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7月-8月

ガリヤ

癒しの和食…………… 西中洲 なか尾

Newly Open 薬院……お茶割り 茶茶ちゃ、
ご来店ついでに購入できる

近況報告・Ｑ＆Ａ・ご寄付報告

お山のシェルター便り

ビューティサロン

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

長崎カステラ
切り落とし
３本1,500円！

Dr.田原のおじゃまクリニック

■月エネルギーで運気アップ！

開運月暦

吉方位を味方にしよう

■元気をくれる

鑑定士さん情報

7/29（日）
柴田久美子
映画制作協 賛募 集

住みながら
その家を売却！

通販

…DENTAL TEAM JAPAN

映画
「看取り士」
クランクイン

福岡講演会

皮膚科医絶賛
医学誌に掲載の美容液
リペアジェル

インプラント情報

お尻の
若返り希望
増加中！

シモジモ
のお話。

花火に勝つ東京堂の
ゆかた着付＆ヘアセット

命の永遠と乳白色の光

知らな過ぎてたいへんな

親不孝通りの人気店

日々犬々

お盆シーズン号

人間最期の瞬間だけは
見えないものを信じて！

親不孝通り純情伝説が

犬は地球を救う 4

盛夏号

読者投稿ページ

私の
スピリチュアル体験
PRESENT

●著者サイン入り書籍
親不孝通り純情伝説
●新発売
マジカルドレッシング
＆マジカルスパイス
●撤下神饌

人気エッセイ
物語の行方 …………………十六歳の戦争……………… 下田逸郎
おもしろ歴史講座 …………西郷隆盛と福岡⑷…………… 一坂太郎
おしゃれCafe ……あなたもなれる百匹目の猿……… 杉林せいこ
おもしろ法律相談 ………有期雇用から無期雇用へ……… 丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ …スパイスでアピール私の趣味はこれ！… Cozue
家計の断捨離 ………………ペットの相談…………… 久米カヲル

…

夏に疲れたそのカラダ

なか尾の和食で

いやしませんか

03 夏の暑さに疲れたら 西中洲なか尾
04 薬院に NEWLY OPEN たちまち超人気店

お茶割り 茶茶ちゃ、

05 カステラはいかが？ おすそわけ村
06 親不孝通り純情伝説が ご来店ついでに購入できる 親不孝通りの人気店カタログ VOL.1
08 人間最後だけは見えないものを信じて欲しい 映画「看取り士」クランクイン！
10 医学誌に掲載の美容液 リペアジェル
11 おもしろ歴史講座 西郷隆盛と福岡⑷一坂太郎

12 知らなすぎて大変になっている シモジモのお話
13 家計の断捨離 ペットの相談
ハウス ドゥ
14 猫エッセイ

西中洲

15
16
17
18
19

乳白色の光

長澤由起子

犬と人のための飼い方教室 日々犬々

犬は地球を救う④

土生亜紀子

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
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
おもしろ法律相談 有期雇用から無期雇用の転換ルール… 丸田幸一
花火に勝つ！東京堂の浴衣着付＆ヘアセット
高齢だろが独居だろが

なか尾

20 物語の行方

21
22
23

17 歳の戦争 下田逸郎
開運月暦 吉方位を味方にしよう 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 スパイスでアピール！私の趣味はこれです！」Cozue
COCORO おしゃれ Cafe 〜あなたもなれる百匹目の猿〜 杉林せいこ
読者投稿 私のスピリチュアル体験

24
26 プレゼント＆投稿用紙
27 インプラント情報
28

ドクター田原のおじゃまクリニック お尻の若返り希望増加中。

■おすすめ単品料理一例（税別） ■鍋コース（税別）

穴子の押し寿司…………1,700 円
五島サバの松前寿司……1,700 円
鯛刺し……………………1,600 円〜
河豚のオイル漬け…………900 円
※和洋居酒屋メニューも人気です。

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…………… 5,000 円
ふぐコース……………… 要ご予約
和牛すきやきコース…… 要ご予約

ガリヤの入手法について
電子ブック版
もちろん無料！

迷う時はこれが一番！
■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

のおよそ１万職域に、複数冊を封入した
第一章

第二章

はじまりの章

初陣の章

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 …

滋養のあるものを食べること …

猛暑を乗り切る︑いちばんの対

策です︒

ところが

﹁美味しいものを食べに行こう﹂

と誘っても︑

と︑断られること多発︒

﹁
﹁夏バテで食欲が無いの﹂

でも︑そんな体調なればこそ

も舌も喜びますから！﹂

と︑むしろ自信を持って誘っ

てください︒

なか尾の厨房には今日も︑滋養

の詰まった選りすぐりの旬の食

３

材たちが︑九州各地の︑それこ

「ガリヤを見た」でスパークリングワイン１杯プレゼント！

そ海から山から田畑から︑休む

ことなく届いています︒

そして井手上料理長率いる博多

屈指の料理人たちの︑清涼でや

ガリヤ特典

さしく︑とびっきり美味しい和

天神

かに通●

国体道路

中洲

食の味わいに︑夏バテ解消！と

なか尾

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

なるわけです︒

☎092-732-3142

個室は全てテーブルと椅子の和室（掘
り炬燵も一室あり）
。２名様より 65 名
様に対応しています。

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）

■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 …

・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。

﹁なか尾だから大丈夫︒カラダ

人気のカウンター席。その日のオス
スメ料理情報もダイレクトに入手で
きます。

■お飲物・豊富な銘柄の日本酒をお楽しみになれます。

ガリヤ戦記

「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。
ガリヤは現在、福岡市内中央区・博多区
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
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

薬院︵六つ角そば︶に出現するやいなや
お茶割り茶茶ちゃ︑
たちまち超人気店︒
寛ぎも美味しい﹁茶茶ちゃ︑﹂です︒

開放感と寛ぎの３階半個室。

中の活気が表にまで伝います。

１階カウンター席。立ち飲み可。 超ユニークな吹き抜け！部屋は階段で繋がります。

20 名程の宴会にも対応の２階。

お茶のポット（４杯）…600 円

八女茶・知覧茶・うれしの茶
加賀ほうじ茶・そば茶
お茶はコーヒー・紅茶・こぶ茶…
とにかく色々です！

絶品！牛タン料理

熟成牛タンの塩焼………1,000 円
ゆでタン黒胡椒ワサビ…1,200 円
熟成牛タンのどて焼……1.000 円
牛タンシチュー…………1,200 円
他にも
抹茶ビール…600 円
生ビール……450 円
ハイボール…450 円
グラスワイン 500 円
日本酒・焼酎・洋酒
などお酒の取り揃え
も豊富です。

居酒屋の魅力とカフェの魅力を

併せ持つという︑超ユニークな

お店が︑このたび薬院にオープ

ンしました︒活気溢れる店内に︑

﹁通りを歩いていたらつい引き

込まれてしまった﹂

というお客さまも︑少なくあり

ません︒

古民家を改装したユニークな

内装は︑なんと吹き抜けの三

層造り︒

﹁居心地良くて寛げる﹂

と︑大好評です︒

お酒の取り揃えはともかく︑オ

４

ドロキはお茶の取り揃えです︒

八女茶︑知覧茶︑うれしの茶︑

「ガリヤを見た」で特にございません…。

チョイスに迷いそう︒
etc…

ガリヤ特典

薬院大通り

■福岡銀行

料理はお酒︵お茶︶のおともの

地下鉄薬院駅

●唄う稲穂

■西日本シティ銀行

軽いものから︑しっかりお腹を

■

大正通り

茶茶ちゃ、

満たすものまで︑和洋に渡り堪

営：平日 15:00〜翌 2:00
席：38 席（半個室・カウンター席）
最大宴会人数 20 名様。
休：年中無休
薬院六つ角

能させますが︑

福岡市中央区薬院2-2-30

ま
…すます目が離せません︒

☎092-791-7235

﹁様子を見て進化させます﹂

人気の手巻寿しとつまみのセット…１人前 1,000 円（２人前より）

てつおじさんが

某本屋さん店頭▶

読 め ば心 が チ ー ズ ケ ー キ に な る

vol.1

が

カタログ

居酒屋がんこ

新鮮魚介と肉厚ステ
ーキで人気沸騰！

早得日替わり・レディ

６

来店 のついでに購入 できる
ご
親不孝通り の人気店

親不孝通り純情伝説 の 販売協賛店ご紹介！

火星家

必食はプリプリ刺身
＆牛肉トルネード！

プリプリの刺身︑名物

スデー他︑趣向を凝ら

したサービス満載です︒

新鮮な魚介も豪華な肉

７

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

もリーズナブルに提供︒

※ご予約に応じて営業日時が
異なります。

Email:tenjin@abcﬂower.co.jp
LINE:ranran2722355

飲み放題付コース 2,980 円〜 豪華肉三昧 (300g)1,980 円

親不孝通り名称復活

親不孝通り純情伝説

た〜っぷり

の牛肉トルネード⁝い

ずれのメニューも安く

て美味しくて︑癖にな

福岡市中央区天神3-5-16
草野ビル１Ｆ
営：平日 12:00〜21:00
金土 12:00〜24:00
日 12:00〜18:00
休：不定休

ok

☎092
739-7101

スタミナ不足の夏は特

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。

販売
協力店

に要マークな店です︒

１：親不孝通り純情伝説もしくはガリヤ（ホームページ）で検索してください。

【ネット】 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。

一輪、フラワースタンド、お悔やみ花…何でもどうぞ。

大切な方のお誕生日を
夜になって思い出して
﹁シマッタ …
﹂なんて
いう時︑頼りになるの
がこちららのお花やさ
んです︒深夜の配達も
ＯＫなうえアレンジセ
ンスも抜群です︒

珈楽（高宮）

・三信会原病院・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
【売店】 ・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

販売
協力店

アレンジセンス
抜群！深夜配達も
なお花屋さん

【書店】・福岡金文堂・積文館・ジュンク堂福岡・紀伊國屋書店
・金修堂書店・黒木書店・他
・薬院大通り店・薬院六つ角店

営：18:00~ 翌 10:00
席：28 席
（カウンター 10 席
テーブル 18 席）
休：年中無休

☎092
732-7775

親不孝通り純情伝説販売店

・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)

福岡市中央区天神3-4-15
天神バッカス館１Ｆ

ります︒ご宴会も驚愕

西通り

ABC FLOWER Tenjin

宴会コースは 3,500 円の飲み放題付きなど、ビックリ価格。

のリーズナブル価格で

http://artspacebaku.net/

明治通り

【店舗】・大賀薬局 ・OPERETTE ラシック福岡天神店（三越 B1）

☎092
732-3077

堪能させます︒

営：11:00~24:00
席：30 名（カウンター席
テーブル席）
休：年中無休

ばく

福岡市中央区天神3-4-14
高栄ビル2Ｆ

こちらの時計は昭和の
オープン時から止まっ
たままです︒現実世界
からかなり遊離してい
るため︑寛ぎを求める
には極上のスポット︒
併設のギャラリーでは
アートも楽しめたり︒

●火星家
●屋根裏 貘
●奇跡の手羽先

コーヒー 420 円〜 ランチも人気です。

屋根裏 貘

昭和にトリップ！
あり得ない寛ぎ空間

バル
福萬醤油
●

親不孝通り

●ABC FLOWER
Tenjin

昭和通り

西鉄 GH●

販売
協力店

特典

☎092
781-7597
●
海猫屋

●楽風

がブリ●
チキン
リクルートビル●

時間をかけて

販売
協力店

KBC
九州朝日放送●

●あんみつ姫

居酒屋がんこ●

期間中「親不孝通り純情伝説」は
各店舗のメニュー（みたいなもん？）ですが、
メニュー表の記載はございません。
また、目の届く場所に置かれてもおりません。
なので店舗スタッフに
「親不孝通り純情伝説、一冊！」
と、オーダーしてください！
すると…たぶん、出てきます。
親不孝通り純情伝説……1,000 円（税込）

長浜公園

当時の親不孝通りを知る方
からは「懐かしかったです」
。
若い方からは「ビックリし
ました」
。さらに「とても読
みやすくて、面白かったで
す！ 」と言って頂いてます。
貴方も直接てつおじさん宛
ご感想や質問を送ってくだ
さい（送り方は書籍最終ペ
ージ）
。返事がもらえますよ。

焼きあげた

営：17:00〜23:30
金・土・祝前
17:00〜翌 1:00
席：140 名
（和室・テーブル席 )
休：不定休

ら ふ

出来立て熱々料理の
食べ放題が超人気！

福岡市中央区天神3-6-18
馬場ビル２Ｆ

入口階段の手すり︵竹
製︶のセンスには︑ま
ず感動です︒部屋も料
理も包容力がハンパな
く︑出来立ての美味し
い料理がドンドン提供
される﹁食べ飲み放題﹂
にも圧倒されます︒

３時間・食べ放題＆100 種飲み放題 3,000 円〜

天神 楽風

☎092
752-5955

海猫屋

長浜通り

九州ご馳走処

美味い酒と料理で
九州を堪能！

お刺身や郷土料理で堪
能したいなら︐迷うこ
となく海猫屋に直行！
有名ホテル・料亭・生
簀料亭で修行を積んだ
オーナー料理長が︑九
州の銘酒とともに楽し
ませます︒

営：18:00〜翌 2:00
休：日曜日
※月曜祝日は日曜営業。
月曜休
席：31 席（個室・半個室）

おいしい

販売
協力店

3464-2095

福岡市中央区天神３丁目
6-10天神Kビル1F

がブリチキン

からあげグランプリ
６年連続受賞！

秘伝のスパイスで人気

沸騰︑名古屋の超有名

からあげ店がなんと︑

親不孝通りにあるので

す！テイクアウトもＯ

福岡市中央区舞鶴1-9-3
朝日プラザ天神102
営：17:00~ 翌 1:00
席：48 席
※最大 10 名利用できる
テラス席もあり
休：年中無休

Ｋ︒食べ歩きやお持ち

飲み放題付きコース 2,980 円〜

販売
協力店
☎050

《2 時間 30 分飲み放題付 4,000 円コース》

♥

☎092
732-3553
帰りも楽しめます︒

営：18:00 〜翌 1:00
夜 10 時以降入店可
席：80 席（カウンター・
テーブル・和室）
※最大宴会人数 40 名
休：火曜日

奇跡の手羽先

福岡市中央区天神 3-4-13

サラリーマン横町

HELL手羽、DEATH 手羽が気になる…

表看板のハデさもさる
ことながら︑店内はな
んと落書き自由︒破天
荒すぎて元気がもらえ
ます︒しかも手羽先の
ムチャ美味いこと！食
べたら最後ですよ︑ク
セになりますから︒

手羽先５本 450 円

ヤバい美味しさが
クセになる！

☎092
726-7226

ラブストーリー

販売
協力店

一冊いかが？

特典

販売
協力店

てつおじさんが

某本屋さん店頭▶

読 め ば心 が チ ー ズ ケ ー キ に な る

vol.1

が

カタログ

居酒屋がんこ

新鮮魚介と肉厚ステ
ーキで人気沸騰！

早得日替わり・レディ

６

来店 のついでに購入 できる
ご
親不孝通り の人気店

親不孝通り純情伝説 の 販売協賛店ご紹介！

火星家

必食はプリプリ刺身
＆牛肉トルネード！

プリプリの刺身︑名物

スデー他︑趣向を凝ら

したサービス満載です︒

新鮮な魚介も豪華な肉

７

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

もリーズナブルに提供︒

※ご予約に応じて営業日時が
異なります。

Email:tenjin@abcﬂower.co.jp
LINE:ranran2722355

飲み放題付コース 2,980 円〜 豪華肉三昧 (300g)1,980 円

親不孝通り名称復活

親不孝通り純情伝説

た〜っぷり

の牛肉トルネード⁝い

ずれのメニューも安く

て美味しくて︑癖にな

福岡市中央区天神3-5-16
草野ビル１Ｆ
営：平日 12:00〜21:00
金土 12:00〜24:00
日 12:00〜18:00
休：不定休

ok

☎092
739-7101

スタミナ不足の夏は特

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。

販売
協力店

に要マークな店です︒

１：親不孝通り純情伝説もしくはガリヤ（ホームページ）で検索してください。

【ネット】 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。

一輪、フラワースタンド、お悔やみ花…何でもどうぞ。

大切な方のお誕生日を
夜になって思い出して
﹁シマッタ …
﹂なんて
いう時︑頼りになるの
がこちららのお花やさ
んです︒深夜の配達も
ＯＫなうえアレンジセ
ンスも抜群です︒

珈楽（高宮）

・三信会原病院・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
【売店】 ・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

販売
協力店

アレンジセンス
抜群！深夜配達も
なお花屋さん

【書店】・福岡金文堂・積文館・ジュンク堂福岡・紀伊國屋書店
・金修堂書店・黒木書店・他
・薬院大通り店・薬院六つ角店

営：18:00~ 翌 10:00
席：28 席
（カウンター 10 席
テーブル 18 席）
休：年中無休

☎092
732-7775

親不孝通り純情伝説販売店

・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)

福岡市中央区天神3-4-15
天神バッカス館１Ｆ

ります︒ご宴会も驚愕

西通り

ABC FLOWER Tenjin

宴会コースは 3,500 円の飲み放題付きなど、ビックリ価格。

のリーズナブル価格で
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堪能させます︒
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テーブル席）
休：年中無休

ばく

福岡市中央区天神3-4-14
高栄ビル2Ｆ

こちらの時計は昭和の
オープン時から止まっ
たままです︒現実世界
からかなり遊離してい
るため︑寛ぎを求める
には極上のスポット︒
併設のギャラリーでは
アートも楽しめたり︒

●火星家
●屋根裏 貘
●奇跡の手羽先

コーヒー 420 円〜 ランチも人気です。

屋根裏 貘

昭和にトリップ！
あり得ない寛ぎ空間

バル
福萬醤油
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親不孝通り

●ABC FLOWER
Tenjin

昭和通り

西鉄 GH●

販売
協力店

特典
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海猫屋
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チキン
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期間中「親不孝通り純情伝説」は
各店舗のメニュー（みたいなもん？）ですが、
メニュー表の記載はございません。
また、目の届く場所に置かれてもおりません。
なので店舗スタッフに
「親不孝通り純情伝説、一冊！」
と、オーダーしてください！
すると…たぶん、出てきます。
親不孝通り純情伝説……1,000 円（税込）

長浜公園

当時の親不孝通りを知る方
からは「懐かしかったです」
。
若い方からは「ビックリし
ました」
。さらに「とても読
みやすくて、面白かったで
す！ 」と言って頂いてます。
貴方も直接てつおじさん宛
ご感想や質問を送ってくだ
さい（送り方は書籍最終ペ
ージ）
。返事がもらえますよ。

焼きあげた

営：17:00〜23:30
金・土・祝前
17:00〜翌 1:00
席：140 名
（和室・テーブル席 )
休：不定休

ら ふ

出来立て熱々料理の
食べ放題が超人気！

福岡市中央区天神3-6-18
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入口階段の手すり︵竹
製︶のセンスには︑ま
ず感動です︒部屋も料
理も包容力がハンパな
く︑出来立ての美味し
い料理がドンドン提供
される﹁食べ飲み放題﹂
にも圧倒されます︒

３時間・食べ放題＆100 種飲み放題 3,000 円〜

天神 楽風

☎092
752-5955

海猫屋

長浜通り

九州ご馳走処

美味い酒と料理で
九州を堪能！

お刺身や郷土料理で堪
能したいなら︐迷うこ
となく海猫屋に直行！
有名ホテル・料亭・生
簀料亭で修行を積んだ
オーナー料理長が︑九
州の銘酒とともに楽し
ませます︒

営：18:00〜翌 2:00
休：日曜日
※月曜祝日は日曜営業。
月曜休
席：31 席（個室・半個室）

おいしい
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沸騰︑名古屋の超有名

からあげ店がなんと︑

親不孝通りにあるので

す！テイクアウトもＯ
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営：17:00~ 翌 1:00
席：48 席
※最大 10 名利用できる
テラス席もあり
休：年中無休

Ｋ︒食べ歩きやお持ち

飲み放題付きコース 2,980 円〜

販売
協力店
☎050

《2 時間 30 分飲み放題付 4,000 円コース》

♥
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帰りも楽しめます︒

営：18:00 〜翌 1:00
夜 10 時以降入店可
席：80 席（カウンター・
テーブル・和室）
※最大宴会人数 40 名
休：火曜日

奇跡の手羽先

福岡市中央区天神 3-4-13

サラリーマン横町

HELL手羽、DEATH 手羽が気になる…

表看板のハデさもさる
ことながら︑店内はな
んと落書き自由︒破天
荒すぎて元気がもらえ
ます︒しかも手羽先の
ムチャ美味いこと！食
べたら最後ですよ︑ク
セになりますから︒

手羽先５本 450 円

ヤバい美味しさが
クセになる！
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726-7226

ラブストーリー

販売
協力店

一冊いかが？

特典

販売
協力店

人間 最期の瞬間だけは
見えないものを信じて欲しい

人間の尊厳を大きく外した臨終を迎えさせら
れていたんです﹂
柴田さんはこの時ハッキリ気付いた︒入居者
たちは︑
〝その時〟が訪れるやホームから病院
に搬送される︒
〝温かな看取り〟の実現にはま
ず︑この流れを変えることだ と
…︒
そこで︑思った︒
﹁医療に恵まれない離島なら︑尊厳ある臨終を
迎えさせてあげられる！﹂
そして決意した︒
こうして柴田さんは︑困難をジャンプ台にし

﹁活動を︑離島に移そう！﹂
て︑ブッ飛んだ︒

看取りがスタート！
さて︑離島でホームヘルパーとして働き始め

囲内︶が可能であり︑劇場内

や商品の露出︵ムリの無い範

賛の場合は︑映画内でのロゴ

方はもちろんですが︑企業協

賛金を募っています︒一般の

ため︑制作実行委員会では協

本作品をより良い作品にする

ぜひ︑ご検討ください！

しい資料を送付いたします︒

下記宛ご連絡いただければ︑詳

とが予測されています︒

的影響は︑絶大なものとなるこ

重要性﹂を伝える当映画の社会

﹁尊厳ある死﹂と﹁いのちを繋ぐ

な特典が用意されています︒

…

た柴田さんだったが︑さらなる困難が待ち受
けていた︒なんと本人がガン︑それも末期
いわゆる︑看取る側から看取られる側への大
逆転である︒

柴田久美子 福岡講演会のご案内

ちゃんでも守られています︒ところが何故か︑

表からは出られないんです︒人間の尊厳は赤

室に移されました︒しかも﹃不吉だから﹄って︑

ら︑物を扱うように管を外されて地下の霊暗

管を無理矢理つながれるんです︒亡くなった

﹁
﹃痛い！痛い！﹄って泣きわめいているのに︑

撃したシーンに打ちのめされた︒

しかしホームが提携する病院で︑たまたま目

入居者も少なくなかった︒

手企業の役員など︑かつて社会的名声を得た

知られる有料ホーム︒そこには大学教授や大

寮母として勤務したのは︑行き届いたケアで

人間の尊厳はどこに？

きるに違いないって！﹂

看取った時のように︑愛に溢れる看取りがで

気感を追体験したいと思ったんです︒父親を

空気感が蘇ったんです︒あの時に味わった空

﹁自宅で父親を看取った時に体感した︑温かな

知り合いから就職話がもちかけられたのだ︒

看取りを描く
映画﹁看取り士﹂
クランクイン！

拍の〝四〟は死とつながる︒
それにしてもマザー テレサと出雲大社
最強の援軍だ︒

…

ところを出雲大社は四拍手一礼︒ちなみに四

出雲大社の氏子︒通常の参拝は二拍手一礼の

寂しい死を迎える方が増加の一途︒２０２５年には４人に一人が高齢者という超
高齢社会を迎え︑その５年後には孤独死どころか︑病院でも施設でも自宅でも死
ねない﹁看取り難民﹂が４７万人に達するという︒
そんな時代に注目されるのが︑柴田久美子さんの活動だ︒

マザー テレサの声
遡ること二十七年前︒当時︑大橋︵福岡市南区︶
で 洋 食店を営んでいた柴田さんは︑ある晩仕
事 を 終 え て 眠 ろ う と し て い る と ︑不思議な声
に呼びかけられた︒
﹁愛という二文字が︵貴女の︶生きる意味だよ﹂

父親の看取り追体験を
しかし︑柴田さんを待ち受けていたのは厳し

声の主はなんと︑マザー テレサ い
…わゆる神

い現実だった︒

秘現象というやつだ︒
言葉のままに生きてみようと思って翌朝︑店を

も ︑魂はそこらへんにいらっしゃいます︒遅

﹁ 肉体の死は死ではありません ︒ 亡くなられて

になったことから︑こうも断言する︒

いてみない？﹂

﹁よかったら特養︵特別擁護老人ホーム︶で働

ところが答は︑意外な方向からやって来た︒

なかったんですよ﹂

﹁いったい何をしたらいいのか︑サッパリ分ら

﹁たいへんな衝撃だったんです︒それで︑この
閉めました﹂
出勤してきた従業員も呆れかえる︑前代未聞の
閉店劇である︒
神秘と言えば︑柴田さんの実家は十七代続く

そこで神様に祈りなが
ら︑こう誓った︒
﹁ 手術が成功したら ︑
れて到着された方に︑
﹃間に合ってよかったで
すね﹄と言うのでビックリされます﹂
遺された人々のビックリはまだ続く︒

看取りって
どんなこと？
看取り士って

でのサンプリングなど︑様々

Email staﬀ@mitorishi.jp http://mitorishi.jp

この島のお年寄りたち
をきちんと看取ると︑
お約束いたします！﹂

くなっても︑背中とか ︑ものすごく温たかい

﹁背中を触っていただくのですが︑手足は冷た
んですよ︒ですから二十四時間はドライアイ
スを入れないで︑そのままにしてあげて欲し
いですね﹂
﹁きちんと看取られた直後のお顔って︑最高に

どんな仕事？

柴田久美子さんのお話

一般社団法人日本看取り士会

映画﹁看取り士﹂制作ご協賛の募集！

聴いてみませんか？

岡山市北区横井 1609-2-107

TEL 086-728-5772

要するに困った時の神
頼みだが︑そこがさす
が柴田さん︒お返しの
準備も怠らなかった︒
島に移って四年︒私財を投じて創設した看取
美しいんです︒お化粧なんて要りません ︒
﹃こ

りの家〝なごみの里〟で︑念願の〝抱きしめて
送る看取り〟がついにスタートした︒

んな綺麗なお母さん初めて見た！﹄って﹂
こうしたビックリだらけの現場だからこそ︑

受ける医療も最期を過ごす場所も 本人の希望
を一〇〇％受入れ ︑家に帰ることを望まれれ
ば︑ためらうことなく帰宅に同伴し ︑その方

﹁実際に︑ご自分の目で見て味わって欲しい
のです︒そうすると深い理解ができますから﹂
︒
百聞は一見に如かず︑ということか …

映画が動き始めた
離島から本土に移り ︑ 看取り士の 養成を始め
て７年となる現在 ︑ ３５０人の看取り士が誕
生した︒しかしその多くが看護師や会社勤務
など他に仕事を持つ人たちであり︑看取り士
の存在さえ知らない人々が多いのも事実︒こ
れでは間に合わない！
そこで︑映画が動き出した︒主演の名乗りを

( 日本看取り士会内）

の自宅で看取った︒

百聞は一見に如かず
﹁離島でのこの十四年で私は︑逝き方とともに︑
生き方を学びました﹂
と語る柴田さんの口からは︑耳を疑うような言
葉が次々と飛び出してくる︒
﹁看取りは ︑旅立つ人が発する膨大なエネル
プール ９杯分の水を瞬時に蒸発さ
25m
せるエネルギー︶を受け取る儀式です﹂

ギー︵

ンのように手渡します﹂

お問い合わせ・お申し込み

〒701-1145
岡山市北区横井上
1609-2-107
TEL 086-728-5772
FAX 086-239-3992
mail staﬀ@mitorishi.jp
ohashisao@gmail.com

カンヌ映画祭・ベルリン映画祭・
ヴェネツィア映画祭・ロッテルダ
ム映画祭・釜山映画祭・モントリ
オール映画祭など、各国映画祭出
品予定。

﹁死を受入れた段階で ︑ そのエネルギーをバト
あげたのは︑十二年前︑死生観を学ぼうと島
クラウドファンディング︵不特定多数の人が

を訪れた榎木孝明さんだ︒
インターネット等を経由し財源の提供や協力

で ︑遺された人の立ち直りも早く︑それから
の人生を強く生きていけるのです﹂

﹁ 故人のエネルギーをしっかり受 け取ること

﹁看取りは ︑逝く人の為だけでなく遺される人

などを行うこと︶や企業協賛募集などの制作
資金集めも始まったばかり︒

「看取りのかかわりがおしえてくれたこと」

[ 逝き方（仮題）] 事務局

さん

の為にもあります ︒人類はそれで進化してき
ました﹂

クランクインは６月２５日︑公開が楽しみに

奥健一郎

〈柴田久美子 著作〉
いのちの改革
「ありがとう」の贈り物
「ありがとう」は祈りの言葉
死なないでください
看取りの手引き 介護のこころ
看取り士日記
看取り士
ありがとう おばあちゃん
抱きしめておくりたい
風のようによりそって

なっている︒

島根県出雲市に生まれる。
大阪 YMCA 秘書課卒業
日本マクドナルド㈱勤務。秘書、店長などを経験。
洋食レストラン Poohʼs House 自営 ( 東京・福岡 )。
特別養護老人ホーム（福岡）にて寮母として勤務。
有料老人ホーム（福岡）
にて寮母として勤務。
隠岐諸島知夫里島 ( 隠岐郡知夫村 ) に移住。
知夫村社会福祉協議会にてホームヘルパーとして勤務。
ＮＰＯ法人なごみの里設立（島根県隠岐郡）
。同理事長（代表）
。
社会貢献者表彰（社会貢献支援団体主催）
。
第一回ＡＪＣＣ
（オールジャパンケアコンテスト）企画・主催。
ＮＰＯ法人解散。
「一般社団法人 在宅ホスピスなごみの里」代表理事就任。
2012/06〜 一般社団法人「日本看取り士会」設立。同代表理事就任。
2014/08〜 第一回に本の看取りを考える全国大会 主宰。

〈略 歴〉
19□□□
1973/03
1973/10〜
1989/10〜
1993/09〜
1995/02〜
1998/03〜
1998/04〜
2002/05〜
2007/11〜
2010/11〜
2011/03〜

柴田久美子

第二部

「より良い人生を送るために」

企画
柴田久美子 榎本高明
プロデューサー
島田豪
制作
㈱アイエス・フィールド
公開予定
2018 年 春
劇場公開規模
全国 50 館〜80 館

８

柴田久美子さん

・一般社団法人 なごみの里 代表理事
・一般社団法人日本看取り士会代表理事
・介護支援専門員
吉備国際大学短期大学部 元講師
神戸看護専門学校 元講師

第一部

催：14:30~

柴田久美子

また︑看取りの現場で乳白色の光を見るよう

福岡市博多区博多駅前 2 丁目 20-1
大博多ビル 11Ｆ 電話：092-292-5754

開 場：14:00 開
参加費 : 3,000 円

29

7

30

榎木孝明
1989 年に劇団四季を退団し翌年ＮHＫ
の朝ドラ「ロマンス」で主演デビュー。
その後、映画、テレビ、舞台で幅広く
活躍。旅を好み、アジア各地を中心に
風景画を描き続け、毎年全国各地で個
展を開催。

９

時：平成
年 月
日（日）
場：リファレンス大博多ビル貸会議室

日
会

※宗教団体等とは
無関係です。
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の存在さえ知らない人々が多いのも事実︒こ
れでは間に合わない！
そこで︑映画が動き出した︒主演の名乗りを

( 日本看取り士会内）

の自宅で看取った︒

百聞は一見に如かず
﹁離島でのこの十四年で私は︑逝き方とともに︑
生き方を学びました﹂
と語る柴田さんの口からは︑耳を疑うような言
葉が次々と飛び出してくる︒
﹁看取りは ︑旅立つ人が発する膨大なエネル
プール ９杯分の水を瞬時に蒸発さ
25m
せるエネルギー︶を受け取る儀式です﹂

ギー︵

ンのように手渡します﹂

お問い合わせ・お申し込み

〒701-1145
岡山市北区横井上
1609-2-107
TEL 086-728-5772
FAX 086-239-3992
mail staﬀ@mitorishi.jp
ohashisao@gmail.com

カンヌ映画祭・ベルリン映画祭・
ヴェネツィア映画祭・ロッテルダ
ム映画祭・釜山映画祭・モントリ
オール映画祭など、各国映画祭出
品予定。

﹁死を受入れた段階で ︑ そのエネルギーをバト
あげたのは︑十二年前︑死生観を学ぼうと島
クラウドファンディング︵不特定多数の人が

を訪れた榎木孝明さんだ︒
インターネット等を経由し財源の提供や協力

で ︑遺された人の立ち直りも早く︑それから
の人生を強く生きていけるのです﹂

﹁ 故人のエネルギーをしっかり受 け取ること

﹁看取りは ︑逝く人の為だけでなく遺される人

などを行うこと︶や企業協賛募集などの制作
資金集めも始まったばかり︒

「看取りのかかわりがおしえてくれたこと」

[ 逝き方（仮題）] 事務局

さん

の為にもあります ︒人類はそれで進化してき
ました﹂

クランクインは６月２５日︑公開が楽しみに

奥健一郎

〈柴田久美子 著作〉
いのちの改革
「ありがとう」の贈り物
「ありがとう」は祈りの言葉
死なないでください
看取りの手引き 介護のこころ
看取り士日記
看取り士
ありがとう おばあちゃん
抱きしめておくりたい
風のようによりそって

なっている︒

島根県出雲市に生まれる。
大阪 YMCA 秘書課卒業
日本マクドナルド㈱勤務。秘書、店長などを経験。
洋食レストラン Poohʼs House 自営 ( 東京・福岡 )。
特別養護老人ホーム（福岡）にて寮母として勤務。
有料老人ホーム（福岡）
にて寮母として勤務。
隠岐諸島知夫里島 ( 隠岐郡知夫村 ) に移住。
知夫村社会福祉協議会にてホームヘルパーとして勤務。
ＮＰＯ法人なごみの里設立（島根県隠岐郡）
。同理事長（代表）
。
社会貢献者表彰（社会貢献支援団体主催）
。
第一回ＡＪＣＣ
（オールジャパンケアコンテスト）企画・主催。
ＮＰＯ法人解散。
「一般社団法人 在宅ホスピスなごみの里」代表理事就任。
2012/06〜 一般社団法人「日本看取り士会」設立。同代表理事就任。
2014/08〜 第一回に本の看取りを考える全国大会 主宰。

〈略 歴〉
19□□□
1973/03
1973/10〜
1989/10〜
1993/09〜
1995/02〜
1998/03〜
1998/04〜
2002/05〜
2007/11〜
2010/11〜
2011/03〜

柴田久美子

第二部

「より良い人生を送るために」

企画
柴田久美子 榎本高明
プロデューサー
島田豪
制作
㈱アイエス・フィールド
公開予定
2018 年 春
劇場公開規模
全国 50 館〜80 館

８

柴田久美子さん

・一般社団法人 なごみの里 代表理事
・一般社団法人日本看取り士会代表理事
・介護支援専門員
吉備国際大学短期大学部 元講師
神戸看護専門学校 元講師

第一部

催：14:30~

柴田久美子

また︑看取りの現場で乳白色の光を見るよう

福岡市博多区博多駅前 2 丁目 20-1
大博多ビル 11Ｆ 電話：092-292-5754

開 場：14:00 開
参加費 : 3,000 円

29

7

30

榎木孝明
1989 年に劇団四季を退団し翌年ＮHＫ
の朝ドラ「ロマンス」で主演デビュー。
その後、映画、テレビ、舞台で幅広く
活躍。旅を好み、アジア各地を中心に
風景画を描き続け、毎年全国各地で個
展を開催。

９

時：平成
年 月
日（日）
場：リファレンス大博多ビル貸会議室

日
会

※宗教団体等とは
無関係です。

CLOSE UP HUMAN

創業八十年

花火に 勝つ

東京堂

増江麻友さん

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

福岡県福岡市博多区中洲 5-1-20
※地下鉄中洲川端駅から徒歩１分

博多座●
リバ
レイン●

東京堂■

那珂川

中洲大通り

至天神

那珂川

ビューティ
サロン
明治通り

東京堂グループ

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

※お早めのご予約を
お勧め致します。
※所用時間は１時間
以内です。

スタッフ
募集中
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髪技ならぬ神技？

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〜

浴衣美人は花火より綺麗

※＋500 円で炭酸水シャンプー

今年も美しい日本の夏の風物詩︑花火の季節
が訪れました︒

※17:00 以降 1,500 円

シャンプー…………1,500 円

ところで︑東京堂が打ち上げる〝浴衣美人〟
については︑どうでしょう？
﹁わっ 花
…火より綺麗そう ﹂
…
なんて︑思われませんか？

セット………………3,000 円〜

最強無比の連携プレイ

menu 一例 ※税抜き価格

大濠公園
花火大会の場合
3,500 円（税別）
大濠公園以外の
花火大会の場合
4,000 円（税別）

なにしろ〝着付け〟は技能功労賞受賞の上級
着付師・増江満香さん︵東京堂三代目︶が率
いる熟練着付師たち︒
そして〝ヘアセット〟は︑神技とまで評判を
うつ増江麻友さん︵東京堂四代目︶という︑
まさに最強無比の連携プレイです︒

※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

浴衣の着付
＆ヘアセット
特別料金

ライバルは 花
…火です︒

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

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

東京堂の髪と着付け

！
！

㈱ライフテック代表に聞く

介護用品最前線

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

知らなすぎて大変になっている

シモジモのお話。
シッカリ吸収しながら表面に濡れ感が無し！素手で触れるほど
サラッとしています（写真はリンゴジュースで実験）。

早い方で三十代から始まります︵ドキ

が ︑先の友人のように日常的なものに

軽度なら薄手のパットで間に合います
が〝お茶断ち〟をルールにしておられ

とえば夜になるとたいていのお年寄り

この状況は自宅でも変わりません︒た

購入困難︵？︶な尿ケア製品

なるとそうはいきません︒
ますが︑おそらく︑

ッとした方がおられるのでは？︶︒

旅行に携帯する量としては︑あまりに
﹁下着や布団を汚して迷惑かけたくない﹂
ちろん身体に良いことではありません︒

という切ない気遣いからでしょう︒も

も負荷がかかります︒

尿ケアセットの常備が無い
捨て場所すら無い

いへん素晴らしいことです︒医療や介

〝シルバー世代が元気〟というのはた

オシッコごときに
楽しみを奪われるとは！

ように︑シルバー世代の旅の必需品と

ラシセットや洗顔セットが常備される

たとえばホテルや旅館であれば ︑歯ブ

のが現状です︒

解がまったく追いついていないという

す︒こうなると︑ピタリの商品がどれ

﹁
﹃買って来て﹄とも頼みにくい ﹂
…
となりやすいため︑さらにやっかいで

魔をして︑

です︒特に男性の場合はプライドが邪

みれば︑購入にさえためらいがあるの

と簡単に言われますが︑ご本人にして

﹁だったら尿取りパットをすれば？﹂

護にかかる莫大な費用が削減されるの
して〝尿ケアセットの常備 〟が欲しい

ところがこの大問題に対し︑社会の理

ですから︑それひとつをとっても︑社
なのかすら分かりません

まずは正しい尿ケアの理解から

哀しいことに︑ビニール袋に密封して
ちなみに当社が扱う尿ケア製品はバリ

ることから始めてみませんか？

ットでは小さ過ぎます︒

捨て場所にしても︑従来の生理用品ポ

と思います︒

さて︑そんなシルバー世代の最大の楽
外なことに︑
部屋のゴミ箱に捨てるか ︑あるいはコ
エーションが豊かです︒様々な状況や

まずは尿ケアについて︑正しく理解す

﹁出かけたくない﹂
ソッと持ち歩いて駅や空港のゴミ 箱に
症状に対応していますので︑ご相談窓

しみと言えば 旅
…行です︒ところが意

とおっしゃる方が多いのです︒
コソッとポイ︒最悪の場合お土産と一
口としてもご活用ください︒できる範

私の知り合いがそうでした︒理由はこ

ん︑行かれん︒かさ張るけんバッグに
ア世代の深刻な健康問題にもつながっ

︿尿コントロール機能の低下﹀
は ︑シニ

水分を摂りたがらない
危険なシニア世代たち

囲内でアドバイスさせて頂きます︒

緒に持ち帰ったりして ︵
…涙︶

入りきらんっちゃもん﹂
ています︒と申しますのも︑

遺言書に記しておかないと ︑親のペット

ず 思い浮かびますが ︑ペット のことも

相続というと ︑不動産や金銭のことがま

場合です︒

いがっていたペットを遺して亡くなった

払われます︒費用の使途は弁護士や行

飼育費用が︑託す人︵受益者︶から支

託された人︵受託者︶には︑ペットの

信頼できる人に託すことです︒

ペット信託とは︑ペットという財産を

を確実にペットの為に遺すことができ︑

のことで揉めるケースもあります︒
はり飼えなくなった時に誰に託すのか︑

ペットを託された人は経済的な負担が

督します︒だから︑自分の財産の一部
飼育費用など含めて考えておく必 要が

なく飼うことができます︒
また︑遺言書は亡くなってから効力を
持ちますが︑
﹁ペット信託﹂は入院や
介護施設に入所したなど︑ペットと暮

つですね︒将来的に預けたい人と預か
ペット信託のことで気になることがあ

らせなくなった時にも利用できるメリッ
ところが︑突然ペットを飼わなくてはな

りたい人を結ぶ有効な方法です︒

解決策の一つに︑本誌に掲載されてい
ミングやシャンプーの料金・ペットシー

らない状況になる場合があります︒それ

トもあります︒
ト等で年間約三十万円位かかるそうです︒

りましたら︑ご相談下さい︒

る﹁犬猫人互助会﹂に登録するのも一

ペットを託す …

ありますね︒

政書士等が信託監督人となり不正を監

ピタリの尿ケア商品をお選びするため
１〜２分インタビューさせて頂く場合
がありますことをご了承ください。

ペットも家族同然と考えているなら︑や

株式会社ライフテック
福岡市中央区赤坂 1-3-1
赤坂ピアレ 4Ｆ

うです︒

なんと︑やっと自由に遊べる時代が来

☎092-724-6147
（代）

﹁ 尿パットを持って行くとが大変やけ

たというのに︑オシッコごときに楽し
﹁オシッコが出るから﹂
と︑外出先での水分を控えます︒特に

みを奪われるとは！
汗をかく夏は血液がドロドロになりま
すから︑まさに自殺行為です︒
されていますが︑うち半分がシニア世

シニアたちの
大問題です
︿尿コントロール機能の低下﹀ こ
…れは
今︑元気なシニア世代が直面している
代でした︒

逆に言えば︑それだけの覚悟と経済的な
余裕がなければ︑ペットは飼ってはいけ
ないと思います︒

尿ケアの試供品をプレゼントいたし
ます。気軽にお申し込みください。

もう一つは︑
﹁ペット信託﹂があります︒

突然ペットがやってきた

昨夏も５万人ほどが熱中症で救急搬送

大問題です︒それによる〝尿モレ〟は

日本ではペットとして飼われている犬と猫だけでも約二千万頭いるそ
うです︒今や子供の数よりペットの数が多いと言えます︒ガリヤ読者
の中にもペットを飼っていらっしゃる方も多いでしょう︒

ペットの費用

ペットにかかる費用って結構大変ですよ
ね︒ペットの種類にもよりますが︑購入
費用は別にして犬の場合︑初期費用が登
録費・狂犬病予防接種・ワクチン接種・
健康診断・ゲージや食器等の生活用具で

試供品プレゼント！

がペットの相続です︒例えば︑親が可愛

平均十万円位︒これに毎日の食費・トリ

る覚悟で︑飼っていらっしゃるでしょう︒

ペットの相続

株式会社ライフテック代表
書道家としても活躍のマジ
カルウーマン。

会が明るくなりますね︒

社会が﹁尿モレ﹂を理解し﹁尿ケア対策﹂
に動き出せば
日本の未来はず〜っと︑明るくなります︒

驚異の吸水力と驚異の手触り！

太田淑子代表
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ズレ易い、上げ下
げがたいへん、横
モレするなど、お
使いの商品に不快
を感じられるよう
であれば「商品が
若者に隠れ愛用者増加中
合っていない？」
を疑うこと。ピタ
意外にも若者たちの間に隠れ愛用者がいます。
リの商品は必ずあ
長時間の行列に加わっても 10 時間の並びくら
ります。
いなんのその（笑）頭がいいですよね。
表面サラリで付け心地良好。た
だし股間に水袋をキープし
た状態なので重みに耐え
る下着で挑み
ましょう！

久米カヲル

皆さんは一度飼い始めたら一生面倒を見

⁈

ピタリかな？
ファイナンシャルプランナー

ご相談に乗ります。
気軽にお電話ください！
090-1348-1980

㈱ライフテック代表に聞く

介護用品最前線

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

知らなすぎて大変になっている

シモジモのお話。
シッカリ吸収しながら表面に濡れ感が無し！素手で触れるほど
サラッとしています（写真はリンゴジュースで実験）。

早い方で三十代から始まります︵ドキ

が ︑先の友人のように日常的なものに

軽度なら薄手のパットで間に合います
が〝お茶断ち〟をルールにしておられ

とえば夜になるとたいていのお年寄り

この状況は自宅でも変わりません︒た

購入困難︵？︶な尿ケア製品

なるとそうはいきません︒
ますが︑おそらく︑

ッとした方がおられるのでは？︶︒

旅行に携帯する量としては︑あまりに
﹁下着や布団を汚して迷惑かけたくない﹂
ちろん身体に良いことではありません︒

という切ない気遣いからでしょう︒も

も負荷がかかります︒

尿ケアセットの常備が無い
捨て場所すら無い

いへん素晴らしいことです︒医療や介

〝シルバー世代が元気〟というのはた

オシッコごときに
楽しみを奪われるとは！

ように︑シルバー世代の旅の必需品と

ラシセットや洗顔セットが常備される

たとえばホテルや旅館であれば ︑歯ブ

のが現状です︒

解がまったく追いついていないという

す︒こうなると︑ピタリの商品がどれ

﹁
﹃買って来て﹄とも頼みにくい ﹂
…
となりやすいため︑さらにやっかいで

魔をして︑

です︒特に男性の場合はプライドが邪

みれば︑購入にさえためらいがあるの

と簡単に言われますが︑ご本人にして

﹁だったら尿取りパットをすれば？﹂

護にかかる莫大な費用が削減されるの
して〝尿ケアセットの常備 〟が欲しい

ところがこの大問題に対し︑社会の理

ですから︑それひとつをとっても︑社
なのかすら分かりません

まずは正しい尿ケアの理解から

哀しいことに︑ビニール袋に密封して
ちなみに当社が扱う尿ケア製品はバリ

ることから始めてみませんか？

ットでは小さ過ぎます︒

捨て場所にしても︑従来の生理用品ポ

と思います︒

さて︑そんなシルバー世代の最大の楽
外なことに︑
部屋のゴミ箱に捨てるか ︑あるいはコ
エーションが豊かです︒様々な状況や

まずは尿ケアについて︑正しく理解す

﹁出かけたくない﹂
ソッと持ち歩いて駅や空港のゴミ 箱に
症状に対応していますので︑ご相談窓

しみと言えば 旅
…行です︒ところが意

とおっしゃる方が多いのです︒
コソッとポイ︒最悪の場合お土産と一
口としてもご活用ください︒できる範

私の知り合いがそうでした︒理由はこ

ん︑行かれん︒かさ張るけんバッグに
ア世代の深刻な健康問題にもつながっ

︿尿コントロール機能の低下﹀
は ︑シニ

水分を摂りたがらない
危険なシニア世代たち

囲内でアドバイスさせて頂きます︒

緒に持ち帰ったりして ︵
…涙︶

入りきらんっちゃもん﹂
ています︒と申しますのも︑

遺言書に記しておかないと ︑親のペット

ず 思い浮かびますが ︑ペット のことも

相続というと ︑不動産や金銭のことがま

場合です︒

いがっていたペットを遺して亡くなった

払われます︒費用の使途は弁護士や行

飼育費用が︑託す人︵受益者︶から支

託された人︵受託者︶には︑ペットの

信頼できる人に託すことです︒

ペット信託とは︑ペットという財産を

を確実にペットの為に遺すことができ︑

のことで揉めるケースもあります︒
はり飼えなくなった時に誰に託すのか︑

ペットを託された人は経済的な負担が

督します︒だから︑自分の財産の一部
飼育費用など含めて考えておく必 要が

なく飼うことができます︒
また︑遺言書は亡くなってから効力を
持ちますが︑
﹁ペット信託﹂は入院や
介護施設に入所したなど︑ペットと暮

つですね︒将来的に預けたい人と預か
ペット信託のことで気になることがあ

らせなくなった時にも利用できるメリッ
ところが︑突然ペットを飼わなくてはな

りたい人を結ぶ有効な方法です︒

解決策の一つに︑本誌に掲載されてい
ミングやシャンプーの料金・ペットシー

らない状況になる場合があります︒それ

トもあります︒
ト等で年間約三十万円位かかるそうです︒

りましたら︑ご相談下さい︒

る﹁犬猫人互助会﹂に登録するのも一

ペットを託す …

ありますね︒

政書士等が信託監督人となり不正を監

ピタリの尿ケア商品をお選びするため
１〜２分インタビューさせて頂く場合
がありますことをご了承ください。

ペットも家族同然と考えているなら︑や

株式会社ライフテック
福岡市中央区赤坂 1-3-1
赤坂ピアレ 4Ｆ

うです︒

なんと︑やっと自由に遊べる時代が来

☎092-724-6147
（代）

﹁ 尿パットを持って行くとが大変やけ

たというのに︑オシッコごときに楽し
﹁オシッコが出るから﹂
と︑外出先での水分を控えます︒特に

みを奪われるとは！
汗をかく夏は血液がドロドロになりま
すから︑まさに自殺行為です︒
されていますが︑うち半分がシニア世

シニアたちの
大問題です
︿尿コントロール機能の低下﹀ こ
…れは
今︑元気なシニア世代が直面している
代でした︒

逆に言えば︑それだけの覚悟と経済的な
余裕がなければ︑ペットは飼ってはいけ
ないと思います︒

尿ケアの試供品をプレゼントいたし
ます。気軽にお申し込みください。

もう一つは︑
﹁ペット信託﹂があります︒

突然ペットがやってきた

昨夏も５万人ほどが熱中症で救急搬送

大問題です︒それによる〝尿モレ〟は

日本ではペットとして飼われている犬と猫だけでも約二千万頭いるそ
うです︒今や子供の数よりペットの数が多いと言えます︒ガリヤ読者
の中にもペットを飼っていらっしゃる方も多いでしょう︒

ペットの費用

ペットにかかる費用って結構大変ですよ
ね︒ペットの種類にもよりますが︑購入
費用は別にして犬の場合︑初期費用が登
録費・狂犬病予防接種・ワクチン接種・
健康診断・ゲージや食器等の生活用具で

試供品プレゼント！

がペットの相続です︒例えば︑親が可愛

平均十万円位︒これに毎日の食費・トリ

る覚悟で︑飼っていらっしゃるでしょう︒

ペットの相続

株式会社ライフテック代表
書道家としても活躍のマジ
カルウーマン。

会が明るくなりますね︒

社会が﹁尿モレ﹂を理解し﹁尿ケア対策﹂
に動き出せば
日本の未来はず〜っと︑明るくなります︒

驚異の吸水力と驚異の手触り！

太田淑子代表
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ズレ易い、上げ下
げがたいへん、横
モレするなど、お
使いの商品に不快
を感じられるよう
であれば「商品が
若者に隠れ愛用者増加中
合っていない？」
を疑うこと。ピタ
意外にも若者たちの間に隠れ愛用者がいます。
リの商品は必ずあ
長時間の行列に加わっても 10 時間の並びくら
ります。
いなんのその（笑）頭がいいですよね。
表面サラリで付け心地良好。た
だし股間に水袋をキープし
た状態なので重みに耐え
る下着で挑み
ましょう！

久米カヲル

皆さんは一度飼い始めたら一生面倒を見

⁈

ピタリかな？
ファイナンシャルプランナー

ご相談に乗ります。
気軽にお電話ください！
090-1348-1980

︻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

命の永遠と乳白色の光

き集めました︒
そして祭壇を作りました︒

シルクちゃんを抱いたまま︑
観葉植物をか
ーを受け取って来たんだろうと︒

てきた私は︑どんだけ膨大なエネルギ

⁝とすれば︑たくさんの猫たちを看取っ

とか︑
年が新たまっても︑
涙は止まりませんでし

天気は大雪︒
してるじゃないですか！

の光になって︑自分の遺体とツーショット

なんと︑
シルクちゃんがやわらかな乳白色

子たちです♡

人を幸せにしてしまう

眠っています︒

お団子になって

いっぱい遊んで

いっぱい食べて

ん
︵笑︶

たぶんそうなんでしょ︑
ヘコタレませんも

ひいらぎの赤い葉が︑花の役目をしてく
れました︒
毛布を敷いてシルクちゃんを横たえると
また︑
声をあげて泣きました︒
そしてカメラを手にし ︑
シャッターを切り
始めました︒
見る影もなく痩せ衰えたシルクちゃんで
したが︑
灰になってしまうことへの︑
せいい

﹁へ〜⁝﹂
た︒
職場であれ通勤列車の中であれ︑
おか

っぱいの抵抗でした︒

なのですが︑
私は１万％理解しました︒

そろそろお盆だから⁝というわけでもな 普通なら︑
いんですが︑
先日柴田久美子さんにお会い ﹁見たことないし⁝﹂

り〟について︑
たっぷりお話をうかがうこ

して︑彼女のライフワークである〝看取

﹁どうしてそんなに解るんですか？﹂
そんな或る日のことでした︒

まいなしでした︒

ください︶
︒

とができました
︵８P・９Pをぜひお読み

です︒
涙でボ〜っと霞んだ目が一点に釘付けに

と不思議がられるほどですが︑
答は簡単
﹁そういうのは︑
とっくに猫たちが教えて

柴田さんのお話の中で特に興味深かった
のは︑
〝 遺体から抜け出た魂が乳白色の
くれましたから﹂

この日シルクちゃんは︑私

〝脱皮〟という形容がピタリで︑むしろ
新しい命を感じさせます︒
しかも︑
﹁もう苦しくないよ︒ホラ︑
こんなに元気に

のですから︑

⁝と︑
そんな思いがビンビン伝ってきたも

なったよ︒
だからもう泣かないで﹂

﹁ワカッタ！﹂

柴田さんの話に戻りますが︑
〝看取る〟

☎092-751-3778（ガリヤ長澤）

すさを感じる中年者︒

エネルギーあふれる犬・子供と︑疲れや

る者︒

い高齢者と︑癒しのお茶のみ友達を求め

出かけるのはしんどいけど他人と話した

そのモ デル ケースの一つが〝ご 近 所コ

ことが可能です︒

範囲で︑高齢者も社会を支える側に回る

支えてもらう必要はありません︒
出来る

それを考えると︑もう若者だけに社会を

可能な期間も大幅に延びました︒

若 者や身 内 だけに頼るのではなく︑ま

ミュニティ〟だと私は思います︒
た︑
一人で数人を支えるのではなく︑全世

要と供給が噛み合うと︑少子高齢化にお
優位性は︑
とてつもない利点になります︒

とずつ支え合うのです︒
地理的優位性の

うのを断念されたため︑私の犬の預かり

お向かいのご夫婦は︑高齢により犬を飼

４割は独居になる﹂

割合が全世帯の４割︑また︑その高齢者の

﹁２０４０年には︑世帯主が６５歳以上の

を発表しました︒

いように思います︒

あり︑なかなか世代を超えた交流が難し

れの世代コミュニティとつながる傾向が

ただ現在は︑それぞれの世代が︑それぞ

高い〝ご近所コミュニティ〟なら︑それが

代の十人が互いに全世代の十人をちょっ

少子高齢化

十分可能だと思います︒

をとても楽しんでいらっしゃいます︒
その

そこで〝犬〟の登場です︒
犬は︑旦那も

年齢や性別︑ライフスタイルや価値観を
減り︑それに反比例するように高齢者は

超える〝つなぎ役〟が必要でしょう︒
増えるのです︒

子供もいない独居の私を〝ご近所コミュ

働く世代や高齢者ケアの世代はどんどん
すっかり親しくなって︑時折お向かい宅で

ニティ〟とつなげたのですから︒

というものです︒

犬と一緒に︑奥様とテレビを見たりお茶

方自治消失・治安︑教育︑福祉水準の低

それは︑経済の衰退・インフラ劣化・地

と一緒に元気よく遊んでくれます︒
体力低

また︑近所の子供たちは我家を訪れ︑若犬

未曾有の危機です︒

下など︑日本国が崩壊しかねないほどの

通・共有だけでは不足なので︑前述した

る日 本では︑同じ地 域に住むという共

重要ですが︑豊かになり〝個〟で暮らせ

コミュニティには︑共通・共有する何かが

ように犬がその役割を果たしてくれる

たしかに︑
これでは若い世代は

と思います︒

﹁子供どころじゃない自分たちのことで精

りです︒

と思うでしょう︒

いっぱい﹂

齢者＋私たち予備軍は認めざるを得ない

の全てを支えることや︑若者が高齢者す

そこで一つ提案です︒

〝犬〟もあると考えます︒

私は〝少子高齢化の打開策〟の一つに︑

﹁住民みんなで犬を飼う﹂

ませんか？

なんていかがでしょう？犬も子供も減っ

と思います︒

た今だからこそ︑素敵なアイデアと思い
高齢者の健康寿命は劇的に延びて︑就労

今こそ犬を！

べてを支えるのは︑もう無理なのだと︑高

若者が減った今︑これまでのように子が親

育った犬にとっては〝知らないタイプの人

手入れが出来ない者︒

時間を持て余す高齢者と︑忙しくて庭の

求める独居者︒

犬を飼えない高齢者と︑飼犬の預け先を

地理的優位性

いこと尽くめなのです︒

に馴染む練習〟にもなるので︑
︑本当にい

しかも︑お 年 寄 りや子 供 が 居 ない家 で

下したアラフィフの私にとっては大助か

なりました︒

を飲んだりして︑ひと時を過ごすように

お礼にと旦那さんは我家の庭の手入れを

子高齢社会〟における恐ろしい調査報告

厚生労働省は２０１８年に︑日本の〝少

いて〝徒歩三分のご近所〟という地理的

おもしろいもので︑このように上手く需

される〟こと︒

ことは〝膨大なエネルギーのバトンを渡

やっと︑
涙が止まりました︒

抱いて逝かせた後も︑
抱きっぱなしです︒

あんまり言うので︑
受入れました︒

﹁はよ︑
火葬しちゃらないかんやろが﹂

た︒

そこに︑
見かねた母が割り込んできまし

っちゃありません︒

でしたが︑
当時の私はそんなの︑
知ったこ

理想的〝看取り〟の実践

〝抱いて逝かせる〟という

今にして思えば ︑まさに

ました︒

の腕の中で息をひき取り

時は二十年ほど遡ります︒
時のことでした︒
１９９７年１２月２４日︑ ﹁シルクちゃん！﹂

来ましたので︑
ナニゲにそれを眺めていた

なったのです︒遺体の写真が出来上がって

光のような形状をしている〟というくだ
りです︒

渦巻き風な
輪の中に
シルク
ちゃん◀

♡の
一筆描き？

犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

仔猫ちゃんたちが、
家族を探しています。
もし、ご縁を感じたら
ご連絡ください。

してくれて︑
独居の私は大助かりです︒

ご近所コミュニティ

犬は少子高齢化を救う

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④

No.19
◀犬のおかげで
すっかり親しくなった
お向かいさん。
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(通巻No.310）

No.19
proﬁle

オープニング映像を観てる
お客様たち。
（於：ニューオータニ）

シルクちゃんの旅立ち
から半年後に催された
〈ガリヤ 100 号記念パー
ティー〉にお祝いに現
れたシルクちゃん。
シルクちゃんの勇姿も
さることながら 100 分
の 1 秒というシャッター
スピードの中で、凄ま
じい勢いをもって描か
れた♡は、いつ見ても
何度見ても、心がホッ
コリします。
▼わかりやすいように図説

▲犬と遊ぶために
集まってくる
近所のこどもたち。

５月３日撮影

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

Photo
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とずつ支え合うのです︒
地理的優位性の

うのを断念されたため︑私の犬の預かり

お向かいのご夫婦は︑高齢により犬を飼

４割は独居になる﹂

割合が全世帯の４割︑また︑その高齢者の

﹁２０４０年には︑世帯主が６５歳以上の

を発表しました︒

いように思います︒

あり︑なかなか世代を超えた交流が難し

れの世代コミュニティとつながる傾向が

ただ現在は︑それぞれの世代が︑それぞ

高い〝ご近所コミュニティ〟なら︑それが

代の十人が互いに全世代の十人をちょっ

少子高齢化

十分可能だと思います︒

をとても楽しんでいらっしゃいます︒
その

そこで〝犬〟の登場です︒
犬は︑旦那も

年齢や性別︑ライフスタイルや価値観を
減り︑それに反比例するように高齢者は

超える〝つなぎ役〟が必要でしょう︒
増えるのです︒

子供もいない独居の私を〝ご近所コミュ

働く世代や高齢者ケアの世代はどんどん
すっかり親しくなって︑時折お向かい宅で

ニティ〟とつなげたのですから︒

というものです︒

犬と一緒に︑奥様とテレビを見たりお茶

方自治消失・治安︑教育︑福祉水準の低

それは︑経済の衰退・インフラ劣化・地

と一緒に元気よく遊んでくれます︒
体力低

また︑近所の子供たちは我家を訪れ︑若犬

未曾有の危機です︒

下など︑日本国が崩壊しかねないほどの

通・共有だけでは不足なので︑前述した

る日 本では︑同じ地 域に住むという共

重要ですが︑豊かになり〝個〟で暮らせ

コミュニティには︑共通・共有する何かが

ように犬がその役割を果たしてくれる

たしかに︑
これでは若い世代は

と思います︒

﹁子供どころじゃない自分たちのことで精

りです︒

と思うでしょう︒

いっぱい﹂

齢者＋私たち予備軍は認めざるを得ない

の全てを支えることや︑若者が高齢者す

そこで一つ提案です︒

〝犬〟もあると考えます︒

私は〝少子高齢化の打開策〟の一つに︑

﹁住民みんなで犬を飼う﹂

ませんか？

なんていかがでしょう？犬も子供も減っ

と思います︒

た今だからこそ︑素敵なアイデアと思い
高齢者の健康寿命は劇的に延びて︑就労

今こそ犬を！

べてを支えるのは︑もう無理なのだと︑高

若者が減った今︑これまでのように子が親

育った犬にとっては〝知らないタイプの人

手入れが出来ない者︒

時間を持て余す高齢者と︑忙しくて庭の

求める独居者︒

犬を飼えない高齢者と︑飼犬の預け先を

地理的優位性

いこと尽くめなのです︒

に馴染む練習〟にもなるので︑
︑本当にい

しかも︑お 年 寄 りや子 供 が 居 ない家 で

下したアラフィフの私にとっては大助か

なりました︒

を飲んだりして︑ひと時を過ごすように

お礼にと旦那さんは我家の庭の手入れを

子高齢社会〟における恐ろしい調査報告

厚生労働省は２０１８年に︑日本の〝少

いて〝徒歩三分のご近所〟という地理的

おもしろいもので︑このように上手く需

される〟こと︒

ことは〝膨大なエネルギーのバトンを渡

やっと︑
涙が止まりました︒

抱いて逝かせた後も︑
抱きっぱなしです︒

あんまり言うので︑
受入れました︒

﹁はよ︑
火葬しちゃらないかんやろが﹂

た︒

そこに︑
見かねた母が割り込んできまし

っちゃありません︒

でしたが︑
当時の私はそんなの︑
知ったこ

理想的〝看取り〟の実践

〝抱いて逝かせる〟という

今にして思えば ︑まさに

ました︒

の腕の中で息をひき取り

時は二十年ほど遡ります︒
時のことでした︒
１９９７年１２月２４日︑ ﹁シルクちゃん！﹂

来ましたので︑
ナニゲにそれを眺めていた

なったのです︒遺体の写真が出来上がって

光のような形状をしている〟というくだ
りです︒

渦巻き風な
輪の中に
シルク
ちゃん◀

♡の
一筆描き？

犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

仔猫ちゃんたちが、
家族を探しています。
もし、ご縁を感じたら
ご連絡ください。

してくれて︑
独居の私は大助かりです︒

ご近所コミュニティ

犬は少子高齢化を救う

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④

No.19
◀犬のおかげで
すっかり親しくなった
お向かいさん。
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(通巻No.310）

No.19
proﬁle

オープニング映像を観てる
お客様たち。
（於：ニューオータニ）

シルクちゃんの旅立ち
から半年後に催された
〈ガリヤ 100 号記念パー
ティー〉にお祝いに現
れたシルクちゃん。
シルクちゃんの勇姿も
さることながら 100 分
の 1 秒というシャッター
スピードの中で、凄ま
じい勢いをもって描か
れた♡は、いつ見ても
何度見ても、心がホッ
コリします。
▼わかりやすいように図説

▲犬と遊ぶために
集まってくる
近所のこどもたち。

５月３日撮影

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

Photo
Garally

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︒

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︶
①日々の暮らしが明るく楽しくヴィ

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

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︒

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

)

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
りません︒お一人でも多くのご入会を︑

夢ちゃんです︒移動するとき何処にでも飛

たとえばチリ取りの中に顔をつっこんで動

こうとしなかったり︒たぶん壁と錯覚した

動愛園 博多斎場

動物大好きなＮＰＯ法人が運営する動愛園は︑
﹁愛しい家族と納得ゆくまでお過ごし頂けますよう⁝﹂
との祈りに満ちた︑
福岡最大級のペット霊園です︒

このこが喜んでいる …
緑や光に︑たっぷりと包まれな
がらのお別れです⁝
て本当によかった！﹂

﹁このこが喜んでいる︒
連れてき

火葬︑納骨︑墓地はもちろん︑ご

と︑
きっと思って頂けます︒
葬儀会場も完備︒
お車でお参りの方からはよく︑
ブで心癒される﹂

﹁糸島の︑美しい海沿いのドライ
と言われる声が聞かれます︒

斬新さと優しさと⁝
一見してサロン風のため︑
﹁ここが霊園？﹂
斬新な霊園です︒

そう思われても仕方ないほど
でもこの斬新さの内には︑溢れ
るほどの癒し︑ねぎらい︑そし
込められています︒

て小さな命への感 謝の思いが

※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︒

17

たばかり︒ご両親のもとには︑そのう

⑤Ｂ会員

〒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）

16

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

-

シバ犬

http://www.douaien.co.jp

お待ちいたします︒

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）
動愛園のお問合せ・お申込み

この頃は想像もしないような事が起こりま

NPO法人 西日本動物愛護協会 一般社団法人全国ペット霊園協会

ちの一匹が届けられました︒

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

動愛園 糸島斎場

動物霊園、
動愛園がおすすめな理由

ぶので︑危なくて目が離せません︒

歳♀♂）

-

⑤中型犬

郵送

/

携帯

④Ａ会員

mail

歳♀♂）

-

③〒810-0004 福岡市…
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♀♂）

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

のでしょう︒

③ご住所

歳
②年齢
①お名前

/

電話
連絡

〒

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

動愛園糸島斎場

す︒ま︑年だからしかたないのかもですね︒

【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

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

いただいた日よけが
役に立っています︒

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

mail nagasawa@gariya.com
0120-24-7979

博多区吉塚 3-8-52

どうか夢ちゃんたちの命を応援してください！

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。

夢
で〜す
お山は実は財政難…
夢ちゃんたちのために
ご寄付をお願いいたします。

動愛園ではＮＰＯ活動の一環として
自治体で殺処分された動物達や学
術研究の為の実験動物達の火葬、供
養も行っています。

愛しいペットや遺された人たちをやさしく見守ります

博多斎場で納骨を希望さ
れる場合は近隣の明光寺
です。
やはりとても心癒さ
れるお寺です。

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。

（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

お山のシェルター便り

※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

夢ちゃん（♀）です
レオ様……………………1,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
マチナガヤチヨ様………3,000 円
イケダレイカ様…………1,000 円
オザキルミ様……………2,000 円
ナカニシトモコ様………2,000 円
ミゾカミケイコ様………5,000 円
ヒラハラヨシノリ様……3,000 円
スギレイコ様……………5,000 円
カワムラマサコ様…… 50,000 円
イコール様 ……………20,000 円
サトウトモコ様…………3,000 円
アラキマリコスミコ様… 3,000 円
レオ様 ……………………1,000 円
マチナガヤチヨ様……… 3,000 円
ナカニシトモコ様 ………2,000 円
ヨシチカノブテル様 ……3,000 円
ヒラハラヨシノリ様 ……3,000 円
ユメイッパイ様 …………3,000 円
イコール様 …………… 20,000 円

Ａ Ｑ
ＡＱ
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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
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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︒

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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務局に報告します︒
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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
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﹁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
りません︒お一人でも多くのご入会を︑

夢ちゃんです︒移動するとき何処にでも飛

たとえばチリ取りの中に顔をつっこんで動

こうとしなかったり︒たぶん壁と錯覚した

動愛園 博多斎場

動物大好きなＮＰＯ法人が運営する動愛園は︑
﹁愛しい家族と納得ゆくまでお過ごし頂けますよう⁝﹂
との祈りに満ちた︑
福岡最大級のペット霊園です︒

このこが喜んでいる …
緑や光に︑たっぷりと包まれな
がらのお別れです⁝
て本当によかった！﹂

﹁このこが喜んでいる︒
連れてき

火葬︑納骨︑墓地はもちろん︑ご

と︑
きっと思って頂けます︒
葬儀会場も完備︒
お車でお参りの方からはよく︑
ブで心癒される﹂

﹁糸島の︑美しい海沿いのドライ
と言われる声が聞かれます︒

斬新さと優しさと⁝
一見してサロン風のため︑
﹁ここが霊園？﹂
斬新な霊園です︒

そう思われても仕方ないほど
でもこの斬新さの内には︑溢れ
るほどの癒し︑ねぎらい︑そし
込められています︒

て小さな命への感 謝の思いが

※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︒

17

たばかり︒ご両親のもとには︑そのう

⑤Ｂ会員

〒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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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

-

シバ犬

http://www.douaien.co.jp

お待ちいたします︒

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）
動愛園のお問合せ・お申込み

この頃は想像もしないような事が起こりま

NPO法人 西日本動物愛護協会 一般社団法人全国ペット霊園協会

ちの一匹が届けられました︒

歳♀♂） ⑥特記事項（ご希望など）

動愛園 糸島斎場

動物霊園、
動愛園がおすすめな理由

ぶので︑危なくて目が離せません︒

歳♀♂）

-

⑤中型犬

郵送

/

携帯

④Ａ会員

mail

歳♀♂）

-

③〒810-0004 福岡市…
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♀♂）

福岡県糸島市志摩吉田1233-1

のでしょう︒

③ご住所

歳
②年齢
①お名前

/

電話
連絡

〒

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

動愛園糸島斎場

す︒ま︑年だからしかたないのかもですね︒

【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

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

いただいた日よけが
役に立っています︒

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

mail nagasawa@gariya.com
0120-24-7979

博多区吉塚 3-8-52

どうか夢ちゃんたちの命を応援してください！

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。

夢
で〜す
お山は実は財政難…
夢ちゃんたちのために
ご寄付をお願いいたします。

動愛園ではＮＰＯ活動の一環として
自治体で殺処分された動物達や学
術研究の為の実験動物達の火葬、供
養も行っています。

愛しいペットや遺された人たちをやさしく見守ります

博多斎場で納骨を希望さ
れる場合は近隣の明光寺
です。
やはりとても心癒さ
れるお寺です。

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。

（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

お山のシェルター便り

※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

夢ちゃん（♀）です
レオ様……………………1,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
マチナガヤチヨ様………3,000 円
イケダレイカ様…………1,000 円
オザキルミ様……………2,000 円
ナカニシトモコ様………2,000 円
ミゾカミケイコ様………5,000 円
ヒラハラヨシノリ様……3,000 円
スギレイコ様……………5,000 円
カワムラマサコ様…… 50,000 円
イコール様 ……………20,000 円
サトウトモコ様…………3,000 円
アラキマリコスミコ様… 3,000 円
レオ様 ……………………1,000 円
マチナガヤチヨ様……… 3,000 円
ナカニシトモコ様 ………2,000 円
ヨシチカノブテル様 ……3,000 円
ヒラハラヨシノリ様 ……3,000 円
ユメイッパイ様 …………3,000 円
イコール様 …………… 20,000 円

Ａ Ｑ
ＡＱ

丸 田 幸一のオモシロ法 律 相 談

有期雇用から無期雇用への
転換ルールの利用が始まりました

その十 九︵ 通 著 八 十 八 ︶

欠き︑社会通念上相当であると認
められないときは︑有期労働契約
が更新されたものとみなされます︒
︵平成 年８月 日施行︶
③ 有期契約労働者と無期契約労働者
の労働条件の相違に不合理な点が
あってはならないことになりまし
た︒
﹁同一価値労働同一賃金﹂とい
う視点です︒
︵平成 年４月１日施行︶

経営者の皆様は法律の抜け道を考えな

は以下のような﹁ 無期雇用転換逃れ ﹂

なければなりません︒しかし︑なかに

以上の空白期間を再雇用条件にす

④ クーリング制度を悪用し︑６か月
る︒

不利益変更をする︒

⑤ 無期雇用と共に勤務時間や賃金の

労働者の皆様は︑くれぐれもこの法

律をよく理解しておいてください︒

幸い︑近年の労働力不足で︑私が５

年前に予想したほどの違法行為は多発

していないかもしれませんが︑まだ施

行後５年経過直後でもあります︒今後

も注意深く見守っていかなければなり

ません︒そして︑日本社会に﹁謙虚な

経営者﹂と﹁真摯な労働者﹂が増える
ことを願っています︒

やっぱり︿経営者の〝働いていただ

いている心〟と︑労働者の〝働かせて

いただいている心〟﹀が︑快適な労働
環境の原点ではないでしょうか︒

金曜日

◆先着 30 名 ◆講師 : 司法書士 丸田幸一

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

有期雇用が通算５年を超えると
無期雇用に転換を求めることが
できるってほんとなの？

そうなんです︒平成 年４月１
日の改正労働契約法の施行から
５年が経ったのです︒

実はこの法律ができた当時︑平成
年 月号のＧａｒｉｙａでも取り上げ

いでくださいね︒そして労働者の皆様

た法改正でした︒
もう一度おさらいします︒この改正

どれも︑非常に大切なことですね︒
労働契約法のポイントは３つあります︒
① 有期労働契約が５年を超えて反復

がないとも限りません︒

は法律の立法趣旨をよく理解しておか
更新された場合︑労働者の申込み

就業規則に明記する︒

② ﹁５年上限﹂などの制限を一方的に

① 明確な理由もなく雇止めをする︒

により無期労働契約となります︒
︵平成 年４月１日施行︶

た︒有期労働契約の反復更新によ

② ﹁雇い止め法理﹂が明文化されまし
り無期労働契約と実質的に異なら

条件にする︒

③ 資格取得や勤務評価を無期雇用の

605 会議室

605 号会議室
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19:00〜21:00

10

ＩＮアクロス福岡

じゅく

そん

か

さて、
今年の記念講演は、
やはり
「松陰と晋作」
です。
今年は
晋作にスポットを当てます。
幕末の奇跡・吉田松陰は、
幕末
の天才・高杉晋作に生前何を伝授していたのでしょうか。
晋作の
「男子たるもの、
いつ死ねばいいのでしょうか」
とい
う問いに松陰は何と答えたのでしょうか。

金曜日

ない状態の場合や︑有期労働契約
の期間満了後の雇用継続につき合
理的期待が認められる場合に︑雇

第

24

高杉晋作が吉田松陰から学んだこと

110回
8月17日

第

109回
7月20日

最近、
相続や事業承継のご相談が増えています。
そこで、
「株
式の相続」
についてお話しさせていただきます。
事業承継に
おいて非常に大事な
「株式の相続」
ですが、
意外と注目されて
いない感じがします。
その遺産分けや相続税対策などわかり
やすくお話致します。
【歴史タイム】
は、
あの
「安政の大獄」
で命
を散らした、
後の近代日本の宝となったであろう
「若き福井藩
士・橋本左内」
をご紹介致します。
本当に残念でなりません。

19:00〜21:00

法科村塾10周年記念講演

株式の相続

25

い止めが客観的に合理的な理由を

どなたもお気軽にご参加ください！

法科村塾

◆毎月第３金曜日開催

25

ほう

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！
https://www.youtube.com/watch?v=Xgoiy-JeHTc

丸田幸一ブログ

市民公開 無料法律セミナー

11

24

25

Ｑ
雇用の転換ルール

創業八十年

花火に 勝つ

東京堂

増江麻友さん

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

福岡県福岡市博多区中洲 5-1-20
※地下鉄中洲川端駅から徒歩１分

博多座●
リバ
レイン●

東京堂■

那珂川

中洲大通り

至天神

那珂川

ビューティ
サロン
明治通り

東京堂グループ

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

※お早めのご予約を
お勧め致します。
※所用時間は１時間
以内です。

スタッフ
募集中
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髪技ならぬ神技？

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〜

浴衣美人は花火より綺麗

※＋500 円で炭酸水シャンプー

今年も美しい日本の夏の風物詩︑花火の季節
が訪れました︒

※17:00 以降 1,500 円

シャンプー…………1,500 円

ところで︑東京堂が打ち上げる〝浴衣美人〟
については︑どうでしょう？
﹁わっ 花
…火より綺麗そう ﹂
…
なんて︑思われませんか？

セット………………3,000 円〜

最強無比の連携プレイ

menu 一例 ※税抜き価格

大濠公園
花火大会の場合
3,500 円（税別）
大濠公園以外の
花火大会の場合
4,000 円（税別）

なにしろ〝着付け〟は技能功労賞受賞の上級
着付師・増江満香さん︵東京堂三代目︶が率
いる熟練着付師たち︒
そして〝ヘアセット〟は︑神技とまで評判を
うつ増江麻友さん︵東京堂四代目︶という︑
まさに最強無比の連携プレイです︒

※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

浴衣の着付
＆ヘアセット
特別料金

ライバルは 花
…火です︒

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

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

東京堂の髪と着付け

！
！

いちど﹂という言い方に﹁同じこと何

にそれらは出てきた︶
︒

前が出てくる ︒︵昔は映画のはじまり

なく︑映像と音楽の進みぐあいを見て

自分の演技とか︑監督の演出とかでは

スクリーンにひきこまれてしまった︒

度もできないよ﹂と言い放ったりして︑

映画完成後︑全編に流れていた現代

ヒンシュクをかった︒

音楽風のバックグラウンドミュージッ

いたようだ︒

あそこにはこの曲と選んで︑編集の職

ことになった︒映像のここにはあの曲︑

ンダーグラウンド文化が盛り上がって

あの頃の自分が見えてきた ︒新宿でア

全部終って︑映画館の連中と飲んで︑

クを全部さしかえて︑私の何枚目かの

ナリティをやり︑ホールでのコンサー

アルバム﹁陽のあたる翼﹂の唄を使う
古希︒７０歳になった︒

いた１９７０年前後の話だ︒

新宿アートシアター︒松本監督作品

人とふたりで︑
﹁ あと３秒待って入れ

てくれ﹂とかいう徹夜の作業が︑いち

で最初のヒッピー﹂と言われた長髪を

ロックミュージカルの音楽監督なんか

のデュオ︶もラストシーンで唄った︒

上演され︑シモンサイ︵私と斉藤ノブ

さらに映画出演の話が来て︑﹁日本

トもやった︒

バッサリ切って豊橋のロケ地へ行った︒

していた私にとって︑それはそんなに

監督は松本俊男というおじさんで︑

るので︵今は亡き松本俊男監督作品ウ

争﹂を︑大阪の小さな映画館で上映す

今年の３月︑その映画﹁十六歳の戦

唄われた︒

の詩と私の曲で﹁ 眠るのがこわい﹂が

浅川マキのデビューライブ︒寺山修司

寺山修司の﹁星の王子さま﹂もそこで

頭の中に霧がたちこめている︒時々天

デビュー前の秋吉久美子︑往年の大

︵初の長編映画︶はそこで上映された︒

空からの光が射しこんでくる︒身体は

女優︑嵯峨三智子︑まだ４０代だった

地下にあったミニ劇場︵さそり座︶で︑

ド素人の役者であり︵もちろん映画は

実験映画とか実験演劇という 言葉が

ニューヨークのキッドブラザースの

あちこちきしんでいるが︑気持ちは妙

むづかしいことではなかった︒

ばんおもしろかった︒

にいい︒多分︑この感じをボケという

ろうケーシー高峰なんかにアイサツし

ヨークから日本に還ってきた︒レコー

あった︒ああ ︑あのあたりから私のモ

て映画撮影がはじまった︒

ド業界︵まだＣＤなんてこの世になか

イークみたいな形で︶トークゲストで

ノヅクリははじまったんだとしみじみ

来てくれないか︑という話があった︒

感じた︒その頃の人たちはどんどん消

はじめて︶ニューヨーク帰りで︑つっ

当時の大根役者まるだしの自分の演

ぱりまくっていた私は︑監督の﹁もう

技など見たくもなかったが︑今ちょう

えてゆく︒

ニューアルバムを全編に流そうと考え

少しだけモノヅクリをつづけようと思

私はボケをエネルギーとして︑もう

ープニングシーン︑止まったトラック

ている︶そのトークゲストの話を引き

の荷台から飛び降りて来たのは︑２７

う︒そうそう︑﹁十六歳の戦争﹂のオ

そのフィルムは傷ついていて︑いか

歳の私だったのだから︒

六角精児との最新コラボ版﹁緑の匂
い﹂など︑下田逸郎
の楽曲 CD
は︑下田
通信所より通信販売
にても︑お求め頂け
ます︒

…………………………………

にも古い映画みたいにはじまった︒夜

こっちに向かって走ってくる︒ポリド

ールのスタジオで安田裕美が弾いた

ントロが流れてくる︒トラックが近づ

﹁さみしい人達﹂の８ビートのギターイ

いてくる︒
﹁十六歳の戦争﹂というタイ

トルが出る︒スタッフやキャストの名

下田逸郎通信販売

明けの一本道の遠くからトラックが

受けた︒

はなく監督として︑さらに今制作中の

ど︑映画制作の話が進行中で︵ 役者で

った︶で︑毎年ＬＰアルバムを出すよ

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。

１９７３年︒２５歳の時に︑ニュー

のだろう︒

がする︒

瀑として時空をつきぬけてしまった気

十六歳の戦争
うになり︑ラジオで深夜番組のパーソ

下田逸郎
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ラ ブソングの 元 祖︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼
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7 月 15 日 8 月13 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、
7 月 6 日 8 月5 日
7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】

7 月 1 日 7 月30 日 8 月 28 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。

のエネルギー

東30度、西南60度、西30度

九紫火星

櫻庵 幸縁

八白土星

七赤金星

東南60度、西南60度、西北60度
東北60度、東南60度、西30度

※東30度とは、東を中心とする30度のエリアを示します。

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

も

弥聞冥問占術

セブン●
イレブン

■
バヤール

ー
ー

日赤通り

西鉄薬院駅

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

電気ビル●
共創館

☎080-5218-0903【完全予約制】

ー至天神
ー
ー
ー
ー

や

渡辺通り

ときこさん

渡辺通りの
開運母さん

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

占いの館 バヤール

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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吉報位を味方にしよう

東30度、東南60度、西南60度、西30度

東30度、東南60度、西30度

方位学とは ︑四千年前に中国で始まった
陰陽五行思想に基づく学問です︒三国志
の諸葛孔明も方位を活用していました︒

東北60度、西北60度

六白金星

7 月 28 日 8 月26 日

なんとなくついていないと思う時は︑思
い切って吉方位の場所︵方位は住居から
計測︶
へ行ってみませんか？
一泊 二日より二 泊 三日の方が効 果があ
ると言われています︒良い運気を上手に
取り入れる開運方法の一つなので ︑お試
しあれ︒

五黄土星

7 月 25 日 8 月23 日

気分に動かされやすくなります。
発言や行動は慎重に。

まず︑ご自分の生年月日から本命星を調
べ︑左の吉方位表をご確認下さい︒
ただしこれは年盤︒月ごと日ごとの吉方
位がありますので ︑気になる方はお調べ
ください︒方位学は奥が深いのです︒

四緑木星

東南60度、西南60度

ちなみに平成三十年は九紫火星がめぐ
るため ︑華やかで活動的ないっぽう火山
活 動 が 活 発になったり隠 れた事 が 露 呈
しやすい年回りとなっています︒

西北60度

のエネルギー
十三夜
【感情】

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。

吉方位

三碧木星

7 月 20 日 8 月18 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。

満月
【感謝】

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。

二黒土星

７月 13 日 8 月 11 日

のエネルギー
三日月
【魔除け】

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。

東30度、東北60度、西南60度

sai enn

のエネルギー
二十六夜
【神秘】

一白水星

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…？

7 月 9 日 8 月7 日

本命星

櫻庵 幸縁

のエネルギー
新月
【開始】

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︒

〈7 月上旬〜 8 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
■３回目の発生日…紫

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

ホテル
ニュー
オータニ
サニー

︻Essay

Cozue︼

お悩み解決！
伝言レシピ

その

実際はその人もダメ元で言ってみただ

言っているようで気が引けますよね︒

相手構わずお持たせやご招待で披露し

端な味覚のお好みがおありでしたら︑

甘いもの塩辛いもの辛いものなど極

スパイスでアピール！
﹁私の趣味はこれです！﹂

けで︑あなたの気にするような繊細な

てください︒

先のことは気にせず笑って断って次

すい為︑全く辛くない麻婆豆腐をご馳

から辛いのが得意だろうと誤解されや

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︒

の日に晴れやかに挨拶すればしこりは

す︒

気持ちは持ち合わせていないと思いま

近所で︑たまたま子どもが同じ

わたくしの場合︑スパイス研究家だ
クラスの方に困っています︒気

残らないと思うのですが︑それができ

いますよ︒

い方の多様さをお話しするようにして

スは辛いものばかりではないこと︑使

辛いのは苦手だと伝えます︒スパイ

肉とトマトを煮込んだものです︒

鶏ガラスープの塩味に豆腐と豚ひき

走することがあります︒

さくに話したりするのですが友人とは

ないから悩むのですよね︒

︶友達だか
代の仲間だと思っています︒

︵友人と呼べるのは学生時
思えません︒

心がけていることをアピールしてく
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まずいものを美味しいと
言わなくてはならない苦痛

日頃の心がけで断る耐性を作るとい

﹁私の趣味はこれです！﹂とい
ださい︒

ブログ／http://cozuee.sblo.jp

らといろんなことを頼んできます︒

うことが大切だということもお分かり

のご様子︒自分だけが心がけても相手

が全く合わず着たくも
わせる手前着なくては

と怪しまれ不気味がられる可能性もあ

にとっては︑急に人が変わったようだ

な い の で す が︑顔 を 合
いけないのが苦痛です︒

日頃の心を強く持つ

う主張を日頃からじわじわと︒

ります︒

い つ も 唐 突 な の で︑瞬
時に断ることができず

にはどうしたらよいで

受け入れてしまいます︒

しょうか︒

料理で慣らしてもいいですね︒味覚

のを美味しいと言わなくてはならない

の主張は身と心を守ります︒まずいも

ません︒

苦痛は︑服のそれとは比べものになり

スパイスは辛いものばかり
ではありません
全く辛くない麻婆豆腐とか

・調理師
・スパイス研究家
・農林水産省 食のオフィシェ

最近ではいらない洋服を譲ると言っ

●● 募集します●●

て買わされ辟易しています︒正直趣味

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？

笑って断って
晴れやかに挨拶
したいけど …
服 は︑気 に 入 っ
たのがないと言
うとその人のセンスが
よくないと遠回しに

Cozue
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他の漢方を組み
咳止め、
腰痛、
合わせ、
胃腸を整えるなど効
能があるそうです。

八角（スター
ア ニ ス）は、漢
方にも使われて
います。

by
豚肉を煮込んだり炒
めたり、唐揚げの粉に
加えると本格的な中華
料理に昇格します。あ
くまでほんの少量お使
いください。
他には八角（スター
が浮かびます。
アニス）
中国のミックススパイ
ス「五香紛」に入って
いる中心的な香りで
す。
スパイスは好き嫌
いが分かれるもので
す。香菜（パクチー）
などは人気ですが、
苦手な方は一定数い
らっしゃいます。

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

随分前からあるお話ですが︑
﹃百匹目の猿

いくことで︑生き生きとしたあなたを見て

あなた一人が︑とてもポジティブに生きて
﹁あなたのようになりたい！﹂

べるようになりました︒すると︑それを見

﹁あなたみたいに生きていきたい！﹂

ていた他のメス猿達が次々とマネをし︑大
半の猿が川の水で︑芋を洗って食べるよう

りが可能になるはずです︒

互いが助け合い︑高めあいながらの輪づく

そのような人が︑一人二人︑と集ることで︑

﹃類は類を呼ぶ﹄という法則そのものです︒

りに集ってくるのです︒

と︑思う人が︑いつの間にかあなたの周

になりました︒
ほどなくして︑川の水が枯れてしまうと︑
猿達は海辺へ進み︑今度は海水で洗って食
べ る よ う に な っ た の で す︒川 の 水 に 比 べ︑
海水で洗うと︑塩味で芋は味つけされ︑お
ま さ に 猿 知 恵 そ の も の で︑猿 達 の 間 に︑

いしく感じます︒
その海水洗いで食べることが定着していき
ました︒

そ の 輪 の 中 が︑一 定 の 人 の 数 に な る と︑

ことになります︒そして︑異なる地で︑また︑

それは強い波動となり︑他に伝播していく

その輪づくりは自然体でなされていくので

そ の 行 為 が︑群 れ の 中 だ け の 現 象 だ と︑
なあ﹂

猿は︑言語での伝達法も持たず︑遠隔地へ

県 高 崎 山 の 猿 達 に ま で 現 れ て き た の で す︒

この海水での芋洗い現象が︑遠くの大分

今のあなたが︑現時点でどのように変わ

い遠大なことではありません︒

いくための地球救済は︑手の届きそうにな

私達が︑生き生きと喜びに満ちて生きて

ありません︒

す︒それは︑夢見るユートピアづくりでは

﹁アーそうか︑猿まねで拡がっていったんだ
で︑すむのですが︑そうでないところが

匹目の猿現象﹄と名づけたのです︒百匹と

生息する猿達へ﹃芋洗い﹄を直接伝えるこ

り︑身近な人のために︑何を成すかなのです︒

不思議なことなのです︒

いう数字は︑そのきっかけとなる一定量を

と は 不 可 能 な は ず で す︒し か し︑現 実︑高

その猿になることができるかは︑拙著︵
﹁早

︿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！

現象﹄という話を御存知ですか？これにつ
いて︑ある書から抜粋しました︒
﹁ある行為をする個体の数が一定量に達す
ると︑その行動は︑その集団だけにとどま
らず︑距離や空間をこえて広がっていくの
です︒
生物に見られるこの不思議な現象を︑ラ

やさしくいいかえましょう︒どこかで誰

崎山の猿達も︑芋を洗って食べ始めたので

く気付けばそれだけ早く幸せが来る﹂
︶を幾

福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)

意識変革の猿達が地球を救う

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!

波動のチカラ

■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

●クエスト 薬院店
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イアル・ワトソン︵英国 生命科学者︶が﹃百

かが何かいいことをはじめると︑それは集

便宜的に数値化したものです︒

団内で必ずマネされます︒そのマネが一定

粋した内容のように︑遠隔地でも︑同じよ

具 体 的 に︑何 を ど の よ う に 成 す こ と で︑

す︒

うな現象が起こるという事実そのものなの

このことが︑先に船井幸雄氏著書より抜

のパーセンテージに達すると︑遠く離れた
体 に 浸 透 し て い く メ カ ニ ズ ム の こ と で す﹂

ところでも︑同じ現象がはじまり︑社会全
︵
﹃百匹目の猿﹄故 船井幸雄著より︶

以上 のよう なこと に意識 のある あなた で

ヒントになれば幸いです︒

思います︒

度かお読み頂ければ何かを感じて頂けると
たった一匹のメス猿が行ったよいこと︵海

です︒
この﹃百匹目の猿現象﹄は︑いろんな書

水での芋洗い︶が︑数多くの猿達に模倣さ

あれば︑必ず︑すばらしい百匹目の猿にな

物で引用されますが︑実際にある話です︒

一定の猿達に定着すると︑いつしか全く離

れました︒群れの中で広まり︑その行為が
れた地域の猿達に伝播されていったのです︒

れるものと信じてやみません︒

宮崎県の幸島という無人島に住む猿達の

驚くべき事実です︒これらの現象は︑人

で き ご と で す︒四 十 年 も 前 か ら の 話 で す︒
猿達は与えられた芋を︑体で泥を落とすな
どして食べていました︒

の世界にもいえることではないでしょうか︒

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!
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ある時︑若いメス猿が川の水で洗って食

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

8/19（日）& 9/9（日）& 10/21（日）17:00〜20:30( 含、食事時間）
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輝きアップ１Dayセミナー

杉林せい子の

！
？

〜あなたもなれる百匹目の猿〜

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︒
メール・FAX・書簡で
思うこと︑
伝えたいこと︑

スピリチュアル体験って皆さんけっこうあるん
ですね︒
ユニークなものをピックアップして︑披
露させて頂きました︒

私のスピリチュアル体験
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︒

します︒でも使用済みということは︑沢山
の﹁念︵思い︶
﹂が籠っているわけですよね︒
﹁思い﹂は科学的見地からも﹁波動﹂であ
るという説が有力ですから︑たしかに︑お
数珠に籠っていた波動が何らかの影響を及
ぼしたと仮定してもよろしいのではないで
しょうか︒

﹁すごく気持ちいい﹂と勧められて︑さっそ
越した夜からそれは始まりました︒

悩まされました︒念願の家を新築し︑引っ

私は一ヶ月もの間 ︑連続して毎晩金縛りに

新築の我が家に
メガネ男の来訪と金縛り
必死で説得しました

く使いました ︒ところが眠りに入った途端

母がバザーで手作り枕を買ってきました︒

真冬の新千歳空港︑悪天候で飛行機が降り

不思議な夢をみました
られず何時間も空の上で旋回 ︒いつ降りら

なりました︒ベッド入ると︑いきなり金縛

小学生の息子が母親と寝ると言い出しまし

りです︒メガネをかけた男が入って来たよ

包まれて︑身体がぜんぜん動かなくなりま

﹁ザ〜ザ〜 ﹂と滝の中に居るような激音に

らまた眠りに入ったら ︑その途端また﹁ザ
うな気配がしました︒

れるかもわからず︑私は寝てました︒

〜ザ〜ザ〜﹂という激音に包まれて身体が
金縛り体験は初めてではありませんでした

たので︵ 何か感じたのかもしれませんね ︶

られて拍手おこったよね？﹂と伝えると﹁ま

ころで目が醒めて ︑隣の母に﹁ 今無事おり
動かなくなりました︒
から疲れのせいだろうくらいに思っていまし

した︒いわゆる金縛りです︒

だ降りられないわよ ﹂︑と言われた 直後に
その時︑ふと母が買ってきた枕が目に入っ
たが ︑ 翌日 もそのまた翌日もベッドに入る

夢で ︑今と同じ状況から無事に降りられて

﹁今から着陸準備に入ります﹂と機内アナ
たので︑まさかと思いながらも枕を外した
なり金縛りが来ます︒メガネ男もセットで

しばらくは 私が息子のベッドで寝ることに

車輪が地面に着いた揺れの中 ︑乗客から拍

ウンス︒
翌朝﹁あの枕はおかしい﹂と母に訴えると︑

ところ朝までグッスリ眠れました︒
す︒寝ると必ず金縛りです︒

なんとか必死で起き上がって︑一息ついてか

手喝采 ︒ 隣で母がすごくおどろいていた
驚いたことに枕の中身は︑古 くなって使わ

乗客から﹁ ワアッ！﹂と 拍手喝采というと

ことを覚えています︒

せっかく新築した家も守らないかん︒

ら息子が襲われる︒息子を守らないかん︒
﹁ふざけるな！いいかげんにして下さい！な

もの凄くきつかった ︒ だけど自分が逃げた

が︑﹁あんたが不信心やけんたい﹂と一笑

なくなったお数珠でした︒
﹁原因はそれだ！﹂

︻編集室︼
〝予知夢〟という類いのものです
に付されてしまい︑むしろありがたがって

んでこんなことをする？賃貸ならまだ我慢

︵田代夏海 ３０代 事務職︶

ね︒しかし普通は不安で眠れないんですけ
母は今もその枕で寝ています︒

できるが ︑せっかく建てた家だ ！ 前はあん

と確信したので捨てるように伝えたのです

ど︑よく眠れましたよね︵笑︶
︒そんな太っ
︵ジュン ３０代 教師︶

殻とか色々ありますが︑お数珠の玉で枕を

︻編集室︼枕の中身としては小豆とかソバ

んことされても俺はいっちょんわからん！

だ！ 目的は何だ？ちゃんと説明しろ ！ こげ

たが住んど ったかもしれんが︑今は俺の家

腹さに不思議現象が共鳴した⁝とか？

気持ちいいはずの枕で
金縛りになった！

何か俺に伝いたいとなら 他の方法で判るよ

どなたなのかさっぱり判らない︒名前を正

作るという﹁物を大切に﹂の発想には感心

︵永野 ４０代 IT関連事業経営︶

ブルという映画を思い出しちゃいました︒

二日かかったので︑行も二日間続きました︒

結局ニニギノミコトという神名が分るまで

続きます︒

しく言わない限り︑この状態はいつまでも

大事故に遭遇しても奇蹟の生還を果たす彼

事故に遭遇するたび
なんで無傷かな？
事故で︑ 相手の車のフロントガラスが割れ

理矢理連れて行かれました︒ かなり検査

座るだけで降臨ですか？

ことがあったんですか？そこに輪になって

ウエアが頑丈だったから だろう﹂と思って

たまたま姉に困った問題が起こり︑
﹁篠栗に

孫降臨﹂の主人公の神様です︒

トとおっしゃいます︒日本神話の世界では
﹁天

名前は⁝アマテラスオオミカミ︑オオクニ

ちゃ当たるですから︒ところが私が言える

証できることですかね︒下手な鉄砲も数打

神様が現実界に降臨なんて︑本当にそんな

しいですね ︒けんめいの説得に応じてくれ

いました︒筋肉や骨の作りが特別というの

飲酒運転を見たら迷わず 110 番！

﹁見えないものは信じられない﹂と言われる
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自由に送ってください︒
︵詳細は 次々ページ！︶

うに伝えろ ！ 無理に出ていかんでもいいけ
ど ︑目的は何かそれだけははっきりしろ！﹂

るくらいの衝撃で跳ね飛ばされました︒と

︻編集室︼ブルースウィルスのアンブレイカ

ていった︒

︵なかむら ６０代 自営業︶

って必死で説得した ︒ そしたら一ヶ月で出
やっぱ逃げずに︑ まっすぐ向き合うことが

の正体は︑実は人々を救うヒーロー⁝︒

︻編集室︼篠栗町といえば四国と同じよう

ころが僕は無傷だったんです︒なんともな

大事なんですよ︒
いから直ぐに起きて︑立ち去ろうとしたく

されましたが何ともありませんでした︒

私は十二年ほど前に神話の神様が私の身体

︵濱田 ４０代 美容室経営︶
編集室︼それにしてもよく一ヶ月も付き合
こういうことは初めてではなく︑バイクで

に降りて来られるという驚異的な体験をし

参加の心得は︑神様の名前を片っ端から暗

に八十八カ所の霊場巡りで知られる地域で

いましたね︑忍耐力が凄いです︒普通はお
１８０キロ飛ばして転倒した時も︑ やっぱ

たことがあります︒その神様はニニギノミコ

らいですが ︑﹁とりあえず病院に﹂って無

寺とか霊能者とか ︑その道の専門家のとこ

り無傷でした ︒そうとう激しく投げ出さ

すが︑しかしビックリです︒神話の世界の

ろに駆け込んで﹁ 除霊お願いします！﹂っ

れたんですが︑この時は﹁身につけていた

神話の神様
ニニギノミコトが
私の身体に降臨

張ったんですね︒
〝 メガネをかけた男〟も優

て流れになるんですが ︑ 最後まで自力で頑

たというか︑あるいは﹁こいつに説明して

ヌシノミコト⁝くらい︒まずは古事記
︵漫画︶

し﹀の行をすることになりました︒

方は多いですね︒それはそれでいいと思い

後記
翌日の深夜︑信者さんたちも集まってくれ

るものいつか壊れる〟つまり諸行無常の世

ます︒ でも実際のところはどうでしょう？

界です︒

て︑私たちは輪になって座りました︒

ツブツ話します︒その状態が３０分ほど続

大切なもの︵命︶が見えなくなった時︑人

ふうにできている気がしませんか？〝形あ
いて︑やっと終ってくれたと思った瞬間︑今

は初めて︑見えないものを信じたくなるの

﹁見えるものは信じられない﹂⁝と︑こんな

度は私に異変が起こりました︒なんと私に

行が始まると隣に座った姉が突然ガタガタ

神様が降りて来られたのです︒

では？

なかった方もありがとうございました！
次号のテーマは次ページをご参照ください！

ご応募ありがとうございました！採用され
ぺら喋る︒意識も身体もまったくコントロー

お待ちしています！

身体は硬直して動かないのに︑口だけは激

ルが効きません︒しかし憑ってきた神様が

しく動いて自分でも意味不明な言葉をぺら

していなかった事態でした︒

単に付き添いのつもりでしたから全く予期

震え出し︑何やらわけのわからんことをブ

解決法を聞いてみよう﹂︑つまり︑︿神降ろ

す︒その折に﹁守護神に降りてきてもらい

でも読んで神話のお勉強からですね︒

高名な霊能者の先生がおられるから相談に

福岡県警察

行きたい﹂というので私もついていったので

とはちょっと違う気がしてます︒

少しでもお酒を飲んだら運転は

絶対しない！

体重 が６０㎏の男性の
アルコール処理時間

酒運転をしないように注意しましょう！

分自身はもちろん︑家族など大切な人が飲

けず︑帰るころにはまだ残っています︒自

ますが︑飲んだお酒は身体からすぐには抜

ンプやバーベキューなど飲酒の機会が増え

これからの暑い時期︑海水浴やお祭り︑キャ

睡
※眠時や体調や体質により
さらに時間がかかります︒
また一般的に女性は男性より
時間がかかると言われています︒

⬇ 約４時 間

コップ１杯

200ml

1合
500ml

水割 5:5

＝
＝
＝

焼酎
ワイン
日本酒
ビール
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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。

もわからんだろ﹂って諦めたというか︒

意外とかかる
アルコールの処理時間

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︑

スピリチュアル体験って皆さんけっこうあるん
ですね︒
ユニークなものをピックアップして︑披
露させて頂きました︒

私のスピリチュアル体験
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︒

します︒でも使用済みということは︑沢山
の﹁念︵思い︶
﹂が籠っているわけですよね︒
﹁思い﹂は科学的見地からも﹁波動﹂であ
るという説が有力ですから︑たしかに︑お
数珠に籠っていた波動が何らかの影響を及
ぼしたと仮定してもよろしいのではないで
しょうか︒

﹁すごく気持ちいい﹂と勧められて︑さっそ
越した夜からそれは始まりました︒

悩まされました︒念願の家を新築し︑引っ

私は一ヶ月もの間 ︑連続して毎晩金縛りに

新築の我が家に
メガネ男の来訪と金縛り
必死で説得しました

く使いました ︒ところが眠りに入った途端

母がバザーで手作り枕を買ってきました︒

真冬の新千歳空港︑悪天候で飛行機が降り

不思議な夢をみました
られず何時間も空の上で旋回 ︒いつ降りら

なりました︒ベッド入ると︑いきなり金縛

小学生の息子が母親と寝ると言い出しまし

りです︒メガネをかけた男が入って来たよ

包まれて︑身体がぜんぜん動かなくなりま

﹁ザ〜ザ〜 ﹂と滝の中に居るような激音に

らまた眠りに入ったら ︑その途端また﹁ザ
うな気配がしました︒

れるかもわからず︑私は寝てました︒

〜ザ〜ザ〜﹂という激音に包まれて身体が
金縛り体験は初めてではありませんでした

たので︵ 何か感じたのかもしれませんね ︶

られて拍手おこったよね？﹂と伝えると﹁ま

ころで目が醒めて ︑隣の母に﹁ 今無事おり
動かなくなりました︒
から疲れのせいだろうくらいに思っていまし

した︒いわゆる金縛りです︒

だ降りられないわよ ﹂︑と言われた 直後に
その時︑ふと母が買ってきた枕が目に入っ
たが ︑ 翌日 もそのまた翌日もベッドに入る

夢で ︑今と同じ状況から無事に降りられて

﹁今から着陸準備に入ります﹂と機内アナ
たので︑まさかと思いながらも枕を外した
なり金縛りが来ます︒メガネ男もセットで

しばらくは 私が息子のベッドで寝ることに

車輪が地面に着いた揺れの中 ︑乗客から拍

ウンス︒
翌朝﹁あの枕はおかしい﹂と母に訴えると︑

ところ朝までグッスリ眠れました︒
す︒寝ると必ず金縛りです︒

なんとか必死で起き上がって︑一息ついてか

手喝采 ︒ 隣で母がすごくおどろいていた
驚いたことに枕の中身は︑古 くなって使わ

乗客から﹁ ワアッ！﹂と 拍手喝采というと

ことを覚えています︒

せっかく新築した家も守らないかん︒

ら息子が襲われる︒息子を守らないかん︒
﹁ふざけるな！いいかげんにして下さい！な

もの凄くきつかった ︒ だけど自分が逃げた

が︑﹁あんたが不信心やけんたい﹂と一笑

なくなったお数珠でした︒
﹁原因はそれだ！﹂

︻編集室︼
〝予知夢〟という類いのものです
に付されてしまい︑むしろありがたがって

んでこんなことをする？賃貸ならまだ我慢

︵田代夏海 ３０代 事務職︶

ね︒しかし普通は不安で眠れないんですけ
母は今もその枕で寝ています︒

できるが ︑せっかく建てた家だ ！ 前はあん

と確信したので捨てるように伝えたのです

ど︑よく眠れましたよね︵笑︶
︒そんな太っ
︵ジュン ３０代 教師︶

殻とか色々ありますが︑お数珠の玉で枕を

︻編集室︼枕の中身としては小豆とかソバ

んことされても俺はいっちょんわからん！

だ！ 目的は何だ？ちゃんと説明しろ ！ こげ

たが住んど ったかもしれんが︑今は俺の家

腹さに不思議現象が共鳴した⁝とか？

気持ちいいはずの枕で
金縛りになった！

何か俺に伝いたいとなら 他の方法で判るよ

どなたなのかさっぱり判らない︒名前を正

作るという﹁物を大切に﹂の発想には感心

︵永野 ４０代 IT関連事業経営︶

ブルという映画を思い出しちゃいました︒

二日かかったので︑行も二日間続きました︒

結局ニニギノミコトという神名が分るまで

続きます︒

しく言わない限り︑この状態はいつまでも

大事故に遭遇しても奇蹟の生還を果たす彼

事故に遭遇するたび
なんで無傷かな？
事故で︑ 相手の車のフロントガラスが割れ

理矢理連れて行かれました︒ かなり検査

座るだけで降臨ですか？

ことがあったんですか？そこに輪になって

ウエアが頑丈だったから だろう﹂と思って

たまたま姉に困った問題が起こり︑
﹁篠栗に

孫降臨﹂の主人公の神様です︒

トとおっしゃいます︒日本神話の世界では
﹁天

名前は⁝アマテラスオオミカミ︑オオクニ

ちゃ当たるですから︒ところが私が言える

証できることですかね︒下手な鉄砲も数打

神様が現実界に降臨なんて︑本当にそんな

しいですね ︒けんめいの説得に応じてくれ

いました︒筋肉や骨の作りが特別というの

飲酒運転を見たら迷わず 110 番！

﹁見えないものは信じられない﹂と言われる
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自由に送ってください︒
︵詳細は 次々ページ！︶

うに伝えろ ！ 無理に出ていかんでもいいけ
ど ︑目的は何かそれだけははっきりしろ！﹂

るくらいの衝撃で跳ね飛ばされました︒と

︻編集室︼ブルースウィルスのアンブレイカ

ていった︒

︵なかむら ６０代 自営業︶

って必死で説得した ︒ そしたら一ヶ月で出
やっぱ逃げずに︑ まっすぐ向き合うことが

の正体は︑実は人々を救うヒーロー⁝︒

︻編集室︼篠栗町といえば四国と同じよう

ころが僕は無傷だったんです︒なんともな

大事なんですよ︒
いから直ぐに起きて︑立ち去ろうとしたく

されましたが何ともありませんでした︒

私は十二年ほど前に神話の神様が私の身体

︵濱田 ４０代 美容室経営︶
編集室︼それにしてもよく一ヶ月も付き合
こういうことは初めてではなく︑バイクで

に降りて来られるという驚異的な体験をし

参加の心得は︑神様の名前を片っ端から暗

に八十八カ所の霊場巡りで知られる地域で

いましたね︑忍耐力が凄いです︒普通はお
１８０キロ飛ばして転倒した時も︑ やっぱ

たことがあります︒その神様はニニギノミコ

らいですが ︑﹁とりあえず病院に﹂って無

寺とか霊能者とか ︑その道の専門家のとこ

り無傷でした ︒そうとう激しく投げ出さ

すが︑しかしビックリです︒神話の世界の

ろに駆け込んで﹁ 除霊お願いします！﹂っ

れたんですが︑この時は﹁身につけていた

神話の神様
ニニギノミコトが
私の身体に降臨

張ったんですね︒
〝 メガネをかけた男〟も優

て流れになるんですが ︑ 最後まで自力で頑

たというか︑あるいは﹁こいつに説明して

ヌシノミコト⁝くらい︒まずは古事記
︵漫画︶

し﹀の行をすることになりました︒

方は多いですね︒それはそれでいいと思い

後記
翌日の深夜︑信者さんたちも集まってくれ

るものいつか壊れる〟つまり諸行無常の世

ます︒ でも実際のところはどうでしょう？

界です︒

て︑私たちは輪になって座りました︒

ツブツ話します︒その状態が３０分ほど続

大切なもの︵命︶が見えなくなった時︑人

ふうにできている気がしませんか？〝形あ
いて︑やっと終ってくれたと思った瞬間︑今

は初めて︑見えないものを信じたくなるの

﹁見えるものは信じられない﹂⁝と︑こんな

度は私に異変が起こりました︒なんと私に

行が始まると隣に座った姉が突然ガタガタ

神様が降りて来られたのです︒

では？

なかった方もありがとうございました！
次号のテーマは次ページをご参照ください！

ご応募ありがとうございました！採用され
ぺら喋る︒意識も身体もまったくコントロー

お待ちしています！

身体は硬直して動かないのに︑口だけは激

ルが効きません︒しかし憑ってきた神様が

しく動いて自分でも意味不明な言葉をぺら

していなかった事態でした︒

単に付き添いのつもりでしたから全く予期

震え出し︑何やらわけのわからんことをブ

解決法を聞いてみよう﹂︑つまり︑︿神降ろ

す︒その折に﹁守護神に降りてきてもらい

でも読んで神話のお勉強からですね︒

高名な霊能者の先生がおられるから相談に

福岡県警察

行きたい﹂というので私もついていったので

とはちょっと違う気がしてます︒

少しでもお酒を飲んだら運転は

絶対しない！

体重 が６０㎏の男性の
アルコール処理時間

酒運転をしないように注意しましょう！

分自身はもちろん︑家族など大切な人が飲

けず︑帰るころにはまだ残っています︒自

ますが︑飲んだお酒は身体からすぐには抜

ンプやバーベキューなど飲酒の機会が増え

これからの暑い時期︑海水浴やお祭り︑キャ

睡
※眠時や体調や体質により
さらに時間がかかります︒
また一般的に女性は男性より
時間がかかると言われています︒

⬇ 約４時 間

コップ１杯

200ml

1合
500ml

水割 5:5

＝
＝
＝

焼酎
ワイン
日本酒
ビール
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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。

もわからんだろ﹂って諦めたというか︒

意外とかかる
アルコールの処理時間

ガリヤ

郵送の方 〒810-0004

郵送

盛夏号

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：セクハラについて（対策・体験・意見・ets.）

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

⑬

御神米は

提供：ガリヤ

お守りとしても
お役立ちです︒

チーズケーキでおなじ
みのてつおじさんがほ
ぼ30年前に書き上げた
小説がこの5月、ガリヤ
から発刊されました。全
盛期の親不孝通りを舞
台に、登場人物は皆ん
な実在するという、前代
未聞のラブストーリー
1,000 円（税込）
ですが、
「 読んでよかっ
た！「
」もっと早く読みたかった！」
と、必ず思って頂け
るはずです。
お急ぎの方は、金文堂などの書店や大
賀薬局などの売店で、是非お買い求めください。

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

…５名様

マジカルスパイス ビン 60g

A 親不孝通り純情伝説

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：8 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

田原 俊逸

若返りは顔・首・胸・手
だけではありません。
お尻の若返り希望、
増加中。
7月-8月号

田原形成クリニック院長

092-472-5775

技の見せ所でしょ？

G でもリフト系統って︑田原先生の

プさんと安部さんみたいな︒

G なるほど︒
ゴルフ外交中の︑
トラン

シッとしとっちゃけど︒

に な っ と う 人 の お る も ん ね︒顔 は バ

れて見えると︒

ふんどし︵締め込み︶やけん︑よけい垂

たとが痩せただけでムチャ垂れるとよ︒

www.tahara-bc.com

田原 よかと︒
おかげで面白い手術ば

田原 ま︑
そげんたい︒

手術はゆっくり普通の日に
G 世間はそろそろお盆休みですが︑

いっぱいさせてもらいようけん︒

美容目的じゃない
男性たちの来院

G ﹁大臀筋ば鍛えろ！﹂
ですね︒

先生のほうは︑
休み⁝ナシ？

ですよ︒
他人のバックは気がつくけど︒

G 自分のバックって気がつかないん

G ⁝耳鼻科？

田原 そげんたい︒

田原 耳とか︒
田原 いや〝立ち耳〟を寝せるとか︒

G どんな？

イークやらいっぱい断らないかんかっ

多 か け ん ね︒
この前のゴール デンウ
たけん申し訳なかった⁝隼︵田原ジュ

院が増えよったい︒

田原 そう言えばこの頃︑男の人の来

田原 いや︑顔のリフト︒
前は﹁目が垂

G お尻のリフト？

あ げ な 尻 に は な ら ん！﹂て 固 く 誓 い

フ場で風呂に入るたんび︑
﹁俺は絶対︑

G 美容目的じゃなく？

いと︒

たけど︑最近四十〜五十代がえらい多

改善手術︶で来る高齢者がメインやっ

よったけんね︒
若い頃から大臀筋︵お尻

れたけん﹂て視野狭窄の手術︵瞼の垂れ

田原 あと⁝最近増えようとがお尻︒

田原 ﹁形は変えんでいいけん︑とにか

も︑
そろそろ⁝︒

G ところで︑田原先生のお尻のほう

大臀筋を鍛えろ

G 立ってちゃ︑
ダメですか？
田 原 よ か と ば って ん ね ⁝ 髪 か ら 飛

この手術はけっこう多いとよ︒

び出すとがコンプレックスのごた︒

とはなったっちゃけど︒
合わせる必要ナシ︒
田原 そげんたい︒
﹁こげんとやったら

G お尻？

の筋肉︶
ば︑
シッカリ鍛えとうけん︒

田原 大丈夫！尻は自慢できる︒
ゴル

えてもらった︒
アゴの手術やったけど︒

田 原 小 さい お 尻 ば 子 供 の お 尻 の ご

G さすがです︒

平日にせんね？ゆっくり丁寧にしてあ

G 二重アゴ？

とプリンとさせたり︑垂れてシワシワ

田 原 運 動 し よって も﹁腹 筋 ば 鍛 え
なったごと見えるとよ︒

たり︒
あっ︑そげんしたら足まで長ご

えろ！﹂は言わんもんね︒
大臀筋がしっ

ろ！﹂
はよう言うばってん
﹁大臀筋ば鍛

もおる︒
やっぱ皆んなバリバリ仕事し

二十歳くらい若こしたい！﹂て言う人

いは若こしときたい！﹂て︒
﹁できれば

げるから﹂
って︑この前もお願いして変

田原 いや︑片方だけ張っとうけん︑

のお尻ばキュッと上げてプリプリにし

G 骨まで削るって︑大手術じゃない

耳を寝かす

うけん︑
翌日から出勤できる︒

田原 いいや︑傷やら髪に隠れてしま

行っても楽しめん﹂
て︒

たごた︒﹁お尻が垂れとったらスパやら

えんとこも大事﹂て思う人が増えてき

とか見えるとこが中心やったけど︑﹁見

田原 うん︒
今までは顔とか首とか手

G お尻の若返り︒

日頃の心がけだけで差が出るけん︒

レベーター使わんで階段ば使うとか︑

田原 気にするだけで違ごてくる︒
エ

G 今からでも︑
間に合うかな？

れんとに︒

かりしとかな身体全体のバランスがと

れるごと！﹂
て︒

田原 うん︒﹁仕事にも︑遊びにも︑頑張

父さんたちですね︒

す！﹂
っていう︑やさしくて頼もしいお

G ﹁家族のために︑まだまだ頑張りま

とやと思うよ︑

編集・発行人／長澤由起子

編集営業部☎ 092・751・3778

やろが︒

田原 仕事ばっかやったら︑つまらん

G 遊びにも？

元気出るっちゃけん︑ものすごいいこ

G 二人体制になってハヤ三度目の夏

お尻の祭りというか⁝︒

G お 尻 と 言 え ば 博 多 山 笠！ま さ に

田原 やっぱ︑ピッと上がっとう人は

た ら 参 加 者 が 去 年の 半 分 になり まし
た︒
原因は︑
お尻だったか！

かっこよかね︒

G そう言 え ば⁝新 年 会 を温 泉にし
田原 うん︑頑張りようね︒
〝リフト系

田原 ゴルフ場でも⁝二十〜三十人一

うですね︒
統︵若返り︶
〟やったらもう俺よか上手

田原 いや︑いくら若こても︑太っとっ

G 若いお尻は︑
ピッ！

発行／総合広告 ガリヤ合同会社

隔月発行（偶数月 20 日）

緒に風呂に入るけん尻ばいっぱい見る

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-9-2-207

2018 年 7 月＋8 月 合併号 2018 年 6 月 20 日発行・配布開始

とばってん︑可哀想なくらいシワシワ

2015 年 5 月復刊
通刊310号

か も し れ ん︒ピ シ ャ ッ と 切 っ て ピ

ですが︑隼先生も頑張っておられるよ

よう人たい︒
シワシワがとれただけで

ですか︒

く若こなりたい﹂て︒
﹁せめて十歳くら

左右対称にする手術︒

ちょっと骨ば削って皮膚ば引っぱって︑

お尻の若返り

G 一日〜二日も休めば充分︒
連 休に

ニア︶
もおるけん︑かなり受けられるご

田原 うん︒
やっぱ連休狙いの手術が

vol.19
(通巻vol.309）

シャッと縫うとが得意やけん︒

19
No.

福岡市博多区博多駅前3-16-13（※木曜休診）

田原のおじゃまクリニック
Dr.

田原先生に直接聞いてみたいことって、
たくさんあるのではないでしょうか。
「質問のあるとなら、気軽に電話しんしゃい！」
との
先生からのメッセージです。

読者の皆様へ

読めば
元気に
なる！
！

