：天神三丁目親不孝通り
昭和音楽祭実行委員会
問合せ：tenjin369.genki@gmail.com

月八日︑薩摩国に入った︒

︿小林 知加﹀日ごろ張り詰めていた心の
弦も︑緩やかに共鳴 ︒
…

まさに奇跡の再集結！
親不孝通り中年御三家
ところがそんな豊かな音楽性に ︑割って
入る謎のオジサンたち ︒
…
何をかくそう彼らこそ︑
︻親不孝通り純
情伝説︵ 同日発売︶︼に登場する︻親不
孝通り中年御三家︼です︒
この奇跡の再集結 …
果たしていかなる
展開とあいなりますか ︒
…

が︑西郷のみ蘇生した︒福岡藩の捕吏は
平野を見逃し︑従僕の重助のみ捕らえた︒
薩 摩 藩で は西 郷 は月 照 と と もに 溺死

革新的な薩摩藩主島津斉彬が五十二歳で

は 肥 後 方 面 に 逃 げ る よ う 説 く 者 もい た

すこと︵島預け︶に決めた︒同志の中に
が︑西郷は自分は敗者であると藩の方針
に従うことにした︒
西 郷 は 月 照 を 旧 知 の 日 高 存 竜 院 とい

と名を変えた西郷は鹿児島を発ち︑山川

超オモシロイ！
一坂太郎の新刊情報

は︑政治運動に奔走する﹁志士﹂たちの

すでに幕 府の捕 吏は︑肥 後国の水 俣 も の か と 目 か ら ウ ロ コ ︒ こ れ か ら の 日 本 の
まで迫っていた︒福岡藩も捕吏を放ち︑ 行 方 ま で が 見 え て し ま う 必 読 の 一 冊 で す ︒

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

理解者として知られていた︒そのため後

え出てしまう︒

の高橋屋や春吉の楠屋に十日あまり滞在

月照を捕らえようとする︒

じゅうぼく

する︒さらに京都から捕吏が迫ったとの

年︑福岡藩の勤王党弾圧に連座して投獄

するという暗黙のルールがあったのだ︒

と呼ばれ︑延岡藩との境で︑これを殺害

た︒しかし東の関門の場合は﹁長送り﹂

た客は︑穏やかに藩外に出ることが出来

薩 摩 藩で は西の関 門 より 送 り 出 さ れ

勘違いする︒

ところが西郷はこれを﹁長送り﹂だと

岳にいったん潜伏させようとした︒

を藩の東方の関門である︑日向国の法華

島津斉興︵斉彬の実父︶に上申し︑月照

藩 の 重 臣 新 納 駿 河 は 前 々 藩 主で あ る

にいろするが

情報を得たたため︑従僕の重助を伴って

六十四歳で没している︒

民政に寄与し︑明治十三年︵一八九〇︶
︑
松屋では︑月照を味噌部屋にかくまっ
た︒その厚情に感謝した月照は︑
言の葉の花をあるじに旅すねる
この松かげは千代もわすれじ
の歌書を贈った︒これが︑いまも松屋

六日夜︑錦江湾に小舟を浮かべ︑磯の沖

西 郷 と月 照 は 覚 悟 を 決 め︑十一月 十
で入水自殺をはかった︒月照は溺死した

ラップブック な
…んと︑歴
史をその目で見た人々の実
際の証言がそこにあった！

一坂太郎が古書店で偶然見
つけた︑古びた一冊のスク

されたこともあった︒維新後は太宰府の

幕末の松屋の当主孫兵衛︵栗原順平︶

こ う し て 十 二 月 下 旬︑
﹁菊 池 源 吾﹂

いまも松屋は︑太 宰 府天 満 宮 参 道の

う修験者に預けて︑なんとか薩摩の中で

しゅげんしゃ

入口近くで梅ケ枝もちを出す茶店として

港から奄美大島へと向かう︒苦難の時代

院の住職月照は︑ひそかに京都を脱し︑

匿えるよう周旋する︒だが︑巻き添えを

薩摩藩士の西郷吉之助︵隆盛︶
・有村俊

営業しており︑当時のものという建物な

覆っていたのだ︒

急逝しており︑藩全体を保守的な空気が

なりあきら

て安堵出来る地では無かった︒前年五月︑ したことにして︑三十日︑奄美大島に流

ところ が 鹿 児 島 も ま た︑月 照 にとっ

出演者たちの若さに一瞬﹁ お子さま向
けライブ？ ﹂と思われそうですが ︑違
いますよ︒
本 物 の 歌 に 年 齢 の 壁 は あ り ません︒

︿梅谷心愛﹀特に美空ひばりのカバーに
おいては歌謡界広しと言えど無敵です！
︿パピ マシェ﹀ワクワクさせて元気いっ
ぱいもらえますよ！

︿ヤスミン山下 ﹀世界が注目するヤスミ
ンちゃんをブラジルから呼び寄せての
日本初ライブです︒

ヤスミン山下
注目の日本初ライブ！

白木正四郎

翌十八日︑月照は上座郡 大 庭 村に向

創元社
定価 :1,500 円＋税

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、
至誠館大学特任教授など。
最近の著作に
『剛毅、
豪快、
西郷ド〜ン！『
』明
治維新とは何だったのか』
『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 たろう）
定価 :860 円＋税

ブラジル移民

親不孝通り昭和 音楽祭
ステージから吹きまくる感動は︑親不孝通りの元気復活を予感させる新しい風︒

入場料：無料

することになり︑苦難の旅のすえに十一

福岡市中央区舞鶴 2-5-1

かう︒ここから福岡浪士の平野国臣が供

立された︒

に伝わっており︑近年は中庭に歌碑も建

月照歌碑
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ぜひお誘い合わせてお越しください︵全二百六十席︒立ち観となる場合はご了承ください︶
︒

開催日：2018 年 5 月 1 日（火）
開場：17:30
開演：18:00
会場：あいれふホール 10 階

︻親不孝通り純情伝説︼
チャリティ販売会も
予定してまーす﹂

【親不孝通り純情伝説】発刊記念トークライブで盛り上がったり…

の始まりであった︒

屋に潜伏した︒

？!

食うのを恐れた存竜院は︑これを藩に訴

どが残る︒

を目指す︒
下関に到 着 後︑西 郷は月照を匿う 準
備のため︑ひと足先に鹿児島に向かった
︵鹿児島到着は十月十五日︶
︒

登場かも

月照を護る西郷の勘違い

斎らに護られながら大坂から海路︑九州

げっしょう

を進 める 幕 府 から 睨 まれた 清 水 寺 成 就

安政五年︵一八五八︶
︑
﹁安政の大獄﹂

一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ︼⑱

司会は
元アイドル
久米知里

一方︑月照は戸畑から上陸して︑博多

親不孝通り昭和音楽祭

アルパに癒されたり…

アイドルに元気もらったり…

梅谷 心愛（こころ）
氷川きよしなど多くの歌手を発掘した古
賀政男記念大川音楽祭 ( 一般歌謡部門 )
最優秀賞に輝いた心愛さんは 、博多
区在住の小学生（10 歳）です。

ヤスミン 山下 (yasmin yamashita)
幼い頃より天才の名を欲しいままにするブラ
ジルの歌姫（14 歳）。初の来日ライブであ
ることから、ネットで彼女の歌に感動した
ファンたちも日本全国から押し寄せます。

ブラジル福岡県人会チャリティコンサート

冬野正博氏（物語当時の写真）
白木正四郎氏（元探検九州キャスター）
著者：てつおじさん（当日はリアルてつおじさん来場。昭和のラブソング熱唱を切望中）
「親不孝通り純情伝説」の物語に登場するてつさん（溝上徹思氏 著者）
、チョビ（冬野正博氏 マリ
アストリートで親不孝通りの名を全国に馳せた冬野観光社長）
、ナツ男 ( 白木正四郎氏 親不孝通り
の怪人）の三名はともに親不孝通りの歴史に欠かせない人物。まさに奇跡の再集結トークライブ！

入場無料

西郷隆盛と福岡

感涙必至！ブラジルと日本の天才少女歌手が歌う昭和の歌
十月十七日未明︑博多を出て太宰府の松

現在の松屋
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パピ
マシェ
小林 知加
福岡で活躍する
アイドルユニット。 10 歳よりアルパ（インディアンハープ）を習
名前の由来は「マルシェ
（ 仏語で市場）
で華 い始めて、今やハープ界の若きクイーン。
麗に踊り歌う可憐なパピヨン（蝶）
」
。
ハーブを奏でる姿は、さながら天女。

(3)

【一部】
アイドルショー…パピマシェ
博多の天才歌姫 梅谷心愛ショー
【二部】
親不孝通り純情伝説
出版記念トークライブ＆歌
【三部】
山下ヤスミンショー（前）
小林知加パーブショー
山下ヤスミンショー（後）
パピマシェ ＆ 梅谷心愛
朝日新聞出版

※裏面の入場整理券を切り取りご持参ください

５月1日

円 レンタル料
送料・返送料

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

自宅で試着できる 部分ウイッグ

分け目
専用

クラス

OFF

１本 20g（約１ヶ月分）

満足度 86%

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

7タイプ3カラーを

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

11

Ｋ2Ｂ

Ｋ5

Ｋ12

自然な黒色 自然な茶色 明るい栗色

!!

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

▼

申込番号 FP01

お申込 TEL 050-8890-2532 自遊堂

73% バイタルウエーブ
OFF

※送料 417 円

9:00〜20:00

髪

スカルプ
ローション

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

内側からピ〜ン！
シワ専用
美容クリームです

60ml
(約１ヶ月分）
※男女兼用
永野医院院長

永野剛造氏

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

【お申し込み時の注意点】

※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 6 月 20 日

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

年中無休

髪

お洒落で自然で付け心地も抜群な
部分ウイッグを
21 種から２種選んで自宅でじっくり試着体験！

Ａ

Ｓ

クラス

平日10:00〜18:00

75% リペアップ琥珀プラス 肌

年齢

お申込 TEL050-8888-7866 インフィニ

※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

年齢

0

※定期コース 2 ヶ月目以降 4,980 円 ※送料無料

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︒

▼

➡定期購入 ( 初回 ) 特価 1,995円
（税別）
通常価格 3,990 円
（税別）

正価 7,960 円（税込）➡特価 1,980 円（税込 / 初回限定）

9:00〜20:00

気になるパーツ別

1 袋 120 粒 1 日４粒目安 30 日分

お申込 TEL 050--8890-1923 スペシャルアプローチ

お申し込みはお電話で！
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▼

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

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︒

立って座って階段屈伸も
ラクラク〜
「あれっ！」
とビックリ節々のクリーム！

80g

40g(約１ヶ月）

年齢

OFF

手

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

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︒

▼

50% エミュープラスハイ 節

﹁最近名前がすぐに出て来ない﹂
﹁肩コリ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〝亞麻仁油〟
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！

記憶力に自信がなくなった！
更年期障害が大変！
そんな貴方に美と健康のオーガニックサプリを

平日9:00〜18:00

年齢

OFF

▼
OFF

キメテ 薬用ホワイトニング
ナイトハンドクリーム

通常価格 5,700 円（税別）➡初回特価

お申込 TEL 050-8890-1922 オレンジマーブル (土日祝祭日休）

年齢

脳

FLAGAN

※一般コース【定価】6,600円 ※送料・手数料無料

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︒

▼
75%

平日10:00〜18:00

顆粒タイプ
1.2g×30包入り

定期コース6,600円（税別）➡5,940円（税別）

正価3,400円（税別）➡1,980円（税別/初回限定/送料無料）
お申込 TEL050-8888-7865 リフィル

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！

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︒

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！

1 袋 31 粒 1 日 1 粒目安 31 日分

▼
OFF

ポリフェノールは
ビルベリーの49倍！
スマホ老眼流行の昨今、注目のサプリはコレ！

76%

アンチ
エイジング通販

目

10% mega３メガサンＡ150 腸

年齢

実より葉

年齢

OFF

ブルーベリーは

年齢

▼

41%

10

円 レンタル料
送料・返送料

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

自宅で試着できる 部分ウイッグ

分け目
専用

クラス

OFF

１本 20g（約１ヶ月分）

満足度 86%

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

7タイプ3カラーを

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
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Ｋ2Ｂ

Ｋ5

Ｋ12

自然な黒色 自然な茶色 明るい栗色

!!

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

▼

申込番号 FP01

お申込 TEL 050-8890-2532 自遊堂

73% バイタルウエーブ
OFF

※送料 417 円

9:00〜20:00

髪

スカルプ
ローション

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

内側からピ〜ン！
シワ専用
美容クリームです

60ml
(約１ヶ月分）
※男女兼用
永野医院院長

永野剛造氏

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

【お申し込み時の注意点】

※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 6 月 20 日

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
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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

年中無休

髪

お洒落で自然で付け心地も抜群な
部分ウイッグを
21 種から２種選んで自宅でじっくり試着体験！

Ａ

Ｓ
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平日10:00〜18:00

75% リペアップ琥珀プラス 肌

年齢

お申込 TEL050-8888-7866 インフィニ

※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

年齢

0

※定期コース 2 ヶ月目以降 4,980 円 ※送料無料

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︒

▼

➡定期購入 ( 初回 ) 特価 1,995円
（税別）
通常価格 3,990 円
（税別）

正価 7,960 円（税込）➡特価 1,980 円（税込 / 初回限定）

9:00〜20:00

気になるパーツ別

1 袋 120 粒 1 日４粒目安 30 日分

お申込 TEL 050--8890-1923 スペシャルアプローチ

お申し込みはお電話で！
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▼

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

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︒

立って座って階段屈伸も
ラクラク〜
「あれっ！」
とビックリ節々のクリーム！

80g

40g(約１ヶ月）

年齢

OFF

手

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

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︒

▼

50% エミュープラスハイ 節

﹁最近名前がすぐに出て来ない﹂
﹁肩コリ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〝亞麻仁油〟
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！

記憶力に自信がなくなった！
更年期障害が大変！
そんな貴方に美と健康のオーガニックサプリを

平日9:00〜18:00

年齢

OFF

▼
OFF

キメテ 薬用ホワイトニング
ナイトハンドクリーム

通常価格 5,700 円（税別）➡初回特価

お申込 TEL 050-8890-1922 オレンジマーブル (土日祝祭日休）

年齢

脳

FLAGAN

※一般コース【定価】6,600円 ※送料・手数料無料

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︒

▼
75%

平日10:00〜18:00

顆粒タイプ
1.2g×30包入り

定期コース6,600円（税別）➡5,940円（税別）

正価3,400円（税別）➡1,980円（税別/初回限定/送料無料）
お申込 TEL050-8888-7865 リフィル

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！

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︒

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！

1 袋 31 粒 1 日 1 粒目安 31 日分

▼
OFF

ポリフェノールは
ビルベリーの49倍！
スマホ老眼流行の昨今、注目のサプリはコレ！

76%

アンチ
エイジング通販

目

10% mega３メガサンＡ150 腸

年齢

実より葉

年齢

OFF

ブルーベリーは

年齢

▼

41%

10

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 6 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
12

Ｑ

全身を司る大事なツボが集まったエリ

トアップした﹂
﹁痩せた﹂
﹁便がドッサリ出

モンバランスがシャキッと整うようで

結果として︑乱れていた自律神経やホル

戻すのでしょう
︵岩村︶

すね︒
そして本来持つ健康な機能を取り

た﹂﹁鬱な気分がなくなった﹂﹁冷え性なのに

私の施術は肩から上︵顔・首・肩甲骨︶
︒

サロン︒
驚かれるのは当然です︒

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

アズ漢方美容サロンではお肌 のトラブル改善が
不眠・肥満・冷え など 様々なトラブル改善に
繋がってしまうのはなぜ？
皆様よくびっくりされます︒
﹁グッスリ眠れ

アです︒
そこにダイレクトに働きかけた

Ａ

こんな悩みはありませんか？

断捨離を決意しても︑いざ実行となると︑

家計の断捨離のポイント

西通り

で行うには専門知識がないと大変で

す︒ファイナンシャルプランナーの

な意見を聞いてみるのが良いでしょ

資格を持つ専門家に相談して客観的

家計の支出の占有率で考えてみます︒

う︒

どこから手を付けたら良いかわからなくて断念した方もいるでしょう︒ 物の断捨離と似ています︒
そこで物の断捨離と家計の断捨離のコツを考えてみましょう︒

住居費︵住宅ローンや家賃︶
・食費・生

目安に見直しを検討してみましょう︒

食費は別にして︑ここでも３年以上を

いようです︒

て必要なものに思えてなかなか進み

くさい﹂作業です︒特に仕分けは全

物の断捨離も家計の断捨離も﹁面倒

面倒くさいことに
神は宿る

命保険や損害保険の保険料・スマホや

ていない物を不要品の目安とするのも良

住居費は住宅ローンの借換や繰上返済

家庭が多いようです︒

ましょう︒衣服・本・食器の順になるご

第三者の客観的な意見を聞いてみるのも

外と遺品整理士が頼りになるかも︶など

決断できないこと︒お友達や専門家︵意

ここで問題になるのは︑仕分けを自分で

点検する方が効果的なのですが︑個人

︒
乗換を …
食費等も含めて家計の収支を総合的に

通信費はプラン変更や格安スマホへの

もしれませんよ︒

専門家を活用して断捨離を楽に進め

購入を︒保険はまず契約内容の確認を︒ 倒くさいもの﹂です︒

ネットの通信費の順になるご家庭が多

いでしょう︒

ません︒でも﹁大事なことは大抵面

断捨離のコツ
物の断捨離のポイント

を︑賃貸なら思い切って転居や住宅の

順番が決まったら︑次は必要な物と不要

ありですよね︒

ると︑今までと違う未来が訪れるか
な物の仕分けです︒例えば３年以上使っ

家の中で占有率が高い物から取り掛かり

● 岩田屋本店新館

検索

→ 9,000円( 現金のみ）

！？
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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︒

アズ漢方美容サロン
● DADAビル

■

検索

明治通り

天神吉富ビル5F

西鉄●
GH

るようになった﹂﹁睫毛が濃くなった﹂﹁バス

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

幸 せ のエッセンス

セルフチェックリスト

ファイナンシャルプランナー

……………………………………………………………………………………

アドバイス

アズ 漢 方 美 容 サロン

通常14,350円

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

● 漢方美顔体験（90分）

福岡市中央区天神２-7-12
天神吉冨ビル５F

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
□大ジワジ・小ジワ
□頬のタルミ
□まぶたの下がり
□法冷線
□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

ガリヤ特典 (初回限定)

092-752-1239

【体質】
【お肌】

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

︻猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

長澤 由起子

さて︑
これは
︻感心したり︼
の一例です

三匹の仔猫たち

仔猫の成長って︑
早いですね︒

﹁かわい〜﹂

グルに巻きつかれた仔猫ちゃん︒
持ち手︵ 手さげ部分︶
のヒモ輪にまで頭
を突っ込んだ結果です︒
そして
︻共感したり︼
の一例です︒
椅子・テーブル・棚・箪笥・カーテンの共通
点と言えば〝高い〟ですね︒
そんな〝高い〟に囲まれて暮らす仔猫た
ちは︑さながらアルプス登頂に命を賭け
る登山家です︒
⁝そこで︑
帰宅するや

なんと︑ゴミにまで命を吹き込みます！
と︑
せがみます︒

﹁ドアを開けて〜﹂

と目を細めるだけだった私が︑最近では
たとえばテーブルから︑
レシートを落とし
ちなみに最初の山は︑私でした︵涙︶

爪をピッケルにして︑
そりゃもう一生懸命

﹁暴れなさんな！﹂
するとたちどころにその小さな紙切れが︑

たとします︑
パラリ⁝

になって︑ひと山ひと山︑制覇します︒

﹁走りなさんな！﹂
﹁疲れてチカラが出ないよ〜﹂

﹁早く寝なさ〜い！﹂
加えてヨロヨロッとヨロけたりも︒
そこでサプリは心を決めます︒

と︑
甘えます︒

﹁イタ〜ッ⁝謝謝⁝ガンバッテ⁝﹂

懸命よじ登って来るものですから︑

キック＆ラン︑
キック＆ラン⁝
﹁イタタ〜ッ⁝ダンケ⁝ガンバッテ⁝﹂

サッカーボールに大変身！

爪が刺さって痛かったです︒それでも一生

なんて︑
怒鳴ったりしてるんですから︒
なんと︑レシートだった紙切れが︑仔猫た
ドアのレバーハンドルを睨みながら︑床

もちろん︑笑ったり感心したり共感した
ちのプレイに加わって︑もの凄い勢いでと

りビックリしたり︑時には尊敬したりも
を蹴ってジャンプします︒

れると ︑
ボールのほうもく
ミの量が２倍ほどに増えて︑ゴミの日の

さて︑そんな仔猫たちが居ることで ︑ゴ
﹁⁝ニャ⁝﹂

二回目のジャンプ⁝開きません︒

一回目のジャンプ⁝開きません︒

たびれて︑もとの紙切れに
つらそうに私の顔をうかがいますが︑

戻ります︒
次は
︻笑ったり︼
の一例です︒ ﹁ヨッコラショォ〜︑
サプリ行くよ！﹂

穴ですが︑穴と見るや仔猫

ング 袋の共 通 点 と 言えば

段ボール箱・紙袋・ショッピ

﹁ニャ﹂

﹁あんたは身軽でいいよね〜﹂

有り難いのです︒
ところが︑

夜道ですから︑
ついて来てくれるだけでも

同伴は︑
ママ猫サプリの仕事です︒

﹁ミャ〜ミャ〜ミャ〜﹂

いて︑

このあたりでようやく︑ギ〜とドアが開

三回目⁝四回目⁝五回目⁝六回目⁝

るサプリです︒

騙されているとも知らず︑
ジャンプを続け

すがるように励ましてまた︑
ヨロけます︒

たちは︑しつこいくらいダ
﹁私だけ重いのはどうして？﹂

仔猫たちが駆け寄ります︒

そのうち

イブを繰り返します︒
﹁ニャ﹂

母猫も仔猫も︑
も〜︑
⁝超かわいすぎ！

﹁ニャ〜ニャ〜ニャ〜﹂
﹁ニャ﹂

﹁不公平じゃない？﹂

﹁どうしたの？﹂

犬 も 同 様 で 実 は 今︑犬 も 教 室に通い︑

になるのではないでしょうか︒

そしてそれが︑体を使う教室に通うこと

と関係しているかもしれません︒

ると︑今の若者や子供たちが
︿疲れる﹀
の

犬と子供が好きな私は︑行く先々の公園
でよく一緒に遊びます︒
そんな時に気にな
供たちが口にすることです︒

ルームランナーやバランスボールの上に

るのが︑
﹁疲れる﹂
もしくは
﹁疲れた﹂
と︑子
︿子供は疲れ知らず﹀
︒
そんな子供時代を

乗ったりヨガをしたりして︿体を使う﹀こ

犬の悩み相談で来る飼主に︑

青空の下で

とを習うのです︒

過ごした私には頭をひねることなのです︒
また 〜 代の若者と登山をしたときの
登山といっても標高約

﹁犬と外に出て友達を沢山つくって︑いろ

の低山で︑
丘と
が︑登り始めて間もないうちに若者の幾

いっても差し支えないほどだったのです

いろなところに出かけてもっと遊んで楽

ことです︒

30

⁝見るとビニール袋にグル

走れない犬

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！

しんでください﹂
﹁早い︑
歩くの早い﹂

飼主は不安がりますが︑ほとんどの悩み

とお願いします︒

人かはアラフィフの私について来れずに

姿に驚愕しました︒

と言い始め︑木階段をヒョイヒョイと上る

蕁麻疹に悩みました︒
しかし今は仕事も

実は私もフル回転していた頃は不眠症と

はそれだけで良い結果が出るのです︒

脚はバラバラに動き︑身体のバランスも

﹁無理︑
キツイ﹂

私と犬を見ると

どん引き離されていったからです︒

と︑
どんどん脱落していったのです︒
本社会の飼育システムでは︑犬が全速力

友人の話に︑公園の子供や登山の若者を

るのを習う教室が︑
人気らしいよ﹂

︿アリとキリギリス﹀の逸話に怯えるよう

付き合いも減らし︑犬と青空の下で体を
機会は︑
なかなかありません︒

思い浮かべて納得しました︒

死の努力をします︒

で
︿走り・止まり・曲がり・除け・飛び越え・

レトリーバーのような大型犬はなおさら

今の子供たちは︑習い事の多さや遊ぶ友

ただ︑それが本当に
︿笑顔や健康な身体﹀

使ってノビノビ楽しむうちに︑すっかり健

で︑マンション暮らしの彼はそれまで走っ

達・場所・時間・身体遊びの減少︒
そし

という︿普通の幸せ﹀を得ることになって

は︑
心底悲しくなりました︒

スが悪いので無駄な労力を使い︑疲れや

体の使い方が下手な犬は︑身体のバラン

いのでしょう︒

感や満足感を得て︑本末転倒になってい

努力することや勤勉であることに︑安心

に︑私たちは
︿普通の幸せ﹀
を得るのに必

サッカーをしていた子供たちの一人が休

﹁疲れた︑
休憩﹂

特別なことをするより︑青空の下でノビ

ないでしょうか︒

犬と一緒にサッカーに参加していた私は

と幾人も地面に座り込みました︒

彼らも同じではないでしょうか︒
もしかす

夫になります︒

逆に体の使い方の上手い犬は︑身体も丈

りやすいので︑
免疫力も低いです︒

の暮らし﹀
は︑
貴重だと思います︒

忙しない時代だからこそ︑
︿笑顔の普通

ゆるめる︒

ノビのんびり︒
勇気をもって頑張るのを

﹁僕も︑
僕も﹂

憩を申し出ると︑

すいです︒
ケガもしやすく体力も無く弱

疲れる子供

やかになったのです︒

なかったのです︒

て若者は︑室内の仕事とスマホで︑犬だけ

いるのか︑
少々疑問です︒

たことが無くて︑身体が思うように動か
︿走れない犬﹀
︑そんな犬を初めて見た私

ではなく彼らも︑
︿体を使う機会﹀は少な

踏ん張り・跳ね・駆け上がり駆け下る﹀ ﹁大人はジム︑子供は走ったり投げたりす

運動教室

︿繋ぐ・囲う・閉じ込める﹀という現代日

悪くギクシャク走るので︑中型犬にもどん

広場を走る生後４か月のレトリーバーの

と︑
とても残念に思いました︒

と︑
助けを呼ぶ声がして︑

﹁にゃ〜！﹂

﹁ガンバッテ！﹂

夜は︑
重労働の夜となりました︒

応援したものです︒

一生懸命な姿に打たれて︑ママ猫サプリと

左からメルシー（♀）・謝謝 (♂）
ダンケ (♂）・シロー (♂）

﹁イタタタ〜ッ⁝メルシー⁝ガンバッテ⁝﹂

んだりはねたりころがったり！

◀ロングリードをつければ
どこでも遊べる♫

そのうち仔猫たちがくたび

しています︒

▲ノビノビ本気で遊ぶ！

20

犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

No.18

ー犬は地球を救うー ③

枝のひっぱりっこ

14

(通巻No.308）

No.18
proﬁle

私の人生感に多大な影響を与えた猫。

Photo Garally
◀遊んだらノンビリ休憩♪

150
ｍ

仔猫たちが私に「登頂」し始めた初期の頃です。ツメが
肌に食い込まないよう、厚地パンツの二枚重ねで対抗。
上からサプリ（ママ）が応援しています。
﹁え〜︑
もう ﹂

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

︻猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

長澤 由起子

さて︑
これは
︻感心したり︼
の一例です

三匹の仔猫たち

仔猫の成長って︑
早いですね︒

﹁かわい〜﹂

グルに巻きつかれた仔猫ちゃん︒
持ち手︵ 手さげ部分︶
のヒモ輪にまで頭
を突っ込んだ結果です︒
そして
︻共感したり︼
の一例です︒
椅子・テーブル・棚・箪笥・カーテンの共通
点と言えば〝高い〟ですね︒
そんな〝高い〟に囲まれて暮らす仔猫た
ちは︑さながらアルプス登頂に命を賭け
る登山家です︒
⁝そこで︑
帰宅するや

なんと︑ゴミにまで命を吹き込みます！
と︑
せがみます︒

﹁ドアを開けて〜﹂

と目を細めるだけだった私が︑最近では
たとえばテーブルから︑
レシートを落とし
ちなみに最初の山は︑私でした︵涙︶

爪をピッケルにして︑
そりゃもう一生懸命

﹁暴れなさんな！﹂
するとたちどころにその小さな紙切れが︑

たとします︑
パラリ⁝

になって︑ひと山ひと山︑制覇します︒

﹁走りなさんな！﹂
﹁疲れてチカラが出ないよ〜﹂

﹁早く寝なさ〜い！﹂
加えてヨロヨロッとヨロけたりも︒
そこでサプリは心を決めます︒

と︑
甘えます︒

﹁イタ〜ッ⁝謝謝⁝ガンバッテ⁝﹂

懸命よじ登って来るものですから︑

キック＆ラン︑
キック＆ラン⁝
﹁イタタ〜ッ⁝ダンケ⁝ガンバッテ⁝﹂

サッカーボールに大変身！

爪が刺さって痛かったです︒それでも一生

なんて︑
怒鳴ったりしてるんですから︒
なんと︑レシートだった紙切れが︑仔猫た
ドアのレバーハンドルを睨みながら︑床

もちろん︑笑ったり感心したり共感した
ちのプレイに加わって︑もの凄い勢いでと

りビックリしたり︑時には尊敬したりも
を蹴ってジャンプします︒

れると ︑
ボールのほうもく
ミの量が２倍ほどに増えて︑ゴミの日の

さて︑そんな仔猫たちが居ることで ︑ゴ
﹁⁝ニャ⁝﹂

二回目のジャンプ⁝開きません︒

一回目のジャンプ⁝開きません︒

たびれて︑もとの紙切れに
つらそうに私の顔をうかがいますが︑

戻ります︒
次は
︻笑ったり︼
の一例です︒ ﹁ヨッコラショォ〜︑
サプリ行くよ！﹂

穴ですが︑穴と見るや仔猫

ング 袋の共 通 点 と 言えば

段ボール箱・紙袋・ショッピ

﹁ニャ﹂

﹁あんたは身軽でいいよね〜﹂

有り難いのです︒
ところが︑

夜道ですから︑
ついて来てくれるだけでも

同伴は︑
ママ猫サプリの仕事です︒

﹁ミャ〜ミャ〜ミャ〜﹂

いて︑

このあたりでようやく︑ギ〜とドアが開

三回目⁝四回目⁝五回目⁝六回目⁝

るサプリです︒

騙されているとも知らず︑
ジャンプを続け

すがるように励ましてまた︑
ヨロけます︒

たちは︑しつこいくらいダ
﹁私だけ重いのはどうして？﹂

仔猫たちが駆け寄ります︒

そのうち

イブを繰り返します︒
﹁ニャ﹂

母猫も仔猫も︑
も〜︑
⁝超かわいすぎ！

﹁ニャ〜ニャ〜ニャ〜﹂
﹁ニャ﹂

﹁不公平じゃない？﹂

﹁どうしたの？﹂

犬 も 同 様 で 実 は 今︑犬 も 教 室に通い︑

になるのではないでしょうか︒

そしてそれが︑体を使う教室に通うこと

と関係しているかもしれません︒

ると︑今の若者や子供たちが
︿疲れる﹀
の

犬と子供が好きな私は︑行く先々の公園
でよく一緒に遊びます︒
そんな時に気にな
供たちが口にすることです︒

ルームランナーやバランスボールの上に

るのが︑
﹁疲れる﹂
もしくは
﹁疲れた﹂
と︑子
︿子供は疲れ知らず﹀
︒
そんな子供時代を

乗ったりヨガをしたりして︿体を使う﹀こ

犬の悩み相談で来る飼主に︑

青空の下で

とを習うのです︒

過ごした私には頭をひねることなのです︒
また 〜 代の若者と登山をしたときの
登山といっても標高約

﹁犬と外に出て友達を沢山つくって︑いろ

の低山で︑
丘と
が︑登り始めて間もないうちに若者の幾

いっても差し支えないほどだったのです

いろなところに出かけてもっと遊んで楽

ことです︒
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⁝見るとビニール袋にグル

走れない犬

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！

しんでください﹂
﹁早い︑
歩くの早い﹂

飼主は不安がりますが︑ほとんどの悩み

とお願いします︒

人かはアラフィフの私について来れずに

姿に驚愕しました︒

と言い始め︑木階段をヒョイヒョイと上る

蕁麻疹に悩みました︒
しかし今は仕事も

実は私もフル回転していた頃は不眠症と

はそれだけで良い結果が出るのです︒

脚はバラバラに動き︑身体のバランスも

﹁無理︑
キツイ﹂

私と犬を見ると

どん引き離されていったからです︒

と︑
どんどん脱落していったのです︒
本社会の飼育システムでは︑犬が全速力

友人の話に︑公園の子供や登山の若者を

るのを習う教室が︑
人気らしいよ﹂

︿アリとキリギリス﹀の逸話に怯えるよう

付き合いも減らし︑犬と青空の下で体を
機会は︑
なかなかありません︒

思い浮かべて納得しました︒

死の努力をします︒

で
︿走り・止まり・曲がり・除け・飛び越え・

レトリーバーのような大型犬はなおさら

今の子供たちは︑習い事の多さや遊ぶ友

ただ︑それが本当に
︿笑顔や健康な身体﹀

使ってノビノビ楽しむうちに︑すっかり健

で︑マンション暮らしの彼はそれまで走っ

達・場所・時間・身体遊びの減少︒
そし

という︿普通の幸せ﹀を得ることになって

は︑
心底悲しくなりました︒

スが悪いので無駄な労力を使い︑疲れや

体の使い方が下手な犬は︑身体のバラン

いのでしょう︒

感や満足感を得て︑本末転倒になってい

努力することや勤勉であることに︑安心

に︑私たちは
︿普通の幸せ﹀
を得るのに必

サッカーをしていた子供たちの一人が休

﹁疲れた︑
休憩﹂

特別なことをするより︑青空の下でノビ

ないでしょうか︒

犬と一緒にサッカーに参加していた私は

と幾人も地面に座り込みました︒

彼らも同じではないでしょうか︒
もしかす

夫になります︒

逆に体の使い方の上手い犬は︑身体も丈

りやすいので︑
免疫力も低いです︒

の暮らし﹀
は︑
貴重だと思います︒

忙しない時代だからこそ︑
︿笑顔の普通

ゆるめる︒

ノビのんびり︒
勇気をもって頑張るのを

﹁僕も︑
僕も﹂

憩を申し出ると︑

すいです︒
ケガもしやすく体力も無く弱

疲れる子供

やかになったのです︒

なかったのです︒

て若者は︑室内の仕事とスマホで︑犬だけ

いるのか︑
少々疑問です︒

たことが無くて︑身体が思うように動か
︿走れない犬﹀
︑そんな犬を初めて見た私

ではなく彼らも︑
︿体を使う機会﹀は少な

踏ん張り・跳ね・駆け上がり駆け下る﹀ ﹁大人はジム︑子供は走ったり投げたりす

運動教室

︿繋ぐ・囲う・閉じ込める﹀という現代日

悪くギクシャク走るので︑中型犬にもどん

広場を走る生後４か月のレトリーバーの

と︑
とても残念に思いました︒

と︑
助けを呼ぶ声がして︑

﹁にゃ〜！﹂

﹁ガンバッテ！﹂

夜は︑
重労働の夜となりました︒

応援したものです︒

一生懸命な姿に打たれて︑ママ猫サプリと

左からメルシー（♀）・謝謝 (♂）
ダンケ (♂）・シロー (♂）

﹁イタタタ〜ッ⁝メルシー⁝ガンバッテ⁝﹂

んだりはねたりころがったり！

◀ロングリードをつければ
どこでも遊べる♫

そのうち仔猫たちがくたび

しています︒

▲ノビノビ本気で遊ぶ！

20

犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

No.18

ー犬は地球を救うー ③

枝のひっぱりっこ

14

(通巻No.308）

No.18
proﬁle

私の人生感に多大な影響を与えた猫。

Photo Garally
◀遊んだらノンビリ休憩♪

150
ｍ

仔猫たちが私に「登頂」し始めた初期の頃です。ツメが
肌に食い込まないよう、厚地パンツの二枚重ねで対抗。
上からサプリ（ママ）が応援しています。
﹁え〜︑
もう ﹂

！？

15

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
②心が洗われたり癒されたりする︒

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

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︒

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

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

⑤Ａ会員
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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︒

歳♀♂）

/

んが︑他の犬たちとのおやつの争

動愛園

博多斎場
一見してサロン風のため︑
そう思われても仕方ないほど

﹁ここが霊園？﹂

※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︒

込められています︒

て小さな命への感 謝の思いが

るほどの癒し︑ねぎらい︑そし

でもこの斬新さの内には︑溢れ

斬新な霊園です︒

がらのお別れです⁝

と言われる声が聞かれます︒

ブで心癒される﹂

﹁糸島の︑美しい海沿いのドライ

お車でお参りの方からはよく︑

葬儀会場も完備︒

火葬︑納骨︑墓地はもちろん︑ご

と︑
きっと思って頂けます︒

て本当によかった！﹂

﹁このこが喜んでいる︒
連れてき

緑や光に︑たっぷりと包まれな

このこが喜んでいる … 斬新さと優しさと⁝

糸島斎場

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⁝﹂
との祈りに満ちています︒

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

ちゃびは後ろ足のマヒはとれませ

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

やっとお日様がみられるように
奪戦とかでオチオチできないのが︑

かえって刺激があっていいようで

ラブラブな彼女もいて幸せそうで

動物霊園 は動愛園をおすすめいたします。

なりましたが︑この冬の寒さは
異常で︑毎日冷蔵庫の中にいる

〒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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す︒

-

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。

みたいでした︒

歳♀♂）

-

⑤中型犬

郵送

/

携帯

④Ａ会員

歳♀♂）

-

③〒810-0004 福岡市…

mail

/

-

②55 歳
①田中和子
（例

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

/
一般社団法人全国ペット霊園協会

犬たちの飲み水は凍ってる事か

③ご住所

/
福岡県糸島市志摩吉田1233-1

す︒それがご長寿の秘訣かもです︒

【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

多く︑叩いても叩いても︑割れ
てくれませんでした︒

①お名前

歳♀♂）

電話
連絡

〒

歳
②年齢
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

小梅 (♀) だよ

ちゃびたちのために
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。
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。

ちゃび
で〜す

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

ちゃび（♂）です

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
ご支援をお願いし︑はや十五年目を
迎えます︒今はチャビのような老齢
犬ばかりが十頭ほどとなりました︒
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︶
︒

ご寄付ありがとうございました

（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

どうか、ちゃびたちの命を応援してください！

※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

当シェルターはガリヤ読者の皆様のご支援で運営されています。

/

動愛園糸島斎場

お山のシェルター便り

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

すすむです
ヨシダケンジ様…………2,000 円
レオ様 ……………………1,000 円
アイベリカ様……………2,000 円
マチナガヤチヨ様………3,000 円
スギレイコ様……………5,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
ナカニシトモコ様………2,000 円
イコール様 ……………20,000 円
ヨシキカヨコ様 ……… 4,000 円
レオ様………………… 1,000 円
ナカニシトモコ様 ……2,000 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
オザキルミ様 …………2,000 円
イコール様……………20,000 円
ユメイッパイ様 ………3,000 円
ヨシキカヨコ様 ……… 4,000 円

Ａ Ｑ
ＡＱ

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︑
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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︒
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す︒
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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︑
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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
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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

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︶
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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

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

⑤Ａ会員
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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︒

歳♀♂）

/

んが︑他の犬たちとのおやつの争

動愛園

博多斎場
一見してサロン風のため︑
そう思われても仕方ないほど

﹁ここが霊園？﹂

※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︒

込められています︒

て小さな命への感 謝の思いが

るほどの癒し︑ねぎらい︑そし

でもこの斬新さの内には︑溢れ

斬新な霊園です︒

がらのお別れです⁝

と言われる声が聞かれます︒

ブで心癒される﹂

﹁糸島の︑美しい海沿いのドライ

お車でお参りの方からはよく︑

葬儀会場も完備︒

火葬︑納骨︑墓地はもちろん︑ご

と︑
きっと思って頂けます︒

て本当によかった！﹂

﹁このこが喜んでいる︒
連れてき

緑や光に︑たっぷりと包まれな

このこが喜んでいる … 斬新さと優しさと⁝

糸島斎場

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⁝﹂
との祈りに満ちています︒

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

ちゃびは後ろ足のマヒはとれませ

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

やっとお日様がみられるように
奪戦とかでオチオチできないのが︑

かえって刺激があっていいようで

ラブラブな彼女もいて幸せそうで

動物霊園 は動愛園をおすすめいたします。

なりましたが︑この冬の寒さは
異常で︑毎日冷蔵庫の中にいる

〒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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す︒

-

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。

みたいでした︒

歳♀♂）

-

⑤中型犬

郵送

/

携帯

④Ａ会員

歳♀♂）

-

③〒810-0004 福岡市…

mail

/

-

②55 歳
①田中和子
（例

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

/
一般社団法人全国ペット霊園協会

犬たちの飲み水は凍ってる事か

③ご住所

/
福岡県糸島市志摩吉田1233-1

す︒それがご長寿の秘訣かもです︒

【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

多く︑叩いても叩いても︑割れ
てくれませんでした︒

①お名前

歳♀♂）

電話
連絡

〒

歳
②年齢
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

小梅 (♀) だよ

ちゃびたちのために
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。
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。

ちゃび
で〜す

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

ちゃび（♂）です

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
ご支援をお願いし︑はや十五年目を
迎えます︒今はチャビのような老齢
犬ばかりが十頭ほどとなりました︒
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︶
︒

ご寄付ありがとうございました

（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

どうか、ちゃびたちの命を応援してください！

※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

当シェルターはガリヤ読者の皆様のご支援で運営されています。

/

動愛園糸島斎場

お山のシェルター便り

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

すすむです
ヨシダケンジ様…………2,000 円
レオ様 ……………………1,000 円
アイベリカ様……………2,000 円
マチナガヤチヨ様………3,000 円
スギレイコ様……………5,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
ナカニシトモコ様………2,000 円
イコール様 ……………20,000 円
ヨシキカヨコ様 ……… 4,000 円
レオ様………………… 1,000 円
ナカニシトモコ様 ……2,000 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
オザキルミ様 …………2,000 円
イコール様……………20,000 円
ユメイッパイ様 ………3,000 円
ヨシキカヨコ様 ……… 4,000 円

Ａ Ｑ
ＡＱ

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談

﹁丸田さん︑どうしたらいいで

すか？助けて下さい！﹂

そんな電話が入ることがあります︒

最近あった相談が︿無料求人広告﹀を

﹁無料だから怪しい︑何を買わされるか

その 十 八︵ 通 著 八 十 七 ︶
わからん﹂
といって警戒して来ない人もいるくら
そのくらいの警戒心を常に持ってお

いです︵笑︶
いてほしいものです︒

告詐欺﹀が出てきているようです︒勿

ている経営者が多いためこの︿求人広

しかも︑最近の人手不足で求人に困っ

︿騙し合いの世界﹀なんです︒

ろでぐちゃぐちゃです︒大人の世界は

欺などなど︑相変わらず世の中どろど

タブレット詐欺︑上場予定株式投資詐

その他︑恋人紹介サイト詐欺や投資

論︑求職者からの反響なんて一件もあ
りません︒

人生を通じて常に︿いい意味での猜

取り戻すのは不可能だと思っておいて

詐欺被害にあってしまったら︑お金を

疑心﹀を持って生きていきましょう︒

がどう対処するかと言うと︑

605 会議室

では︑この相談を受けた時に法律家
﹁１円も払わない﹂

お金は取り戻せないことが大半です︒

下さい︒警察や裁判所をもってしても︑

こういうたぐいの詐欺の場合︑大体

と突っぱねます︒

自分の身は自分自身で守りましょう︒

って︒ちょっと意味が違うかな？︵笑︶

に人の世は住みにくい﹂

される︒意地を通せば窮屈だ︒とかく

﹁智に働けば角が立つ︒情に棹させば流

てましたよね︒

あの夏目漱石も﹃草枕﹄の冒頭で言っ

利用者側が対抗できる要素があるもの
です︒時には裁判レベルではどっちに
転ぶだろう︑というときもありますが︑
原則１円も払わないことです︒
多少電話で言い合いになるとは思い
ますが︑
と思ってやってみて下さい︒普通︑向

﹁これも経験﹂
こうも裁判はしてきません︒
いずれにしても︑
︿無料﹀という誘い
文句には絶対乗らないことです︒そし
て︑
ＦＡＸやネットでの取引は︑全件お

金曜日

ＦＡＸやネットで申し込んだところ︑

契約書の後ろの方に︿広告期間満了の
２週間前までに更新しない旨の連絡が
ない場合は︑この契約は自動更新しま
す︒二回目からは有料です︒
﹀という文
章があり︑それに基づいて︑２０万円
の広告料請求書がきたというものです︒
利用者が契約書をしっかり読まない
ことにつけ込んだ悪質商法ですね︒利
用者側は︑怖くなって広告料を払って
しまったり︑減額和解をしてしまった
りすることが多いんだと思います︒
法律家に頼んでも費用がかかるし︑

知り合いの法律家もいないし︑めんど

くさいし払って終わらせようという利

用者側の心理に巧みにつけ込んでいる

金を捨てる覚悟でやりましょう︒

19:00〜21:00

501 号会議室
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108回
6月15日

日本の経営者の大半は
「会社法」
を知りません。
なぜなら、
車を運転するのでさえ免許がいるのに、
会社を経営するの
には免許も何も要らないからです。
政治家と一緒で誰でも
無免許でなれるのです。
そんなことでいいのでしょうか、
と
いうお話をさせていただきます。
（笑）
【歴史タイム】幕末の佐賀藩主、鍋島直正（閑叟）
をご紹介
します。薩長からも幕府からも恐れられた幕末一の先進技
術を持っていました。
そんな直正公の想いを語ってみます。

19:00〜21:00

そん

か

ほう

第

皆さんは、
福岡にもＭＢＡ
（経営学修士）
ホルダーになる
ことができるグロービス経営大学院福岡校があることを
ご存知でしょうか？私もこの大学院に一昨年から通ってい
ます。
あの「松下村塾」
に似ている討論形式のクラスで学
んでいる
「経営学」
を今回少しだけご紹介します。
【歴史タイム】
幕末一の秀才と言っても過言ではない初代
司法卿・佐賀藩の江藤新平をご紹介します。私も大好き
な人物ですので話すのが楽しみです。

第

◆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

ＩＮアクロス福岡

じゅく

法科村塾

市民公開 無料法律セミナー

経営者に必要な法律知識

経営学入門

107回
5月18日

金曜日

比較的少額な請求にしているところ

私が主宰している市民公開無料法律

無料です

わけです︒
がミソですね︒

セミナー﹃法科村塾﹄ですら︑

無料です

ウソだ
よ〜ん

無料です

A Ｑ
「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！

求人広告詐欺に
ご注意を！

詐欺にご注意

髪を元気にするために︑東京堂が取り組むシャンプーを二種ご紹介します︒

たりしてるのに着崩れ無し﹂と評判をうつ︑

﹁神業﹂とまで噂される︿へアセット﹀
︒
﹁ゆっ

技能功労賞受賞者による︿着付け﹀
︒

さて︑今回の注目は︿シャンプー﹀です︒と

は言っても普通のシャンプーではありません︒

その⑴ 育毛します

今や二十代から始まる薄毛の悩み︒それに伴っ

て︑ウイッグや増毛技術の進化にも目覚まし

いものがあります︒

しかし同じ努力をするでも︑自毛を育てる努

力に越したことはありません︒イザという時

19

のためにも ︒
…
そこで注目されるのが︑東京堂の育毛です︒

スタッフ
募集中

くなりました﹂

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

﹁部分カツラに頼っていましたけど︑必要がな

東京堂グループ

~2018 年 6 月30日

など︑嬉しい声がたくさん寄せられています︒

育毛…………………5,000 円
カット・ブロー……4,500 円
ヘアカラー…………9,000 円〜
着付け……………… 8,000 円〜

たぶん男性にも女性にも︑一番の魅力は

※＋500 円で炭酸水シャンプー

という︑気軽さにあるようです︒

シャンプー…………1,500 円

﹁美容室にシャンプーに通う感じ﹂

※17:00 以降 1,500 円

その⑵ 炭酸水シャンプー

※17:00~21:00
※税別料金です
※初回限定です
※ご予約時は
「ガリヤを見た」
をお忘れなく！

セット………………3,000 円〜

通常のシャンプーに︿炭酸水﹀を加えてみま

1,000 円

menu 一例 ※税抜き価格

せんか？カラー臭やパーマ臭はスッキリ消滅︒

※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

また洗浄力・ダメージ回復力の頼もしさに加

ガリヤ特典
ヘアセット
1,500 円
⬇

えて︑なんとリフトアップ効果まで！

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 東京堂

明治通り

じ

東京堂■

博多座●
リバ
レイン●

那珂川

中洲大通り

至天神

那珂川

ビューティ
サロン

頭皮は髪を育てる畑です。では痩
せた畑に元気な髪が育つでしょう
か…答えは、
「否」！
そこで注目は、資生堂 100 年のバ
イオサイエンス研究から生まれた
発毛促進成分、アデノシンです。
まず、
〈頭皮を柔らかに耕し〉な
がら〈毛穴に大量にアデノシン〉
を届けていきます。すると〈頭皮
という畑〉が豊かになります。す
ると〈弱った毛根が元気〉を取り
戻し〈髪を太く，強く、黒く〉な
る…という、非常に理にかなった
育毛法です。

ま

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

東京堂はシャンプーも本気！

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

for 育 毛

いわゆる頭皮という畑を
シャンプーとともに耕します︒
すると毛根が元気復活︒
太く強く黒い髪が蘇ります︒

二酸化炭素が溶け込むお馴染みの
水〈炭酸水〉は、飲むとたちまち
体がリフレッシュするように、髪
や頭皮もリフレッシュします。
毛穴の奥まで浸透し、汚れや皮脂
を気泡で包み込んで除去するため、
パーマやカラー後の気になる匂い
もスッキリ除去。乱れた頭皮環境
を理想の状態に整え、憧れのツヤ
サラ髪の実現です。
さらに嬉しいことは、頭皮がキュッ
と引締められるため、お顔もキュッ
とリフトすること…「勝負の日に
は炭酸水シャンプー！」というわ
けですね。

カラーやパーマの臭いスッキリ︑
頭皮スッキリ
なんと顔リフトのオマケつき！
人気沸騰︑炭酸水シャンプー

for 脱 臭etc.

に乗せてもらい︑双剣石へと回り込ん

鹿児島︑南さつま市の坊津の海で船

今回は映画づくりの話です︒

りできることが︑時々あるのですが︑

ラ ブソングの 元 祖︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼

生物の生息地において︑外界との境
する場所では︑多様な生物が生まれ︑

豊かな生命が育まれる︒

で行った時︑その波打ち際の海底に赤

その時︑白い鳥が双剣石の上に舞い降

た︒一瞬にしてそれは消えましたが︑

いものがゆらめいたような気がしまし

このフレーズは︑私の創作ノートの

それを﹁エッジ効果﹂と言う︒

走り書き︵あらゆる本とか映画とか会

それが妄想のはじまりでした︒

りてきました︒

い鳥は宇宙へと連なります︒

そのふたつは人間の心に最初からセッ

めざしての︑新しいＣＤアルバムづく

かりません︒でも同じ水平線と宇宙を

ので︑映画づくりがどうなるのかはわ

感覚に忘我のトランスがある︒

トされてあるもので︑このふたつの間の

個人と社会との境界線もあるような

バランスをつくり出すのが表現者︵芸

りは着々と進んでいます︒

ウソもホントも まぜてつくった

﹁劇場﹂

エッセイ﹁物語の行方﹂はおしまいです︒

選曲中の境界線上にある唄で︑今回の

術︶である︒
意識なんて︑その何千倍もの無意識
に包みこまれている︒
最初に書いた﹁境界線﹂の話ですが︑
寄せる波は︑昔々︑鑑真和尚を日本に

私のドラマの 幕をまるめて

坊津の海岸にそそり立つ双剣石に打ち
運んできました︒海という広大な境界
を越えて彼はやってきたわけです︒

次のステージへと 向かいましょう

夜に沈めて 朝に溶かして
人間が︑夢や欲も運んでいったわけです︒

今度もあなたと 会えたらいいね

大航海時代とは︑水平線の向こうへと
坊津という辺境の地は︑それをずっと
地球上にあると言われているパワー

私の頭の中にもあって

巡る宇宙の惑星たちが

受け続けてきたところです︒
スポットというのは︑そういう場所の
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話などからピックアップする︶から見

つけ出したものです︒

下田逸郎

概念︵コンセプト︶で秩序をつくり︑

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

こういうフレーズと現実の人間だと

か景色だとかクロスして唄をつくった

永遠のドラマつくり かすめたら

離れ近づき まわりつづけて
境界線について︑ずっと想いを馳せ

ことではないでしょうか︒

あなた いとおしくなったりします

﹁緑の匂い﹂など

は
CD

六角精児との最新コラボ版

…………………………………

仰ぐ果てしない あなた見えます

私ひとりきりの客席から

劇場の屋根も 風に飛ばされ

私のドラマの幕を開くと

過去も未来も まぜてつくった

ています︒海と大地のぶつかる所︒そ
のむこうの水平線と空の交わるところ︒
正気と狂気の境目︒女と男の間︒孤

地球の大気圏の外に広がる宇宙︒
独と孤立の違い︒生と死︒
もうひとつ︑創作ノートから︒
あなたの淋しさ︑やさしさ︑美しさ
には見境いがない︒

下田逸郎の楽曲

通信販売にても︑

下田通信所より

海底にゆらめいている赤は︑地球のマ

お求め頂けます︒

坊津の海︑双剣石はふたつの岩です︒
グマに連らなります︒岩の上にいる白

下田逸郎通信販売

界線の部分︑つまり異なる環境と交差

vol.18 創作ノート

sai enn

櫻庵 幸縁

5 月 15 日 6 月 14 日

のエネルギー
三日月
【魔除け】

5 月 11 日 6 月9 日

5 月 17 日 6 月16 日

最近ついてないと感じる方は
御守を身につけましょう。

上弦の月
【和】のエネルギー

のエネルギー
下弦の月
【知力】

【月暦の利用法】
図が示すのは、
5 月 8 日 6 月7 日
5月上旬から約２ヶ月に渡る
心静かにゆったりと過ごしま
月の変化と
しょう。モヤモヤしていたも
それぞれの月形が及ぼす
のが晴れてスッキリしますよ。
影響です。
月エネルギーの活用に
ご利用ください。
のエネルギー
居待月
【不安】

5 月 3 日 6 月1 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。

5 月 22 日 6 月20 日

大事な交渉事には
オススメの日。
初対面で意気投合とか。
のエネルギー
十三夜
【感情】

5 月 27 日 6 月26 日

気分に動かされやすくなります。
発言や行動は慎重に。

満月
【感謝】

のエネルギー

5 月 29 日 6 月28 日

お月さま、
ありがとうございます…と、
心からの感謝を！
吸収力が高まるので、
パック等お肌の手入れも効果的です。

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

波動を上げて
幸せを引き寄せよう

︿モノ﹀が持っている振動による波形のエ
ネルギーは︑
目に見えない
︿感情﹀
や︑︿音﹀
や
︿光﹀
にも存在します
その
︿良い波動﹀︑︿心地良い波動﹀
のレベ
ルを上げてやると︑同じ波動が引き合う
︵共鳴︶作用から︑人脈も良い方向へと変
わりはじめます︒良い波動︵光︶は︑対極
する︵闇︶と反発するからなのです︒
ただ︑どちらか一方の波動が強いと︑弱い
ほうの波動が包み込まれて︑支配されて
しまいます︒
更に︑
自分が出す波動は必ず自分にも跳
ね返ってきますので
︵鏡の法則︶︑悪い波
動は出さずに︑良い波動を出せるように
なりたいものですね︒
や

も

弥聞冥問占術

セブン●
イレブン

■
バヤール

渡辺通り
日赤通り

西鉄薬院駅

ー
ー

電気ビル●
共創館

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︒

占いの館 バヤール

出来ることから
はじめてみませんか？

⑴部屋の整理整頓と掃除をしよう︒
⑵不満ではなく感謝を口にしよう︒
⑶自然︑天然食品を摂取しよう︒
⑷化学調味料や添加物は控えよう︒
⑸基礎代謝を上げるために適度な運動
をしよう︒
⑹美しいもの
︵美術館・花など︶
に触れ︑
美しい音︵クラシック・好きな音楽家
のコンサートなど︶
に触れて︑感動し
よう︒
最後に︑美しい物や音に対し﹁時間やお
金を惜しまない﹂と姿勢を持つことは︑
感動に触れる
近道かも知れ
ません︒

櫻庵 幸縁

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。

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)

櫻庵幸縁のブログ

http://ameblo.jp/333saienn333

目標は何？いつ始めるの？まさか…明日…？

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。

☎080-5218-0903【完全予約制】

海で繰り返される

のエネルギー
新月
【開始】

のエネルギー
二十六夜
【神秘】

ときこさん

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︒

〈5 月上旬〜6 月下旬〉
各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

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

ひろこさん

0120-879-099

電気ビル
共創館

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

●ホテルニュー
オータニ
●サンセルコ

住吉通り

●サニー
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ホテル
ニュー
オータニ
サニー

その

料理家としてご紹介する際はどちら

↓小 麦 粉↓卵↓パ ン 粉 の 工 程 済 み が お

かに面倒かもしれません︒もし塩胡椒

とんかつなどを一から揚げるのは確

冷蔵庫の残り野菜や半端に余った肉

に取れます︒

にさっと拭けば︑飛び跳ねた油は簡単

レンジ周りのお掃除はその日のうち

るかポットに移すだけです︒

ところが揚げ鍋の油は︑固めて捨て

ですよね︒

りついてしまうと︑こそげるのは面倒

を使ったら洗いますよね︒焦げがこび

え？片付け掃除が面倒ですか︒お鍋

︶
ん︒やはり出来立てがご馳走です︒

店で揚げてもらうのはおすすめしませ

揚げるだけです︒︵お
肉屋さんにあれば︑

すが︑わたくし自身普段はささやかな

簡単な料理と言えば
揚げ物です
揚げるだけで変化も自在

します︒誰しも同じだと思いますよ︒

冷蔵庫やお財布︑そして時間と相談

わざ作るということはありません︒

存のために作りますが︑計画的にわざ

作り置き料理も材料が余った際に保

〝ケ〟の料理です︒

か と いう と〝ハ レ〟の 料 理が 多 いの で

手抜き料理の後ろめたさは揚げ物で解消！

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？

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

共働きの夫婦二人の料理につい
てご相談です︒
もともと料理が好きなので︑料理は
私の担当です︒手抜き料理を出したり︑
買ったお惣菜をお皿に移して手料理の
ふりをすることに後ろめたさがありま

●● 募集します●●

︵一人ならなんでもいい
なと思います︒

す︒夕飯の品数が一つなんて夫に悪い

お仕事ではメディアからは︑簡単で
ビジュアルとしても変化があり尚且つ

や魚など食材の棚卸しにも︑便利な﹁揚
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のですが⁝︶

斬新なアイデアを求められます︒それ

げ物﹂をおすすめします︒

夫は何も言いません︒
好きなはずの料理が面

が︑
簡単な料理といえば﹁揚げ物﹂です︒

故なかなか紹介することはないのです

ブログ／http://cozuee.sblo.jp

まっているのが落ち込

世に誤解があるようなのでここで強
﹁揚げ物﹂はと
めに言わせてください︒
ても簡単だということを︒
考えてもみてください︒揚げるだけ

・調理師
・スパイス研究家
・農林水産省 食のオフィシェ

倒な家事になってし
みます︒
︵30代会社員女性︶

思いこまずに
お好きになさって

つゆ︑ソースがあれば何味にも変化が

で す よ︒味 付 け は 不 要 で す︒塩︑め ん
み︑S N S の 写

秒から長くて4分くらいです︒

つ け られ ま す︒調 理 時間 は︑ほ んの 数

いろ ん な 刷 り 込
真 を 見 た り す る と︑こ

もいいですね︒

つけず素揚げにしてめんつゆに浸して

コツなしでカラッと揚がります︒衣も

天ぷらの粉などはよくできていて︑

うでなくてはいけない
と思い込みがちですよ
ね︒
それぞれお好きにな
されば良いと思います︒

Cozue

天ぷら粉は
冷蔵庫で保存してください。

︻Essay

少ない油で揚げる方法や
油を使わない揚げ物風などの
レシピ提案もあるにはあるのですが、

18

均一に火が通るように
ある程度の油の量を使用しましょう。

お悩み解決！
伝言レシピ

揚げ物の美味しさは
いかに短時間で水分を飛ばし
中身を蒸すかにかかっています。

衣のカスを
揚げる度に取り除くことが
油を長く使うコツです。

by

４月末から５月上旬は春の山菜がギリギリ採れる頃ですね。
うるい・うど・よもぎなどアクの強い野菜は
天ぷらにぴったりです。

好循環は自ら作る

獄！その状態では自分を客観視などできな

﹁今の仕事辞めたくないし︑まっ︑いいか！

り 話 す 時 間 を と っ て も ら お う！今 は 流 そ

だから︒いつか︑
○○さんとはもっとじっく

○○さんの態度に影響されないならいいん

なので︑ちょっと時間を置いて︑ゆるり

いでしょう︒
とした状態を作るようにしてみます︒それ

う！私は私で仕事終われば楽しくやろ！﹂

一つの手段です︒

いつかは本音で語れる場づくりを狙うのも

という具合に︑自分を認め︑相手も許し︑

から︑その時の自分やお相手の気持ちをわ
ずか覗いて︵感じて︶みるのです︒そこで︑
★Ａ子さんのティータイムでのひとり言︒

ていいよね︒ちょっとひどい口調だわ︒だ

かったわ！○○課長はあそこまで言わなく

判の連続のままだったり︒いずれの選択も

でも︑ヒトによっては職場を辞めたり︑批

とても︑賢いＡ子さん︑
Ｂ子さんですよね︒

同じ屋根の下に四六時中一緒にいると︑ヒ

か ら︑私︑我 慢 で き な か っ た︒だ か ら 口 答

自由です︒相手を変えることは︑決してで

﹁あ の 時 の 私 っ て︑と っ て も 我 慢 で き な

ト と ヒ ト と の 摩 擦 は 必 ず 起 き る も の で す︒

き な い の で す か ら︒忘 れ て な ら な い の は︑

うことになります︒いずれも︑それに応じ

メール or 電話にてお申込ください！

前回に引き続きヒトとの関係の内容です︒

職場に限らず︑家族だって言えることだと

え し ち ゃ っ た︒で も︑も し か す る と○○課

た結果が出るのみです︒

のままだと人生によい変化は望めないとい

あなたがもし︑いつまでも愚痴やくりごと

長は今月売り上げ低いから︑会議で絞られ

﹁考え方が合わない！言いたいことが伝わ

思います︒
らない！わかってもらえない〜〜！﹂

てたんだわ︒今度︑課長としっかり話をす

あるいは︑家庭で奥さんとうま
たのかも …
きっと︑イライラし
くいってないのかも …

る時間を作ってみよう︒
﹂

現在起きることを全て肯定し︑前向きに

●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)

相手を覗き︑自らを俯瞰︵ふかん︶

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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ストレスだらけの日々︒

★Ｂ子さんのオフタイムでのひとり言

そんなこと望んでいなかったのに︑いつ
の間にか﹁負﹂のスパイラルだらけになっ

何かの動きをし始めると︑必ず何がしかの
循環が始まります︒今︑すぐに結果が現れ

﹁あ〜︑また先輩にたてついてしまった〜︒
でも︑仕方ない︒先輩の私に対する態度が

ています︒でも︑ちょっとだけ考えてみて
ください︒そんな職場を選んだのは自分だ

なくても︑繰り返し繰り返し続けることで

ですが︑そのような出来事に直面する自

ことです︒

それが嫌な場合は︑その環境から脱する
…

し︑そんなお相手と出会ったのは自分なの

が 仕 事 で き る か ら 面 白 く な い の か な？私︑

あ︑ま て よ︑先 輩 は︑私
冷たいんだから …

ですよね︒そこで︑今のあなたやお相手の

少しスローテンポだからイラついてるのか

らのありように気づかなければ︑どこに行っ

私︑先輩を避けようとしてるしな …
そ
…

てもまた同様なことは起こります︒まさに︑
身近なお相手は自分の︻写し鏡︼ですね︒

うだ︑明日︑先輩に昼休みに一緒に食事に
などと︑相手を覗いたり自らを俯瞰︵ふ

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

出かけないか︑聞いてみよう︒
﹂

も

中をソ〜ッと覗いてみるのです︒
たった今︑上司にムカついているあなた

かん︶することで少しずつ気付きがあった

★ガリヤ愛読者の皆様へ★

がいるとします︒
口調で話すんだろう！偉そうに！﹂

り す る も の で す︒す る と︑あ れ？不 思 議︒

﹁なんで︑彼は自分に対して文句みたいな
あるいは︑嫌な先輩に悩んでいるあなた

1Dayセミ

出していきます︒
︿詳しくは著者ブログにて﹀

と向き合うところから︑善循環へのポイントを見

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︑

なかったよい感情が双方に湧き出でてきた

イライラしているときにはとうてい感じえ
がいます︒
﹁なんで︑先輩は私にばかり冷たいんだろ

りして ︒
…
しかし︑それでも︑よい人間関係として
進展しないなら︑

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!

う！﹂
心の中は﹃負﹄のカタマリ状態︵？︶になっ
まさに︑アリ地
…

て い ま す よ ね︒す る と︑ま た︑同 じ よ う な
現象を引き起こすことに

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

5/23（水）& 6/10（日）& 7/8（日）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
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〜相手は自分の写し鏡〜

■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

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

ちょっと一息・COCOROおしゃれ“Café”

こんなときは迷わず

読者の皆様と
コラボして
作るページです︒
メール・FAX・書簡で
思うこと︑
伝えたいこと︑
自由に送ってください︒

私にもこんな時代があったな〜
﹁頑張ってね﹂
の気持ちを込めつつ⁝
たのも採用したのも会社です︵苦笑︶

オンとオフの切り換え
オンとオフの切り換えが下手な社会人が多
仕事が出来る人って意外と切り換えも上手

いから︑そうならないように気をつけてね︒
なのですよ︒充実させよう︑プライベート
ライフ！
いがちですけど︑要はヤル気です︒ヤル気

︻編集室︼
﹁仕事が忙しくて無理！﹂とか言
になればヤレルもんです︒

折れない心
職場の人間関係で苦労してきた私からひと

で乗り越えていってください︒

のには困っています︒

︵マリモ ３０代 営業職︶

こと言わせてもらいます ︒陰湿なイジメは

てくれたと思っていると辞表が出ます︒

仕事が早く覚えられるように︑職場の皆ん

直ぐに辞めてしまうザンネンな社員が多い

せっかく入った会社を︑たいした理由もなく

簡単に辞めない！

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︒

先輩としてコレだけは
伝えておきたい︒

是非︑
文学作品を
読みましょう！

﹁本を読むこと﹂
︒落ち込んでいたり 迷って
いる時は自己啓発本も悪くないけれど︑気

そのたびに︑職場の皆んながガッカリしま
︻編集室︼そういえば⁝私も体験したよう

大人の社会にもありますから︑折れない心

す︒小さな会社ですから︑いちばんガッカ
な⁝﹁そんな暇があったら仕事しよう﹂って︑

なで応援するのですが︑やっと一人前になっ

リしているのは社長です︒
明るく言えちゃう人になりましょう︒

出会いは宝 です︒出会いは人生です︒出会

出会いは宝

簡単に辞めないで！
︵ヤマちゃん ４０代 事務職︶
︻編集室︼わかる ！ 育成に全力で注いだエ
してもガッカリだけでは済みません︒倒産
さることをお勧めいたします︒

いが期待される場所には︑積極的に参加な

ネルギーが無になるわけですから︑会社と

ることは多いようです︒

断らないとか⁝イロイロありますね︒

プとか︑趣味のサークルとか︑誘われたら

︻編集室︼異業種交流会とか︑ワークショッ

︵ドン吉 ４０代 営業職 ︶

の原因⁝とまではいかなくても︑遠因にな

真面目に働きなさい
自分が望んで入社した会社でしょ？だったら

︻編集室︼いい顔になる生き方ってどんな生

社長とも仲良く

なりそうにないけど︑とりあえず出てきま

き方⁝﹁ これが自分 ！﹂と思える生き方？

など非常に危ないと思います︒人道の左側
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持ちに余裕がある時は国内海外問わず︑是
非文学作品を読んで欲しい︒
津村記久子さんの作品は︑働く人のおすす
めです︒

︵ペパーミント 弁護士事務所勤務︶
︻編集室︼津村さんの作品なら﹁ この世に
たやすい仕事はない﹂から入るのがいいか
もしれませんね︒
ところで ︑ガリヤに執筆してくださってい
る方々の作品も︑是非お読みください！
◎歴史本なら一坂太郎︒
◎自己啓発本なら杉林せいこ︒
◎アーティスト本なら下田逸郎︒
◎法律本なら丸田幸一︵この秋に出版の予
定︶です︒
おじさんが書いた﹁親不孝通り純情伝説﹂

ついでながら︑チーズケーキで知られるてつ
グダグダ言わず︑真面目に働きなさい！
︵おけいちゃん 五十代 事務職 ︶

した﹂って顔に描いてあるみたいで朝からム

だったら︑ひとりひとり違うんだ︒

︻編集室︼望んだのは自分だけど ︑募集し

︵ミエ ４０代
カツキます︒

︵詳細は 次々ページ！︶
が ︑この五月一日にガリヤから出版されま
す︒超おすすめです！

会社の規模によりますが︑社長さんのこと
︻編集室︼そんなアタリマエを︑いったいど

︵チビママ ４０代 販売業︶

事務職︶

を﹁特別な人﹂と敬遠しないで︑オフタイ
れくらいの人が実行出来てるんだろう？ア

結婚は社会貢献です

ムにはごはんにでも誘って愚痴でも聞いて

︻編集室︼
﹁顔を洗って出直して来い！﹂っ

ンケートとってみようかな⁝︒

て追い返したらパワハラになるのかな⁝︒

い︒
︵多喜子 ６０代 パート︶

激太り注意！

やってください︵ 笑︶仕事のことで悩んで
るのは貴方だけじゃないよ ︒社長さんはもっ
と悩んでるんだよ︒

家庭を持つことは︑それ自体が素晴らしい
社会に出たとたん激太りする人がいますか

卒業すると勉強から解放されたと思ってし

社会貢献です︒とりあえず３０歳までに一

ら注意してください︒その多くが学生時代

︵さとくん ５０代 会社経営︶
︻ 編集室 ︼そういえば社員たちが和やかに
までスポーツをしていた男性です︒

︻編集室︼はい︑人生﹁しない後悔より︑し

私は自転車によく乗りますが︑道路交通法

自転車の
左側通行は危ない

⁝⁝⁝⁝⁝⁝テーマ外⁝⁝⁝⁝⁝⁝

度 ︑騙されたと思って結婚してみてくださ

帰っていくのを見ながら﹁ なんで僕だけ誘っ

まいがちですが︑これが大まちがいだったと

て後悔﹂です︵笑︶

勉強しよう！

てもらえないんだ︑淋しい﹂って嘆いていた
︵幸 ５０代 事務職︶

いうことに年を取った今気がつきました︒

社長さんがおりました︒

︻編集室︼エネルギー消費量の問題ですね︒

ことは勉強してください︒そして知識豊か
なシニア期を迎えてください︒

勉強は一生続けるものです︒興味を持った

朝はスッキリ顔で！

親にお小遣い
給料の中から少しでいいので︑親にお小遣

︵カジオ君 六０代 会社経営︶
からカジオ君も勉強です！

では︑自動車と 同じように左側通行と なっ
ていますが︑これは ︑自転車に乗っている
腐るな！ 縮むな！死ぬな！生きてる限り負

を走ってはいけないのでしょうか？

腐るな！縮むな！死ぬな！

け無し！己の道を信じて進め！道は後から

︵マツヨちゃん ６０代 主婦︶

私 としては狭い道では ︑後から車が来る時

出来る︒しぶとく世の中を生きれ！悲劇も

でも右側を走ってもやっぱり怖い︵笑︶
ほとんどの道が︑車優先で造られた道だか

︻編集室︼左側走行の怖さはよく判ります︒
︻編集室︼人生は〝塞翁が馬〟であり〝あ

らでしょう︒それにしてもエコカーを極める

喜劇も味わってこそ人生︑面白いねん！

ざなう縄のごとし〟です ︒たしかに﹁ 生き

自転車です︒どうか自転車にもっと愛を！

︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

てる限り負け無し！﹂ですね︒

たくさんのご投稿︑
次回テーマは次のページをご参照くだ

ありがとうございました！
生き方が顔に出るというのは本当です︒ど

さい︒
︵編集室より︶
︵チャ〜 ５０代 事務職︶

もいいお顔になっておられますように︒

うか三十年後︑四十年後の貴方が︑ とて

〝いい顔〟
になって

福岡県警察

寝不足の顔で出社しないでください︒
﹁ゆう

通報へのご協力をお願いします！
！

︻編集室︼学びに年齢はありません︒今日

悲惨な飲酒運転事故をなくすため、

べは遅くまで飲んでました ︒今日は仕事に

駐車している
車の運転席で
お酒を
飲んでいる
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飲酒運転かもしれない！
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︵マツヨちゃん ６０代 主婦︶

私 としては狭い道では ︑後から車が来る時

出来る︒しぶとく世の中を生きれ！悲劇も

でも右側を走ってもやっぱり怖い︵笑︶
ほとんどの道が︑車優先で造られた道だか

︻編集室︼左側走行の怖さはよく判ります︒
︻編集室︼人生は〝塞翁が馬〟であり〝あ

らでしょう︒それにしてもエコカーを極める

喜劇も味わってこそ人生︑面白いねん！

ざなう縄のごとし〟です ︒たしかに﹁ 生き

自転車です︒どうか自転車にもっと愛を！

︵ガーベラ ４０代 運開きアドバイザー︶

てる限り負け無し！﹂ですね︒

たくさんのご投稿︑
次回テーマは次のページをご参照くだ

ありがとうございました！
生き方が顔に出るというのは本当です︒ど

さい︒
︵編集室より︶
︵チャ〜 ５０代 事務職︶

もいいお顔になっておられますように︒

うか三十年後︑四十年後の貴方が︑ とて

〝いい顔〟
になって

福岡県警察

寝不足の顔で出社しないでください︒
﹁ゆう

通報へのご協力をお願いします！
！

︻編集室︼学びに年齢はありません︒今日

悲惨な飲酒運転事故をなくすため、

べは遅くまで飲んでました ︒今日は仕事に

駐車している
車の運転席で
お酒を
飲んでいる

25

From Readers
【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。

いを渡しなさい︒雇用の正規・非正規とか
給料の多寡とかは関係なし！

酔っぱらいが
車に
乗り込もうと
している

前の車が
ふらついている

飲酒運転かもしれない！

110番

ガリヤ

郵送の方 〒810-0004

郵送

初夏号

福岡市中央区渡辺通1-9-4-207

FAXの方

FAX 092-751-3779

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

①

ご希望の
プレゼント
番号

e-mail events@gariya.com
メールの方

▲番号順に書き込みメールしてください。

②氏名

③年齢

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

※読者のご意見により離婚を追加いたしました。

④性別

男・女

⑤ 結婚（ 未・既・離 ）

⑥ 職業（

）

⑦住所

⑧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：お盆シーズンにちなみ、何かスピリチュアルな「体験」もしくは「思い」があれば…。
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

⑬

休苑：期間中は無休

提供：箱崎宮

御神米は

開園：9:30~17:00

お守りとしても
お役立ちです︒

宇佐神宮、石清水
八 幡 宮とともに日
本三代八幡宮に数
えられる箱崎宮。参
拝もよろしいです
が、のんびりお花を
を愛でながら散策
というのはいかが
でしょう。四季折々に咲く花々とともに、京都より取り
寄せた松、苔、石を組み合わせた枯山水を楽しめ
る、本格的な回遊式日本庭園です。
６月には御社殿
を借景として色とりどりのあじさいが咲き競います。

B 撤下神饌…３名様
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！

マジドレ

（マジカルドレッシング）

＆マジスパ

（マジカルスパイス）

セット…３名様

マジカルドレッシング 300ml

入園券………ペア10組様

マジカルスパイス ビン 60g

A 筥崎宮花めぐり

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。季節がらサラダはもちろん豆腐や冷パスタ
などにも手放せません。
シャシャッと振るだけでビッ
クリの美味しさです。
「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：6 月 20 日 (Ａのみ５月末日）
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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

⁝よっぽど戻りやすいタイプ？

しょ？埋 没 法 を二度 も 受 け たなんて

Ｇ しかしこの手術って︑やり直しで

手術理解への三段階

われて来た人もけっこうおる︒

眼科の先生から
﹁糸が出とうばい﹂
て言

しとったら角膜まで傷つけるけんね︒

極端な例やけど︑結び目が裏に飛び出

とか︒
そげんとはやっぱ大顔にみえる

田原 そげんたい︒
目鼻立ちが小さい

Ｇ ほう⁝リフトで小顔︒

ば短うすると︒

リフトでピシャッて引き上げて︑皮膚

www.tahara-bc.com

いきなり戻るけんね︒

田原 ま︑そげんたい︒
リクルート整形

Ｇ 熟女の園に︑
ワカモノ乱入︒

遅 刻 対 策 に二 重 の 手 術 ？

田原 よかったね〜︒
Ｇ いきなり戻る？

リットもあるんですね︒

Ｇ 気軽なプチ整形ですけど︑ディメ

Ｇ そうなんです︒﹁明るくなって欲し

たい箇所の裏側︶と眼瞼挙筋︵瞼を引

田原 埋没法いうとは皮膚︵折り曲げ

Ｇ どうして？

段階があるっちゃけどね︒

うとがわかってきたごた︒
ま︑それにも

﹁やっぱ︑ちゃんとした手術せな﹂てい

と こ リ フ ト 手 術 が や た ら 多 い と よ︒

田原 そげんたい⁝ところで︑ここん

びっくりやったと︒
若いこは隠さんで

の時期にリフトが多かったけん︑俺も

戻りやすいと︒
戻らんと思っとっても

い︑遅刻しないで欲しい﹂
って︑母親は

上げる筋肉︶
に糸ばひっかけて︑
開ける

けんね︒

祈るような気持ちでしたから︒

た ん び 皮 膚 ば 引っ ぱ り 上 が る ご と 結

のはビックリでした︒
でもあれだけナ

一人でキャナルの方に消えてしまった

Ｇ まっすぐ帰宅すると思っていたら

ら︑
よう聞くけんね︒

田原 うん︑
﹁メイクが薄うなった﹂や

飛び出せます︒

Ｇ 寝坊してもこれからはスッピンで

田原 そらいかんね︒

そうはいきませんでしょ︒

ていたらしくて⁝社会人になったら︑

Ｇ 二重をつくるメイクに時間がかっ

まうけん︑ますます二重になりにくう

ちゃけどね︒
糸が塊になって残ってし

田 原 う ん ⁝ 外 れ る だ け な ら よ かっ

Ｇ 外れて︑
一重に戻る？

もん︒
やけん外れやすいと︒

の裏にチョコッとひっかけとうだけや

きんったい︒
表に糸の出らんごと皮膚

田原 いや︑ボタンのごと糸ば貫通で

うみたいな？

Ｇ ボ タ ン の 糸 が ほつ れ て 取 れ ち ゃ

んどうったい︒
やけん︑
ほつれやすいと︒

は短うならんやないか︒

たい︒
糸やら入れても皮膚自体の長さ

引っぱらなダメ﹂てわかるとの三段階

田原 うん︒
﹁たるんだ皮膚は切って

Ｇ 三段階？

も
﹁ダメ﹂
ってわかる人︒

しただけで﹁ダメ﹂てわかる人︒
せんで

いして︑やっと
﹁ダメ﹂
てわかる人︒
一回

を２〜３回して︑ひどい人は５回くら

田原 ︻切らんでリフトできる︼いうと

Ｇ どんな段階？

見たらそげんなっとうけん︑その時点

い休憩ばとってもらうっちゃけど︑鏡

田原 手術が半分終った時点で御手洗

Ｇ なるほど︑
わかりやすい！

状態たい︒

﹁こげんなればよかろうね﹂て鏡の前で

るか﹂ていうイメージは簡単やもん︒

田原 リフトしたら﹁自分がどげんな

田原のカミングアウト

りよっちゃろね︒

友達に言うてしまうけん︑それで広が

なし遅刻ね？

田原 明るうなるとはわかるばってん︑

でます！

︵友人の娘の二重の手術︶とっても喜ん

Ｇ 先日はありがとうございました︒

Ｇ 出 て く る な り﹁い い 男 つ か ま え

産したら戻った﹂
とか︒

田原 ﹁結婚式の日に戻った﹂
とか﹂﹁出

とか︑ほっぺが大きいとか︑顔が縦長い

よっ♪﹂
なんてジョーク飛ばして︒

田原 たるんだ目︑腫れぼったい目は

田原 自信ついたっちゃろ︒

vol.18
(通巻vol.308）

田原 いや︑あれでも少しは腫れとう

分にもなりますね︒

れて目立たない︶
︑ショッピングって気

チュラルなら︵縫合糸は二重に折込ま

田原 そげんたい︒
癒着しとうし︑
毛細

Ｇ それを取り出したんですか？

田原 片目に７〜８本︒

Ｇ 何本︑
入ってたんですか？

なると︒
そげな糸が何本も入っとった︒

田原 目的が違うと︒

Ｇ まだたるんでないでしょ？

今月も︑
もう二十代のリフトが三人︒

は若い人までリフトするごとなったと︒

田原 うん︒
それがわかってきて︑最近

Ｇ 切り取れば︑
短くなりますね︒

田原 あ︑傷のほうも安心してもらい

Ｇ 残る心配は⁝傷？

分はイビキかいて寝とう︒

で感動しんしゃあと︒
安心して後の半

手で引き上げるやん︒
これが短うした

とよ︑麻酔やらしたけんね︒
三日もすれ

血管が周りにいっぱい来とうし︒
Ｇ たいへんそう⁝︒

ちゃ︑やっぱ皮膚が長いったい︒
やけん

Ｇ ナニ目的？

田原 うん︑
気のつかんやったろ？

Ｇ 先生 ！リフトしたんですか

編集・発行人／長澤由起子

編集営業部☎ 092・751・3778

田 原 小 顔 目 的︒下 ぶ く れ に し た っ

発行／総合広告 ガリヤ合同会社

隔月発行（偶数月 20 日）

とよ︑糸が曲がったままやったけんね︒

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-9-2-207

2018 年 5 月＋6 月 合併号 2018 年 4 月 20 日発行・配布開始

田原 この人のケースはまだよかった

︵耳の横を見せる︶

もらったっちゃけどね⁝わからんめ？

ようよ︒
ココ︑隼
︵田原ジュニア︶
にして
ば本当にナチュラルになる︒

2015 年 5 月復刊
通刊309号

埋没法の注意点

18
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

二十代にもリフト流行。
大顔が小顔になるという
理由からです。
5月-6月号

！？

田原 俊逸
田原形成クリニック院長

Dr.

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！
！

