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11月-12月

忘年会・Xmasのおすすめ店
冷泉公園横稲穂と一慶 薬院 しゃぶ亀吉

ガリヤ

歳末号

大名 とりのてつ 賀茂 和庵

親不孝通り純情伝説が

親不孝通りの人気店 カタログ
VOL.3

犬は地球を救う⑥ 犬感覚の世界

鑑定士さん情報

激トク通販

リフティング
スティックバーム

の皮膚科医が
92.9%
続けたいと解答した
医学誌に掲載の美容液

■元気をくれる

…DENTAL TEAM JAPAN

リペアジェル

■月エネルギーで運気アップ！
Xʼmasのエトセトラ

インプラント情報

読者投稿ページ

だったらいいな…
PRESENT

●ルーンの開運ペンダントヘッド
●コナン科学捜査展入場券
●新発売
マジカルドレッシング
＆マジカルスパイス
C 青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
○

癒しのペット霊園 動愛園

開運月暦

Dr.田原のおじゃまクリニック

塗ると即シワピーン

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!

住みながら
家を売却！

豪雨被災も乗り越えて
くうちゃん
元気に生き抜いてます！

お山のシェルター便り

働き盛りの男性も
リフトに目覚め
始めたようです

ビューティサロン

紡がれ続く物語

〝神〟
ヘアセットで
キマリ！

日々犬々

パーティの主役は
東京堂の

ご来店のついでに購入できる

人
宇宙 さん
ル
チチ ング
カミ ト
アウ

人気エッセイ

物語の行方 ………………………忘我………………………下田逸郎
おもしろ歴史講座 …西郷隆盛と福岡⑥そこに小室が……… 一坂太郎
おしゃれCafe …二十一世紀は宇宙脳で生きよう!… 杉林せいこ
おもしろ法律相談…………配偶者居住権って何？………… 丸田幸一
お悩み解決！伝言レシピ …年齢のサバより鯖サンドイッチ… Cozue
家計の断捨離 …………人生百年時代を考えるⅡ…………久米カヲル

…

03 忘年会特撰店 冷泉公園
06 ご来店のついでに

稲穂と一慶 薬院しゃぶ亀吉 大名とりのてつ

賀茂 和庵

親不孝通り純情伝説が 購入できる親不孝通りの人気店カタログ VOL.３

08 激トク通販 医学誌に掲載の美容液 リペアジェル

09 パーティの主役は東京堂の神ヘアセットでキマリ！
10 塗ると即シワピーン

年齢のサバより鯖サンドイッチ Cozue
お山のシェルター便り くうちゃん元気に生き抜いてます！

11 お悩み解決！伝言レシピ
12

ご寄付報告 癒しのペット霊園動愛園情報

14 猫エッセイ

15

新しい物語

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⑥土生亜紀子

犬猫人互助会 申込用紙
17 西郷隆盛と福岡⑥ 味方の足を引っぱった福岡藩 一坂太郎

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
18 住みながら家を売却

19 おもしろ法律相談 配偶者居住権って何？

丸田幸一

20 物語の行方
21 開運月暦

忘我 下田逸郎
Xʼmas のエトセトラ

櫻庵幸縁

22 家計の断捨離 人生百年時代を考えるⅡ 久米カヲル

元気をくれる鑑定士さん情報

23 COCORO おしゃれ Cafe
24 読者投稿

二十一世紀は宇宙脳で生きよう！ 杉林せいこ
だったらいいな…

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

電子ブック版（無料！）

ガリヤの入手法について

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・博多区の

第二章

第一章

お届けしています。

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？

およそ１万職域に、複数冊を封入した形で

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 …

■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 …

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）

取ってくださる方のお名前・代表電話番号・

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
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

忘新年会
大満足
厳選店

稲穂と一慶

間口から想像するより奥行きがあり、
ゆったりとしています。

おひとりさまや仲良したちに、カウンター
席が人気です。

二つの人気店から
﹁いいとこ取りをしました︵笑︶﹂
夢の美食コラボに話題騒然！

4,000 円〜

〝生モツ〟と〝炙りモツ〟が一度に楽しめる
〝絶品もつ鍋〟
もつ鍋定番セット………………………2,500円（２名様〜/税別）

和牛ももレア焼きぽん酢・酢もつ・野菜サラダ・手羽先しょう油煮・もつ鍋【生＋炙り（1.5 人前）
】
しょうゆ or 味噌味 ※＋100 円で重ね味に変更できます・〆のちゃんぽん麺

テーブル席は半個室としても利用でき、
気軽な宴会にはもってこい！

博多料理＆もつ鍋ット…………………3,000円（２名様〜/税別）
牛タン＆馬刺し＆もつ鍋セット ………3,500円（２名様〜/税別）
＋1,500 円で飲み放題

瓶ビール/ハイボール/焼酎(芋・麦)/梅酒
/レモンサワー/ウーロンハイ/ソフトドリ
ンク(グレープフルーツ・オレンジ・ウーロン茶)
※2,000円の飲み放題は日本酒
（喜多屋）
・生ビールなども楽しめて、
さらに豪華！

〝手打ちうどん”が美味しすぎて
「うどん１杯！」
で立ち寄られる
お客様も少なくありません。

二階には 25 名と 27 名の和個室があり、マ
ックス 52 名の宴会が可能です。畳にテーブ
ル席のスタイルなので「動き易いうえに疲
れない！」と大好評。

博多の手打ちうどん…510 円〜
ごぼう天うどん…510 円
肉うどん…700 円
肉ごぼううどん…780 円
手打ちの絶品うどんです！

充実の一品料理一例
マグロのぶつ切り…800円
手羽先唐揚げ…150円
熊本直送の馬刺し…1580円
レタス肉巻き点380円
博多高菜ごはん…350円
手羽先しょうゆ煮…150円
黒豆クリームチーズ…400円

大人気！串料理の一例
牛スジ串…150 円
やさい巻き串…180 円
やさい肉巻き…
牛スジ串…

︻ お料理 とお酒︼うどん居酒屋

もつ鍋の銘店として全国に名を

として一世風靡の︿唄う稲穂﹀
＆

馳せる︿一慶﹀のイイトコ取り

をした夢の店︒

もつ鍋・串・手打ちうどん・刺

身 い
…ずれも絶品と唸る美味し
さです︒

れば︑陸海の旬に込める真摯な

︿西中洲 なか尾﹀の系列店と知

情熱にもナットクです︒

︻雰囲気︼表から観るよりも奥行

きがあり︑ゆったりと寛げます︒

事帰りにチョット一杯﹂と︑長居

一人でも気軽に入りやすく︑
﹁仕

する常連さんも少なくありませ

ん︒

理長︵店長兼任︶はなんと︑名
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︻ 特記事項︼厨房を握る下村料

だたる老舗寿司屋で三十年近く

修行を重ねた筋金入りの寿司職

人︒運が良ければ裏メニューと

至博多駅

しての寿司︵ばってら︶が堪能

櫛田神社●

できることも︵季節＆数量限定・

冷泉公園

土居通り

明治通り

稲穂と一慶●

大博通り

博多座●

地下鉄中洲川端

博多川

至天神

営：16:00〜翌0:00
席：97席（カウンター・テーブル・個室）
最大宴会人数52名
休：日祭日
年末年始 31・1・2・？

予約による対応も︶
︒

☎092-710-5535

福岡市博多区上川端14-6

忘新年会
大満足
厳選店

大名

とりのてつ

大名店

シチュエーションに応じて 12 の個室が
応援してくれます。

一品（逸品）料理一例

とりのてつ二色鍋 ( 一人前）
… 1,380 円
鶏味噌ピザ ………………………680 円
丸ごとトマトのオーブン焼き …580 円
名物！ひな鶏のはんみ揚げ……980 円
チキン南蛮………………………680 円
塩てば（１本）…………………160 円

4,000 円〜

鶏料理の色んなアタリマエを覆し
美味しさの進化が止まらない …
たくさんの名物が生まれた由縁です︒

もつ鍋を「すき焼き風」に食べる新感覚鍋！

もつすき鍋1,580 円（税別）

自家製の割下出汁に和牛の小腸のみを使ったもつ鍋です。ぷりっぷりのモツを新鮮な
卵にサッと潜らせ「もつの旨味 × 卵の甘味」で食べるモツと卵の究極コラボです。

団体様特典！

＋1,500 円で飲み放題

10 名様以上のコースご予約で 1 名様
30 名様以上のコースご予約で２名様が
無料御優待となります。

ビール・焼酎・日本酒・ウイスキー・梅酒・ワイン
・カクテル・酎ハイ・ソフトドリンク

博多水炊き 1,580 円

８時間じっくり丁寧に炊いた鶏の旨味が
凝縮した白濁スープと、新鮮な宮崎鶏。

赤鶏ももの炭火焼き 赤鶏の焼売 (４ケ )
………480 円
………880 円

茄子と鶏味噌の
つくねハンバーグ
チーズ鉄板…680円
……680 円

︻ お料理 とお酒︼
﹁鶏料理を極

めた店﹂と言えばとりのてつの

代名詞︒その一例が〝もつ鍋を

すき焼き風にしたもつすき鍋〟

です︒もつ鍋をすき焼き風にし

て堪能させてしまうという︑ま

さに食通たちをも唸らせる新感

覚鍋です︒

もちろん博多の鶏料理の代表で

ある﹁博多水炊き﹂の味わいは︑

名だたる専門店にもけっして引

けを取らない絶品中の絶品︒新

鮮な宮崎産の鶏を８時間じっく

り炊き上げた白濁スープのまあ

美味しいこと！

とにかく鶏の美味しさを︑ここ

まで引き出して堪能させてくれ

る店は あ
…りません！
︻部屋と雰囲気︼お一人様でも

入れる気軽さです︒夜景が応

援してくれるカップルシートの

部屋やゆったり座れる掘り炬燵

国体道路

ー
ー
ー
ー
ー

の部屋など充実の全十一室︒

とりのてつ●

警固公園

西鉄GH●

西通り

中央区役所●

西鉄福岡駅

明治通り

ニーズに併せて利用できます︒

営：17:30〜翌1:00
席：100席（個室・テーブル・カウンター）
最大宴会人数40名
休：不定休 年末年始□・□・□・□

︻ 特記事項︼お子様連れの方も

福岡市中央区大名1-10-29-２Ｆ

もつ煮込み・熊本直送馬刺し2 種盛り・サラダ・赤鶏ももの炭火焼き・塩昆布きゅうり
・若鳥のチキン南蛮・赤鷄の焼売・選べるお鍋・お鍋の〆・糸島赤卵のカタラーナ

だいじょうぶですよ！

☎092-725-2008

忘年会おすすめ特選コース 2 時間飲み放題付き 4,000 円

4,750 円〜

次郎丸

和庵

薬院

寛ぎの個室でゆったりと。

忘新年会
特撰店

創作懐石

一日二組様限定の
おもてなし …

しゃぶ亀吉

よろしければ
亀吉しゃぶコースに
プリップリ
〝ふぐ刺し〟
も
付けませんか？

忘新年会
特撰店

6,000 円〜

亀吉しゃぶコース 2750 円（税別）ふぐ刺し付き 4,000 円（税別 )

茶碗蒸し・ふぐの唐揚げ・寿司・野菜・生ズワイ蟹・活アワビ・佐賀牛しゃぶ
・もち豚・雑炊・なめらかプリン

おすすめコース一例（全て税別）
飲み放題付ふぐちりコース…5,500 円
もち豚しゃぶコース…………3,500 円
虎ふぐコース…………………4,000 円
生ずわい蟹しゃぶコース……4,500 円
※単品でもお楽しみいただけます。

飲み放題 2,000 円
ランチ懐石3,500円（税別）〜

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

四季彩懐石5,000円（税別）〜

日本酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンクなど
ドリンク 各種取り揃えています。
※お酒の持ち込みができます。

☎092-753-8271

福岡市中央区薬院2-3-25

■

薬院六つ角

西日本
シティ銀行●
薬院駅
薬院大通り
●福岡銀行

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

福岡市早良区賀茂3-26-16
営：11:30〜15:00 17:00〜22:30
席：12席（テーブル個室２室）
次郎丸●
休：不定休 年末年始は営業

西鉄薬院駅

営 : 木〜月 11:30~14:00
17:00~22:00※ 日祭のランチは要予約
席：40 席（洋個室・カウンター）
休：火曜日 年末年始：31・1・2

しゃぶ亀吉

:

☎092-775-3293
創作懐石 ①番出口より

■和庵

中学

※完全予約制（前日迄に要予約）

の店内には ︑
六名がゆったり座れ

︻部屋と雰囲気︼落ち着いた和

名を超えると完全貸切 となるた

るテーブル個室が二つ︒
しかも七

女子会などの食事会はもちろん

め︑
さらにゆったり寛げます︒

とても好評です︒

ですが︑
結納などのお祝いの席に

︻料理︼色彩・形・味わい す
…べて
が見事にアートしています︒テー

ブルに料理が運ばれるたび︑
ワク

ワクさせられます︒

来られた方たちからよく︑

︻特記事項︼天神より地下鉄で

と︑
言われています︒

﹁意外に近かったです﹂

七隈線 の賀茂 駅下車 ︑
徒歩一〜

二分です︒

牛やもち豚などの高級食材を

︻料理とお酒︼ふぐ・蟹・佐賀

〝鍋〟や〝焼き〟でびっくりす

るほどリーズナブルに満喫させ

亀吉しゃぶコース﹂
﹁私はふぐ

ます︒さらにびっくりは﹁私は

付き！﹂など︑異なるオーダ

が美味しい季節だから︑ふぐ

ーでも歓迎なこと︒幹事さん

はとても楽チンです︒

ら︑新しさの漂う洋風個室が中

︻部屋と雰囲気︼和風の店なが

周囲を気にすることなく︑ゆっ

心です︒

たりと寛ぐことができます︒

︻ 特記事項︼
〝手鞠寿司 〟やデ

ザートの〝なめらかプリン〟目

当てで訪れるお客さまも多く︑

ランチ人気も沸騰中です︒
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●マクドナルド

地下鉄賀茂駅

親不孝通り名称
復活記念出版
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
…

あなたの
心が
チーズケーキになる

親不孝通り
純情伝説

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︒

当時の冬野正博氏

お店マップ

長浜通り

長浜公園

おやひなや●
居酒屋がんこ●

●楽風
●
海猫屋

炉ばた しんがり●
がブリ
チキン●

親不孝通り

オフ●
ブロードウエイ

●オイスターバー
＆グリルハウス

●ABC FLOWER Tenjin

●鬼丸
屋台居酒屋あずま
●●御縁屋二階店
●火星家
●屋根裏 貘
●奇跡の手羽先

昭和通り
西鉄 GH●

明治通り
西通り

備長吉兆や
4

●備長吉兆や

BERU KEBAB●

イタレヴィーノ
●
●晴れ酒ば てる

焼き鳥
もつ鍋居酒屋

焼き鳥の王者が一本一

本丁寧に焼く絶品焼き

鳥ながらなんと一本八

営：18:00~翌4:00(LO.2:00)
席：80 席（個室・テーブル
カウンター）
休：不定休
※大晦日・元旦も
朝４時迄営業！

︒もつ鍋
十円〜
︵税別︶

5

福岡市中央区天神3-7-13-1F

はもちろん他の料理で

３：クレジット決済・銀行振込のいずれかを選ぶ。
※クレジット決済 or 銀行振込の確認後、発送いたします。

絶品焼鳥付２H 飲み放題付コ - ス 3000 円 ( 税込）〜

も舌を唸らせるから︑

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。

【ネット】２：書籍の購入ページに入り、必要事項を打ち込む。

営：18:00~ 翌 2:00
席：20 席
( 詰め込めばもっと）
休：日曜
（連休は変更あり）

☎092
716-2380

さすが王者のお店です︒

【他】原三信病院（売店）
・珈楽（コーヒーショップ）

福岡市中央区舞鶴
1-9-15-1Ｆ

晴れ酒ばてる

【大賀薬局】博多口店・福ビル店・薬院大通り店・薬院六つ角店
・OPERETTE ラシック福岡天神店・ライフストリーム店

飲み放題付き宴会コース
3,000 円より各種

藤原店主の人柄を慕っ
て︵？︶通うサラリー
マンが多く︑いやおう
なく賑やかさに巻き込
まれハレな気分に︒
料理は︿山芋鉄板﹀な
ど﹁他店では味わえな
い！﹂絶品揃い︒ぜひ
ご賞味を！

【書店】福岡金文堂・積文館・ジュンク堂福岡・金修堂書店・黒木書店

居酒屋には珍しくスポーツサー
クルも運営しています。

美味しいついでに
楽しくなる店です

購入できる書店や店舗の情報

………………………………………………………………

焼き鳥選手権
﹃初代王者﹄
の絶品店

親不孝通り沿いに
ひっそり咲いてるお花屋さん！

著

親不孝通り純情伝説が購入できる

イタレヴィーノ

☎092732-7775

一流シェフによる
創作料理とワイン

ＡBC フラワー天神

お洒落な雰囲気の中

ふわふわ山芋鉄板……………550 円
山芋鉄板チーズのせ…………580 円
手作りてる餃子（６個）……400 円
ちょい辛麻婆豆腐……………580 円
水餃子（５個）………………480 円
アンチョビキャベツ…………480 円
生ポテトフライ………………450 円

☎092
775-3646

で︑本格イタリア料

てるちゃんの自慢メニュー

理とワインをびっく

……………………………………………………………

りするほどリーズナ

昭和にトリップ！あり得ないほどの
寛ぎ空間です！

）

※土曜日はランチ営業無し。

席：35 席（テーブル・
個室）
休：日曜

ブルに満喫させます︒

屋根裏 貘
☎092-781-7597

営 20:00〜翌 5:00
席：20 席（ テーブル
・カウンター）
休：木曜

二十から貸し切りも

ヤバい美味しさと楽しさで、絶対
クセになるお店です！

福岡市中央区舞鶴1-8-26

営：11:30~15:00
18:00〜翌 0:30

できるため︑様々な

☎092-726-7226

飲み放題付きコース 3,500 円 ( 税別）より

利用法が楽しめます︒

奇跡の手羽先

福岡市中央区舞鶴
1-8-34-1Ｆ

ケバブ

からあげグランプリ６年連続受賞の
絶品からあげをご堪能ください！

陽気な外国人がたく
さん集まる︑とても
楽しいお店です︒ケ
バブとは肉・魚・野
菜などをローストし
たイラン︵中東︶料
理の総称︒東京では
ブレイク！

ビーフケバブ…………６００円
サモサ（６コ）………５００円
ハーブソーセージ……３００円

☎092-732-3553

溝上徹思

☎092
791-8383

◀生パスタも
人気です。

ベル

がブリチキン

BERU KEBAB

プリプリ刺身そして牛肉トルネード
はとにかく必食！

ベルさんが頑張ってる
ケバブが美味しい店

居酒処 火星家
☎092-732-3077

………………………………………………………………
洋風酒場

出来立て熱々料理の感動の食べ放題で
満喫できます！

☎092
791-1188

訓

……………………………………………………………

3

恋

居酒屋 天神 楽風
☎092-752-5955

大人気！
チキンケバブ
５００円▼

新鮮魚介と肉厚ステーキの美味さと
リーズナブルさで人気沸騰！

営：17:00〜翌 2:00
席：38 席
（テーブル・カウンター）
休：無休

解きみたいなてつおじさんの片思い
仕上げは至上の
＆ 究極の
人生

居酒屋がんこ
☎092-739-7101

vol.

てつおじさん 70 歳にして
ついに文壇デビュー

謎

美味い酒と料理で九州の味を
堪能したいなら、絶対ココ！

福岡市中央区天神
3-6-5スパジオビル１Ｆ

出てきますよ︒
…

九州ご馳走処 海猫屋
☎092-737-7733

飲み放題付き牡蠣ざんまいパーティコース 3,500 円

落ち着いた雰囲気の
中︑生牡蠣︑牡蠣ス
テーキ︑牡蠣のガー
リックオイル等ジャ
ンルに捕らわれない
様々な牡蠣料理と︑
種類豊富なワインで
楽しませます︒

音楽好きには楽しすぎるお店です！

オイスターバー
＆グリルハウス

☎092-781-1815

親不孝通りで
牡蠣の名所発見！

御縁屋 MUSIC PUB 二階店

たぶん

赤坂で愛され続けたアノ屋台が
なんと親不孝通りで！

親不孝通り純情伝説とは
左各店舗のメニュー
︵みたいなもん？︶と
お考えください︒
でもメニュー表には
記載がございません︒
また目の届く場所には
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を
一冊ください！﹂
とオーダーしてください︒

親不孝通り純情伝説……………1,000 円

てつおじさんの

☎092
732-9505

屋台居酒屋 GOENYA EAST あづま
☎090-8355-9772

ご来店ついでに購入できる

……………………………………………………………

人気 店カタログ

おやひなや

肉も魚も野菜も美味しい
炉ばたダイニングです！

親鶏と雛鶏︑双方の食

炉ばた しんがり
☎0505347-1297

感を〝釜焼き〟で堪能

漁港直送の新鮮魚介をじっくり堪能！

させ︑刺身もモツ鍋も

営：17:00〜翌 2:00
席：80 席 ( ロフト座敷
・カウンター）
休：不定休

美味いおやひなや︒

はかた居酒屋 ばかちん
☎092752-2151

寛ぎ感溢れる店造りの

福岡市中央区舞鶴1-1-30
天神ウイングビルBIＦ

外国語が飛び交う
インターナショナルな老舗！

ユニークさとともにお

飲み放題付おやひなコース 3,500 円〜

☎092724-5883

楽しみください！

オフブロードウエイ

ロフト感覚の座敷

おや鶏とひな鶏
食感の違い満喫

化学調味料不使用、超ヘルシー
＆オイシー！

読めば心がチーズケーキになる

鬼丸

親不孝通り純情伝説が

お好み焼き・鉄板焼き
☎092753-7488

親不孝通り

親不孝通りの人気店一覧

釜焼き鶏本舗

☎092
713-9145

てつおじさんが
た〜っぷり
時間をかけて
焼きあげた
親不孝通りが
大好きになる
ハートに美味しい
ラブストーリーです。
ご来店ついでに
一冊いかが？

特典

右ご紹介店の他「親不孝通り純情伝説が購入できる」

忘年会にも活用してね。

泳ぎヤリイカ活造りも人気

-

親不孝通り名称
復活記念出版
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
…

あなたの
心が
チーズケーキになる

親不孝通り
純情伝説

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︒

当時の冬野正博氏

お店マップ

長浜通り

長浜公園

おやひなや●
居酒屋がんこ●

●楽風
●
海猫屋

炉ばた しんがり●
がブリ
チキン●

親不孝通り

オフ●
ブロードウエイ

●オイスターバー
＆グリルハウス

●ABC FLOWER Tenjin

●鬼丸
屋台居酒屋あずま
●●御縁屋二階店
●火星家
●屋根裏 貘
●奇跡の手羽先

昭和通り
西鉄 GH●

明治通り
西通り

備長吉兆や
4

●備長吉兆や

BERU KEBAB●

イタレヴィーノ
●
●晴れ酒ば てる

焼き鳥
もつ鍋居酒屋

焼き鳥の王者が一本一

本丁寧に焼く絶品焼き

鳥ながらなんと一本八

営：18:00~翌4:00(LO.2:00)
席：80 席（個室・テーブル
カウンター）
休：不定休
※大晦日・元旦も
朝４時迄営業！

︒もつ鍋
十円〜
︵税別︶

5

福岡市中央区天神3-7-13-1F

はもちろん他の料理で

３：クレジット決済・銀行振込のいずれかを選ぶ。
※クレジット決済 or 銀行振込の確認後、発送いたします。

絶品焼鳥付２H 飲み放題付コ - ス 3000 円 ( 税込）〜

も舌を唸らせるから︑

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。

【ネット】２：書籍の購入ページに入り、必要事項を打ち込む。

営：18:00~ 翌 2:00
席：20 席
( 詰め込めばもっと）
休：日曜
（連休は変更あり）

☎092
716-2380

さすが王者のお店です︒

【他】原三信病院（売店）
・珈楽（コーヒーショップ）

福岡市中央区舞鶴
1-9-15-1Ｆ

晴れ酒ばてる

【大賀薬局】博多口店・福ビル店・薬院大通り店・薬院六つ角店
・OPERETTE ラシック福岡天神店・ライフストリーム店

飲み放題付き宴会コース
3,000 円より各種

藤原店主の人柄を慕っ
て︵？︶通うサラリー
マンが多く︑いやおう
なく賑やかさに巻き込
まれハレな気分に︒
料理は︿山芋鉄板﹀な
ど﹁他店では味わえな
い！﹂絶品揃い︒ぜひ
ご賞味を！

【書店】福岡金文堂・積文館・ジュンク堂福岡・金修堂書店・黒木書店

居酒屋には珍しくスポーツサー
クルも運営しています。

美味しいついでに
楽しくなる店です

購入できる書店や店舗の情報

………………………………………………………………

焼き鳥選手権
﹃初代王者﹄
の絶品店

親不孝通り沿いに
ひっそり咲いてるお花屋さん！

著

親不孝通り純情伝説が購入できる

イタレヴィーノ

☎092732-7775

一流シェフによる
創作料理とワイン

ＡBC フラワー天神

お洒落な雰囲気の中

ふわふわ山芋鉄板……………550 円
山芋鉄板チーズのせ…………580 円
手作りてる餃子（６個）……400 円
ちょい辛麻婆豆腐……………580 円
水餃子（５個）………………480 円
アンチョビキャベツ…………480 円
生ポテトフライ………………450 円

☎092
775-3646

で︑本格イタリア料

てるちゃんの自慢メニュー

理とワインをびっく

……………………………………………………………

りするほどリーズナ

昭和にトリップ！あり得ないほどの
寛ぎ空間です！

）

※土曜日はランチ営業無し。

席：35 席（テーブル・
個室）
休：日曜

ブルに満喫させます︒

屋根裏 貘
☎092-781-7597

営 20:00〜翌 5:00
席：20 席（ テーブル
・カウンター）
休：木曜

二十から貸し切りも

ヤバい美味しさと楽しさで、絶対
クセになるお店です！

福岡市中央区舞鶴1-8-26

営：11:30~15:00
18:00〜翌 0:30

できるため︑様々な

☎092-726-7226

飲み放題付きコース 3,500 円 ( 税別）より

利用法が楽しめます︒

奇跡の手羽先

福岡市中央区舞鶴
1-8-34-1Ｆ

ケバブ

からあげグランプリ６年連続受賞の
絶品からあげをご堪能ください！

陽気な外国人がたく
さん集まる︑とても
楽しいお店です︒ケ
バブとは肉・魚・野
菜などをローストし
たイラン︵中東︶料
理の総称︒東京では
ブレイク！

ビーフケバブ…………６００円
サモサ（６コ）………５００円
ハーブソーセージ……３００円

☎092-732-3553

溝上徹思

☎092
791-8383

◀生パスタも
人気です。

ベル

がブリチキン

BERU KEBAB

プリプリ刺身そして牛肉トルネード
はとにかく必食！

ベルさんが頑張ってる
ケバブが美味しい店

居酒処 火星家
☎092-732-3077

………………………………………………………………
洋風酒場

出来立て熱々料理の感動の食べ放題で
満喫できます！

☎092
791-1188

訓

……………………………………………………………

3

恋

居酒屋 天神 楽風
☎092-752-5955

大人気！
チキンケバブ
５００円▼

新鮮魚介と肉厚ステーキの美味さと
リーズナブルさで人気沸騰！

営：17:00〜翌 2:00
席：38 席
（テーブル・カウンター）
休：無休

解きみたいなてつおじさんの片思い
仕上げは至上の
＆ 究極の
人生

居酒屋がんこ
☎092-739-7101

vol.

てつおじさん 70 歳にして
ついに文壇デビュー

謎

美味い酒と料理で九州の味を
堪能したいなら、絶対ココ！

福岡市中央区天神
3-6-5スパジオビル１Ｆ

出てきますよ︒
…

九州ご馳走処 海猫屋
☎092-737-7733

飲み放題付き牡蠣ざんまいパーティコース 3,500 円

落ち着いた雰囲気の
中︑生牡蠣︑牡蠣ス
テーキ︑牡蠣のガー
リックオイル等ジャ
ンルに捕らわれない
様々な牡蠣料理と︑
種類豊富なワインで
楽しませます︒

音楽好きには楽しすぎるお店です！

オイスターバー
＆グリルハウス

☎092-781-1815

親不孝通りで
牡蠣の名所発見！

御縁屋 MUSIC PUB 二階店

たぶん

赤坂で愛され続けたアノ屋台が
なんと親不孝通りで！

親不孝通り純情伝説とは
左各店舗のメニュー
︵みたいなもん？︶と
お考えください︒
でもメニュー表には
記載がございません︒
また目の届く場所には
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を
一冊ください！﹂
とオーダーしてください︒

親不孝通り純情伝説……………1,000 円

てつおじさんの

☎092
732-9505

屋台居酒屋 GOENYA EAST あづま
☎090-8355-9772

ご来店ついでに購入できる

……………………………………………………………

人気 店カタログ

おやひなや

肉も魚も野菜も美味しい
炉ばたダイニングです！

親鶏と雛鶏︑双方の食

炉ばた しんがり
☎0505347-1297

感を〝釜焼き〟で堪能

漁港直送の新鮮魚介をじっくり堪能！

させ︑刺身もモツ鍋も

営：17:00〜翌 2:00
席：80 席 ( ロフト座敷
・カウンター）
休：不定休

美味いおやひなや︒

はかた居酒屋 ばかちん
☎092752-2151

寛ぎ感溢れる店造りの

福岡市中央区舞鶴1-1-30
天神ウイングビルBIＦ

外国語が飛び交う
インターナショナルな老舗！

ユニークさとともにお

飲み放題付おやひなコース 3,500 円〜

☎092724-5883

楽しみください！

オフブロードウエイ

ロフト感覚の座敷

おや鶏とひな鶏
食感の違い満喫

化学調味料不使用、超ヘルシー
＆オイシー！

読めば心がチーズケーキになる

鬼丸

親不孝通り純情伝説が

お好み焼き・鉄板焼き
☎092753-7488

親不孝通り

親不孝通りの人気店一覧

釜焼き鶏本舗

☎092
713-9145

てつおじさんが
た〜っぷり
時間をかけて
焼きあげた
親不孝通りが
大好きになる
ハートに美味しい
ラブストーリーです。
ご来店ついでに
一冊いかが？

特典

右ご紹介店の他「親不孝通り純情伝説が購入できる」

忘年会にも活用してね。

泳ぎヤリイカ活造りも人気

-

今日はどんなヘアに …WAKUWAKU

創業八十年

パーティの主役は東京堂の
〝神〟
ヘアセットでキマリ

東京堂

つけたいお花などは
ご持参ください。
メンズヘアだって
おまかせです︒

増江麻友店長（東京堂四代目）

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。

えりあしも勝負！

色んな
バリエーションを
楽しめます︒

ヘアセットの他にも感動メニューいっぱい！
着付

シャンプー

カット

tel 092-291-7777
（セット専用）

tel 080-4869-0770
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■

博多川

中洲大通り

至天神

那珂川

ビューティ
サロン
明治通り

スタッフ
募集中
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ＱＲコード

﹁マジ神です！﹂
と東京堂が巻き起こす感動の嵐 今
…回はパー
ティシーズンを迎える貴女への 情報です︒

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

〜12 月末日

無限の引き出しを持つ
ヘアバリエーション

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〜

！
！

ヘアセットにはその方の個性を引き立てるべく
様々なアレンジが加わります︒
でも︑同じスタイルは二つとありません︒
バリエーションは無限︒まさに唯一無二の〝自
分ヘアー〟というわけですね︒

※＋500 円で泡シャンプー

その人の個性を読
み取ってイキイキ
とさせるカットで
す。鏡を見るのが
楽しくなります。

仕上げまでたった十分
お急ぎの方もＯＫ！

※17:00 以降 1,500 円

シャンプー…………1,500 円

難易度の高いヘアセットでも︑かかる時間は約
十分︒オリンピックなら〝金メダル〟まちがい
なしという超速＆美仕上げです︒
お忙しい方には特に︑これほどうれしい美容室
はありません︒

セット………………3,000 円〜

八十年代々受け継
がれてきた伝統の
シャンプー技術が
凄い！＋500 円で
泡シャンプーにも。

五時から料金〟なんと
驚愕の千五百円！

menu 一例 ※税抜き価格

ガリヤ特典

気になる料金は三千円〜
︵ロング五千円〜︶とい
う実にリーズナブル価格です︒
ところがそれも五時迄のこと︒五時を過ぎれば
なんと千五百円に ま
…ずはご体感ください！
︵必予約！︶

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

﹁ガリヤを見た﹂で
泡シャンプーをご体験の方に
アジュバンの
グラス＆シャンプー
ミニポトルプレレゼント！

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

上級着付師が常駐
するサロンです。
締め付け感が無い
うえ、着崩れもあ
りません。

特
○

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 12 月 20 日まで！！ガリヤ限定特別価格！
サーメージ リフティングスティックバーム

ぷり
たっ 分！
２ヶ月

メーカー小売希望価格

050-8888-7862

S005
10

︻Essay

Cozue︼

お悩み解決！
伝言レシピ

その

若い！﹂と言ってもらえると思います︒

告 し て み て く だ さ い︒き っ と﹁え ー︑

す︒若いには拙いという意味もありど

葉には思えず︑居心地の悪さを覚えま

わたくしにとって﹁若い﹂は褒め言

で七十歳﹂などふた回りくらい上に申

﹁四捨五入
れる簡単な手法はあります︒

はどこか嫌味
﹁若い﹂

若く見せたいなら 年齢のサバよりトルコ名物 鯖サンドイッチ！

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︒

〝サ バ を 読 む〟と い う の は︑数 が 多 い

こか嫌味です︒

血行促進や肌のトラブル改善にいいな

ず っ てい て︑自 分 に 対し て︑若 いな あ

このひねくれた思考が思春期をひき

と少しは嬉しいです︒

﹁こ ざ っ ぱ り し て い る﹂と 言 わ れ る

がギクシャクしそうですし︒

具体的にどこが若いのか尋ねると関係

︵性格が几帳面なため︶
感じもします︒

ろがないために適当にお茶を濁された

他の難点をぼかしたい︑褒めるとこ

のでごまかすということで︑なにも少
なめに言うことばかりではありません︒

サバのアンチ
エイジング効果
サバ

と こ ろ で︑鯖 に は オ メ ガ 3 脂 肪 酸

ど︑アンチエイジングに効果的である

と言いたくなります︒

フランスパンに塩焼きした鯖と赤玉

11

DHAとEPAが豊富に含まれていて

ということを耳にしたことはありませ
それだけでなくビタミンB2︑B6

﹁年齢を重ねて素敵に輝

ね ぎ︵見 た目 鮮や か︶や スラ イ スし た

ブログ／http://cozuee.sblo.jp

んか︒
なども豊富ですからどんどん召し上

︒と
いていることが大切﹂

トマト︑レタスなどをはさんでレモン

・調理師
・スパイス研究家
・農林水産省 食のオフィシェ

大学時代の友人と再会し
ま し た︒友 人 は い ま︑流
行りのグレイヘアにしていて︑
正直若いとは思えないのですが
服のセンスが良く︑それはそれ
で年齢なりに素敵でした︒
私は年なりにではなく若く見
られたいのです︒アンチエイジ
ング対策の秘策はありますか？
︵50代 主婦︶

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？

●● 募集します●●

がっていただきたいです︒

美 味 しい の です が︑ト ル コ の名 物﹁サ

﹁若い！﹂
と言わせる
簡単な手法
教えましょう
年齢的な若い基

バサンドイッチ﹂もおすすめです︒

サバは煮付けても焼いても缶詰でも
準とは何歳を指

言われても︑あなたにとっ

すのでしょうか︒

ては余計なお世話なので

わせてもいいですね︒

オレガノやタイムなどのハーブをあ

をかけるだけ︒
すよね︒
対人において若く見ら

Cozue
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東京ジャーミイ
＆トルコ文化センター

トルコの方によって
建てられたモスクです。

by
最近東京で美しい
モスクを見学して
きました。

元気に生き抜いてます！
豪雨災害も﹁ヨイショ﹂と乗り越えて

ちのお世話のため︑山に足を運んで下
さったボランティアさんでした︒

﹁ くうちゃんたちのようなワンコを 二
度と出さない！﹂

﹁Ｙさんの死を無駄にしない！﹂
そ
…んな願いを込めて ︑差し支えない
と思われる部分のみ抜粋し ︑Ｍさんの
メール文をご紹介させて頂きます︒
〜前略〜 今件の報道に接して︑私
がこのシェルターの前身であった犬舎
に犬たち︵１００頭は超えていたと思
われます︶の世話に通っていた２０年
前︑あまりの絶望的状況に︑動物福祉
協会阪神支部の支部長と協会付きの獣
医さんをこの犬舎に招いて︑調査をお
願いしたことを思い出しました︒
その折の協議の結果︑里親探しや犬
舎の適正な維持などは 〜中略〜 限
界があることから︑行政を巻き込んで
解決する必要があると判断し︑現地調
査の後︑皆で筑紫野市役所に赴き担当
課と何時間も話し合いをしましたが︑
気のない役人の対応に︑ついに諦めて
しまったのでした︒前〜
そのとき私たちが下した結論は︑福
祉協会の獣医師が︑できるだけ犬たち
の苦痛のない方法で安楽死をするとい
うことでした︒

当時の犬舎の状況はそれは悲惨で︑
飢えとストレスから犬同士で狭い檻の
中で殺し合いや共食いなどが起こって
おり︑一刻の時間の猶予もないと思わ
そこで３人で 〜中略〜 の説得に

れました︒
当たりましたが頑として応じてくれず︑
支部長ともども︑泣く泣く犬舎を引き
〜中略〜 結果的に犬たちにとって

上げたのでした︒
最悪の行動をとっていたのでした︵そ
の最たるものが︑不妊・去勢手術を一
切行なわず︑オスメス混在の犬舎で多
頭飼育をしていたため︑当初３０頭余
りの保護犬で始まった活動がみるみる
１００頭以上に増えてしまったという
私は精も根も尽き果て 〜中略〜

事実です︶
︒

〜中略〜 これは現在も私の深いト

しかし犬たちのことが不憫でたまらず

今回の不運な事故の報道を受けて︑

ラウマになっています︒
件の福祉協会の︵旧︶支部長︵もう８
０歳を超えています︶に久しぶりに連
〜中略〜 二人してしばらく当時の

絡を取り︑一連の経緯を知らせました
ことを思い出して深い感慨にふけった
次第です︒
〜後略〜
わんこのお山には︑私たちが作った
十六年の歴史以前にも︑さらに歴史が
あったのです︒

寒くなったら床暖房だよっ▶

くうちゃん元気に生きてます！

ちゃんたちが乗り越えてきた幾多の苦

Ｍさからのメールであらためて︑くう

実は先日︑ワンコ山の被災を知った

ンコだったからです ︒
…

と︑凄まじい苦難を乗り越えてきたワ

﹁ヨイショ︑ヨイショ﹂

なぜなら︑くうちゃんはこれまでにも

みとさせられるショットです︒

ンを彷彿とさせるようで︑何かしみじ

サバイバル映画の主人公のラストシー

に初めて足を下ろした時のものです︒

写真︵上︶はくうちゃんがセンター

るほど素晴らしい環境です︒

も完璧です︒ほんとうに︑びっくりす

寒くなれば床暖房にもなるし医療施設

自然の中を悠々とお散歩できるし︑

に移りました︒

県玖珠郡久住町︶

援センター︵大分

九州災害時動物救

時預かり〟として

制が整うまでの一

月下旬〝受入れ体

回復を見届けた八

責任者の他界により危機に瀕した犬たちを﹁天寿を全うするまで﹂を目標として引き継いだ活動でした︒
そして十六年 老
…齢犬ばかりとなった犬舎は﹁あと二年で閉舎﹂というところまで来ていたのです︒
しかし︑七月六日の西日本豪雨により︑わんこたちはＹさんとともに︑天国に流されて逝きました︵詳細は前号に記
述︶
︒しかしＹさんが命をかけて守った犬が︑一匹︑諦めと絶望の中で︑奇跡のように生き残っていたのです︒

山のシェルターには
危険で入ることがで
きないそうですね︒では︑助
かった〝くうちゃん〟という
ワンちゃんは今︑どこでどう
しているのでしょうか？
︵Ｍさん︶
難を︑思い知ったような次第です︒
Ｍさんというのは︑私たちが当シェ

くうちゃんは太宰府の執取

動物病院で︑ずっとお世話
ルターに関わる以前に︑くうちゃんた

お腹もペコペコで そ
…れでも︑くうち
ゃんは待っていました︒

何回も朝が来て︑何回も夜が来て︑

ちゃんは待ちました︒

になっていました︒そして体調の完全

責任者の方が亡くなられたことで︑
くうちゃんたちはさらなる窮地へと追
い込まれました︒そしてガリヤと出逢
い︑読者の皆様の温かなご支援を受け︑
七月十四日︒
﹁老犬たちが災害の中︑生きているは

というところまで︑ようやく辿り着い
たつもりだったのです︒そして︑先の

そんな中でＫさん︵現地ボランティア

﹁危険過ぎるから︑入山禁止！﹂

糸島市志摩吉田 1233-9-1

動愛園糸島斎場

ドライブで心癒される」

﹁あと二年でハッピー閉舎！﹂

災害です ︒
…
しかしくうちゃんは生き伸びました︒

被災から八日が過ぎていました︒

くうちゃんが︑部屋から出てきました︒

ルターの庭に降り立ちました︒すると

さん︶が︑谷を越え山肌を伝い︑シェ

ずはない！﹂

土石流の山を必死で走って逃げまわり︑
そして︑シェルターに
戻って来ました︒
待っていればＹさん
たちが来てくれるし︑
仲間たちだって戻って

http://www.douaien.co.jp

きます︒
でも︑いつまで待ってもＹさんは来
てくれません︒どこに行ったか︑仲間
たちも戻りません︒

8-1-9

動愛園博多斎場
博多区吉塚

と言われる声が聞かれます。

0120-24-7979

このこが喜んでいる…

12
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「糸島の、
美しい海沿いの

動愛園のお問合せ・お申込み

※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。

お車でお参りの方からはよく、

感謝の思いが込められています。

博多区吉塚 3-8-52
そして小さな命への

「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、動愛園は、動物大好きな
ＮＰＯ法人が運営しています。

火葬、
納骨、
墓地はもちろん、
ご葬儀会場も完備。
溢れるほどの癒し、
ねぎらい、

おまかせください。

と、
きっと思って頂けます。
でもこの斬新さの内には、

動愛園に

「このこが喜んでいる。
連れてきて本当によかった！」

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。

そう思われても仕方ないほど斬新な霊園です。

大切なご家族の
旅立ちは

緑や光に、
たっぷりと包まれながらのお別れです…

斬新さと優しさと…

一見してサロン風のため、
「ここが霊園？」

十月十二日
すすむくんらしき犬の生息が
確認されました！
山で生き延びてくれています︒
今後につきましては
次号でお知らせ致します︒

西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

心細くてたまらなかったけど︑くう

【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

緊急報告 !!

私たちの活動は未だ
終わりではありません。
ご寄付を頂けますと
幸いです。

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

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。
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

▲裏庭は深い谷に

ヨシキカヨコ様 ………4,000 円
タカオカカズコ様 ……50,000 円
クララ様 ………………1,000 円
レオ様 ………………… 1,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
ヒラハラヨシノリ様 … 3,000 円
シリウスセイジン様…10,000 円
スギバヤシセイコ様…10,000 円
イコール様……………20,000 円
ホンダツカサ様……… 2,000 円
グルメビップノフウニャン様
………………………… 2,500 円
ヨシキカヨコ様……… 4,000 円
レオ様 … ………………1,000 円
アラキマリコスミコ様…3,000 円
スギレイコ様………… 5,000 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
ナカニシトモコ様 ……5,000 円

お山のシェルター便り

お山のわんこたちは、
皆様のご支援のおかげで、命をつなぐことができました。
このような悲しい事態とはなりましたが、
なくなられたＹさんも
（ご自身も支援者でありながら）
皆様のご支援に、たいへん感謝しておられました。
今は稼働を止めたシェルターですが…
実は犬舎の整理も含め、皆様のご支援が必要です。
どうかお続けくださいますよう、お願いいたします。
資金に余剰が出ることがありましたら必ず動物たちのために
活かすことを、お約束いたします。

保護当日のくうちゃん
動愛園さまにも、お山のワンコたちは、ずっと応援していただきました。ありがとうございました。

Ｑ

Ａ

ご寄付をありがとうございました！

Ａ
長年のご支援、ありがとうございました。

元気に生き抜いてます！
豪雨災害も﹁ヨイショ﹂と乗り越えて

ちのお世話のため︑山に足を運んで下
さったボランティアさんでした︒

﹁ くうちゃんたちのようなワンコを 二
度と出さない！﹂

﹁Ｙさんの死を無駄にしない！﹂
そ
…んな願いを込めて ︑差し支えない
と思われる部分のみ抜粋し ︑Ｍさんの
メール文をご紹介させて頂きます︒
〜前略〜 今件の報道に接して︑私
がこのシェルターの前身であった犬舎
に犬たち︵１００頭は超えていたと思
われます︶の世話に通っていた２０年
前︑あまりの絶望的状況に︑動物福祉
協会阪神支部の支部長と協会付きの獣
医さんをこの犬舎に招いて︑調査をお
願いしたことを思い出しました︒
その折の協議の結果︑里親探しや犬
舎の適正な維持などは 〜中略〜 限
界があることから︑行政を巻き込んで
解決する必要があると判断し︑現地調
査の後︑皆で筑紫野市役所に赴き担当
課と何時間も話し合いをしましたが︑
気のない役人の対応に︑ついに諦めて
しまったのでした︒前〜
そのとき私たちが下した結論は︑福
祉協会の獣医師が︑できるだけ犬たち
の苦痛のない方法で安楽死をするとい
うことでした︒

当時の犬舎の状況はそれは悲惨で︑
飢えとストレスから犬同士で狭い檻の
中で殺し合いや共食いなどが起こって
おり︑一刻の時間の猶予もないと思わ
そこで３人で 〜中略〜 の説得に

れました︒
当たりましたが頑として応じてくれず︑
支部長ともども︑泣く泣く犬舎を引き
〜中略〜 結果的に犬たちにとって

上げたのでした︒
最悪の行動をとっていたのでした︵そ
の最たるものが︑不妊・去勢手術を一
切行なわず︑オスメス混在の犬舎で多
頭飼育をしていたため︑当初３０頭余
りの保護犬で始まった活動がみるみる
１００頭以上に増えてしまったという
私は精も根も尽き果て 〜中略〜

事実です︶
︒

〜中略〜 これは現在も私の深いト

しかし犬たちのことが不憫でたまらず

今回の不運な事故の報道を受けて︑

ラウマになっています︒
件の福祉協会の︵旧︶支部長︵もう８
０歳を超えています︶に久しぶりに連
〜中略〜 二人してしばらく当時の

絡を取り︑一連の経緯を知らせました
ことを思い出して深い感慨にふけった
次第です︒
〜後略〜
わんこのお山には︑私たちが作った
十六年の歴史以前にも︑さらに歴史が
あったのです︒

寒くなったら床暖房だよっ▶

くうちゃん元気に生きてます！

ちゃんたちが乗り越えてきた幾多の苦

Ｍさからのメールであらためて︑くう

実は先日︑ワンコ山の被災を知った

ンコだったからです ︒
…

と︑凄まじい苦難を乗り越えてきたワ

﹁ヨイショ︑ヨイショ﹂

なぜなら︑くうちゃんはこれまでにも

みとさせられるショットです︒

ンを彷彿とさせるようで︑何かしみじ

サバイバル映画の主人公のラストシー

に初めて足を下ろした時のものです︒

写真︵上︶はくうちゃんがセンター

るほど素晴らしい環境です︒

も完璧です︒ほんとうに︑びっくりす

寒くなれば床暖房にもなるし医療施設

自然の中を悠々とお散歩できるし︑

に移りました︒

県玖珠郡久住町︶

援センター︵大分

九州災害時動物救

時預かり〟として

制が整うまでの一

月下旬〝受入れ体

回復を見届けた八

責任者の他界により危機に瀕した犬たちを﹁天寿を全うするまで﹂を目標として引き継いだ活動でした︒
そして十六年 老
…齢犬ばかりとなった犬舎は﹁あと二年で閉舎﹂というところまで来ていたのです︒
しかし︑七月六日の西日本豪雨により︑わんこたちはＹさんとともに︑天国に流されて逝きました︵詳細は前号に記
述︶
︒しかしＹさんが命をかけて守った犬が︑一匹︑諦めと絶望の中で︑奇跡のように生き残っていたのです︒

山のシェルターには
危険で入ることがで
きないそうですね︒では︑助
かった〝くうちゃん〟という
ワンちゃんは今︑どこでどう
しているのでしょうか？
︵Ｍさん︶
難を︑思い知ったような次第です︒
Ｍさんというのは︑私たちが当シェ

くうちゃんは太宰府の執取

動物病院で︑ずっとお世話
ルターに関わる以前に︑くうちゃんた

お腹もペコペコで そ
…れでも︑くうち
ゃんは待っていました︒

何回も朝が来て︑何回も夜が来て︑

ちゃんは待ちました︒

になっていました︒そして体調の完全

責任者の方が亡くなられたことで︑
くうちゃんたちはさらなる窮地へと追
い込まれました︒そしてガリヤと出逢
い︑読者の皆様の温かなご支援を受け︑
七月十四日︒
﹁老犬たちが災害の中︑生きているは

というところまで︑ようやく辿り着い
たつもりだったのです︒そして︑先の

そんな中でＫさん︵現地ボランティア

﹁危険過ぎるから︑入山禁止！﹂

糸島市志摩吉田 1233-9-1

動愛園糸島斎場

ドライブで心癒される」

﹁あと二年でハッピー閉舎！﹂

災害です ︒
…
しかしくうちゃんは生き伸びました︒

被災から八日が過ぎていました︒

くうちゃんが︑部屋から出てきました︒

ルターの庭に降り立ちました︒すると

さん︶が︑谷を越え山肌を伝い︑シェ

ずはない！﹂

土石流の山を必死で走って逃げまわり︑
そして︑シェルターに
戻って来ました︒
待っていればＹさん
たちが来てくれるし︑
仲間たちだって戻って

http://www.douaien.co.jp

きます︒
でも︑いつまで待ってもＹさんは来
てくれません︒どこに行ったか︑仲間
たちも戻りません︒

8-1-9

動愛園博多斎場
博多区吉塚

と言われる声が聞かれます。

0120-24-7979

このこが喜んでいる…
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「糸島の、
美しい海沿いの

動愛園のお問合せ・お申込み

※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。

お車でお参りの方からはよく、

感謝の思いが込められています。

博多区吉塚 3-8-52
そして小さな命への

「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、動愛園は、動物大好きな
ＮＰＯ法人が運営しています。

火葬、
納骨、
墓地はもちろん、
ご葬儀会場も完備。
溢れるほどの癒し、
ねぎらい、

おまかせください。

と、
きっと思って頂けます。
でもこの斬新さの内には、

動愛園に

「このこが喜んでいる。
連れてきて本当によかった！」

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。

そう思われても仕方ないほど斬新な霊園です。

大切なご家族の
旅立ちは

緑や光に、
たっぷりと包まれながらのお別れです…

斬新さと優しさと…

一見してサロン風のため、
「ここが霊園？」

十月十二日
すすむくんらしき犬の生息が
確認されました！
山で生き延びてくれています︒
今後につきましては
次号でお知らせ致します︒

西日本シティ銀行／天神支店／普通 1964462

心細くてたまらなかったけど︑くう

【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
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お山のシェルター便り

お山のわんこたちは、
皆様のご支援のおかげで、命をつなぐことができました。
このような悲しい事態とはなりましたが、
なくなられたＹさんも
（ご自身も支援者でありながら）
皆様のご支援に、たいへん感謝しておられました。
今は稼働を止めたシェルターですが…
実は犬舎の整理も含め、皆様のご支援が必要です。
どうかお続けくださいますよう、お願いいたします。
資金に余剰が出ることがありましたら必ず動物たちのために
活かすことを、お約束いたします。

保護当日のくうちゃん
動愛園さまにも、お山のワンコたちは、ずっと応援していただきました。ありがとうございました。

Ｑ

Ａ

ご寄付をありがとうございました！

Ａ
長年のご支援、ありがとうございました。

ユニークな猫です。
他界してるのに、
ときどき存在を感じさせます。

新しい物語

︻猫エッセイ︼マイ スウィートライフ ウィズ キャッツ

シルクちゃん
1988-1997

長澤 由起子

と気付いたらまた︑
とんでもない大所帯に

﹁ハッ！﹂

と︑
承ってしまった結果︑
増える増える⁝

﹁ハハハ〜ッ⁝﹂

ーの不妊手術の最中︑
電話が入りました︒

六月で月齢半年を迎えたダンケとメルシ

ひとつ悲しい事件が起こりました︒

要するに〝あの頃〟の復活です︒

と五粒で八粒でした︒

赤ちゃんとは言え︑
まだ〝粒〟です︒
三粒

ますか？﹂

﹁妊娠していました︑
赤ちゃん︑
どうなさい

掃除︑
洗濯︑
買出し︑
料理︑
通院︑
喧嘩仲裁︑

二つの子宮を小箱で持ち帰り︑
裏庭の紫

なっていました︒

教育エトセトラで︑

陽花の下に埋めました⁝合掌︒

り忘れた初秋のことでした︒

と︒

﹁も〜⁝タソガレてなんかいられん！﹂

どうもシルクちゃんのネライは︑
そんなと

﹁ダンケ︑
何やってるの？﹂

さて︑
そんな〝粒 猫〟たちのことをすっか

野良ちゃんたちが次々と我転がり込むよ

ころにあったのでしょう
︵笑︶

る日々が訪れたのです︒
うになったのは︑
そんなタソガレの︑
一昨年

なにしろ数が多過ぎて︑

に静寂だった我が家を︑
猫たちがけたたま

子宮もろとも失くしたカラダが︑
ママにな

んで︑
おっぱいに吸い付いています︒

る準備を止めなかったのです⁝︒
って眠ります︒

語が紡がれていくのでしょう︒

マ︑
そういうわけでまた︑
新たな家族の物

の〝幸せ〟を形にして見せてくれます︒

〝信頼〟とか〝安心〟とかといった無形

起きている時はバラバラでも︑
身を寄せ合

そして疲れて︑
グッスリ眠ります︒

しく駆けまわっています︒

なんと︑
ダンケのお腹に猫たちが潜り込

﹁ニャ？﹂

末のことでした︒

は︑
とてもラクチンなものになっていたん

﹁この子たちの家族を探さなくちゃ！﹂

おかげをもちまして︑
いっときウソのよう

たくさんいた猫たち
︵ＭＡＸ時は十数匹︶

です︒

の︑
気分だったのです︒
ところが年が明けた一月一日︒
それも朝の

ところがどうでしょ！
﹁〝あの頃〟は⁝幸せだったなあ⁝﹂

起きがけです︒
シルクちゃんが夢枕に立っ

⁝なんと︑
人生のタソガレに︑
ドップリ浸

片目の摘出後（バッ
クナンバー 20 号記
述）順調な回復を見
せる野良のムー。脱
走を繰り返すも、空
腹になると帰宅しま
す。家族としての自
覚ができつつあるよ
うな…。

て︑
らね﹂
と︑
意味不明な言葉をぶち
放ったじゃないですか︒
要するに︑
さい﹂

﹁一匹残らず︑
家族に迎えな

て感じでした︒

つまり〝お告げ〟に来たっ

シルクちゃんと言えば数々
とっては〝神〟ですから影

の奇跡
︵奇行？︶
により私に
響力たるや︑
絶大です︒
それで︑

遊び疲れ、私の寝室になだれ込んで爆睡する猫たちです。
私も割り込んで寝てみたところ、朝まで熟睡（笑）

いちいち号泣はしましたけれど︑
私の日常

がつぎつぎに天寿を全う︒

考えてみると不思議な話です︒

(通巻No.311）

No.21
﹁この子たちは僕の子だか

「この子たちって何？」…おっぱいを吸われるたびにキョトン
としてしまうダンケちゃんですが、ムリもありません。

14

My
Sweet
Life
With
Cats

秋

犬と人のための飼い方教室 土生亜紀子

春

空と海と

野の花も咲き誇り

襲ってくるので︑
はじめは怖くてなかなか

じるのです︒

初雪は地面に着くと消えてしまうので︑

幅され研ぎ澄まされ︑あらゆることに心

それどころか︑共感するたびに感覚は増

まったく色あせません︒

近づけません︒

舞うのを追って捕まえたけど歯ごたえが

犬を何匹も育てましたが ︑
体感の共感は

無くて不思議でした︒

仔犬や子供の
︻初体験︼
に魅入る理由は︑

犬の寿命は︑
ヒトに比較すると極端に短

の共感 ︼
は︑長くは続きません︒
なぜなら

しかし ︑残念なことに︑
犬とのその
︻体感

が震えるようになります︒

単にとても愛らしいからだけかもしれま

生きていると︑割り切ることや無かった

愛する者の世界

いからです︒

せん︒

しかしそれだけではなく︑彼らの
︻新鮮な

感覚︼
に大人の鈍化した感覚も共感する
ためもあると思います︒

行きつ戻りつします︒
この仕草は︻すごく

床の匂いを嗅ぎ上目遣いで周囲を伺って

仔犬はそろそろとテラスに足を踏み出し

す︒

を研ぎ澄ませて安全確認をしているので

クさせて耳をそばだてます︒
すべての感覚

首を伸ばして辺りを見回し ︑鼻をヒクヒ

ぐには外に出ません︒

もちろんそれは病に苦しむ愛犬に共感し

浅く短くなっていることに気づきました︒

は不意に自分の睡眠と呼吸もずいぶんと

そんな彼女の介護をつづけるうちに︑私

姿勢を変えようとします︒

です︒
苦しさに︑
昼夜問わず力無く足搔き

途切れなく咳が絞り出され眠れない様子

を妨げていきました︒

々と心臓と肺を押しつぶし︑彼女の呼吸

来ず日ごと大きくなり︑徐々にそして着

感を味わうことを私は知りません︒

一瞬一瞬を体感するより他に ︑生きる実

瞬く間に生を駆け抜けていく犬と ︑
共に

いと思ったのです︒

を︑
彼らとの体感 の(共感 で)得た︻世界︼
どんなに辛くとも一かけらも失いたくな

の世界のひとかけら ︼
だからです︒

んでした︒
︻ 生だけでなく死も︑
愛する者

心を守ろうと思いましたが︑結局しませ

愛する犬の死に ︑私はまたそうやって身

ますし︑そうしたこともあります︒

ことにしたほうが楽なことは多々あり

怖いけどとっても興味があるので行きた

犬と見る青空や星空 ︑
川の流れや風にざ

年老いた愛犬の胸内の腫瘍は︑切除も出

い︼
という犬のボディーランゲージです︒

ての症状ではありません︒ 看病疲れによ
感情豊かな姿に︑時間を忘れて魅入りま
草や表情の真似をします︒それは︻ 彼ら

私は彼 女の辛さを︻ 頭ではなく五感覚

しかし︑
その重い意識や呼吸の苦しさに︑

す︒そして無意識に彼らの視線を追い仕
が見て感じるように ︑自分も見て感じて
いる︼
のです︒

心( ︼
)で感じるように思いました︒

や満面の笑み︑静かな寝息と安らいだ表

情に︑
そう感じます︒

移入 ︼
とは異なりますが ︑
私も犬の︻体感

誰かの気持ちを自分のものとする︻感情

それは繰り返される日常を ︑今ただ此処

愛する者の世界︒

世界はときどき涙が出るほど美しい︒
公園の池の鯉たちが巨体をうねらせ近寄

に︑
共に在ることなのです︒

体感の共感
って来るので︑
その不気味さにビクビクし

︼
に共感します︒

犬を迎えてから死ぬまでずっーと︑
彼らが

ながら後退りします︒

見・触れ・感じる︑その鮮やかな体感を感

感覚

わめく木々や花 ・虫 ︑
そして犬の走る姿

る自律神経失調症だと思います︒

犬は今まで外に出たことがないので ︑す

体感

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！

仔犬が窓辺に座って外を眺めています︒
仔

共感

犬感覚の世界

ー犬は地球を救うー⑥

稲刈り後の田んぼにて

夏

proﬁle

海では広大な波がザザーッと音を立てて
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Photo Garally
Photo Garally

冬 老犬の日向ぼっこ

ご出稿よろしくお願いいたします ………m(

)m

当面はガリヤ広告収益から賄うことを考えています︒

ペット信託という方法もあります
が悲しいかな︑資金的余裕のある
ことが前提です︒

（発足が具体的になりましたら事務局よりご連絡を差し上げます。）

入会金・年会費無料

犬猫人互助会について
飼主であり続ける責任
百歳以上の人口が三万人を越えまし
た︒また女性が十人いれば三割以上

飼主の不安を断つ
が六十五歳以上 ︒
…
そこで六十代に突入するあたりから︑犬猫人互助会の流れ
そこで〝不安を断つ〟方法として
〝 犬猫人互助会︵仮名︶〟を考え

①お名前

﹁最期を見送る自信が無い ﹂
…
との責任感から〝 飼主リタイア〟を

大型犬

ました︒

犬
猫

選択します︒

歳 ♀ ♂

仕組みはけっこう簡単です︒

/

飼うことが不能となった人の犬猫

種

犬猫にとって
モッタイナイ話
を︑余裕のある期間限定で︑

余裕の範囲内で引き受け
ます︒
逆に︑自分自身が飼うこと不能に

〒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）

⑤Ａ会員

⑤Ｂ会員

………………………………………………………………………………………………………………
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〝飼主リタイア〟の理由が責任感と
いうなら︑飼い主としては上級者で
す︒
そんな上級飼主が〝飼主リタイア〟

猫

歳
②年齢
伝助ちゃん
（♂）
だよ

-

-

@

なった時は

余裕のある方に委ね
ます︒
当会はその︑仲介役を果たすもの
です︒

入会しませんか？
現在の入会者は﹁委ねたい︵Ａ会
員︶
﹂に集中し﹁引き受けたい︵Ｂ
会員︶
﹂がありません︵泣︶
︒
互助会ですからＡＢ双方のバラン
スが整うまでは︑発足することが

歳 ♀ ♂

中型犬

なんて︑犬猫たちにとって実にモッ
タイナイ話です︒

人にとって
モッタイナイ話
モッタイナイ は
…むしろ人のほうで
す︒犬猫たちがそばに居てイロイロ
と面倒なことをやらかしてくれるお
かげで︑
①日々の暮らしが明るく楽しくヴィ
ヴィッドになる︒
②心が洗われて癒される︒

できません︒

/

引き受け可能な
犬 or 猫の希望

携帯

mail

小型犬 種

将来的に

-

小型犬

歳 ♀ ♂

）

/

※年齢は 2018 年現在

中型犬 種

犬 or 猫の特徴

歳 ♀ ♂

⑥特記事項（ご希望など）

/

預ける可能性ある

大型犬 種

将来的に

-

電話

※Ａ会員とは…犬や猫と暮らしている。いずれ委ねたい時が来るかもしれない。
※Ｂ会員とは…余裕の範囲内でなら引き受け可能。

④希望の会員種に○ Ａ 会員 Ｂ 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
シバ犬
⑤中型犬
④Ａ会員
③〒810-0004 福岡市…
②55 歳
①田中和子

〒
③ご住所

③健康寿命が伸びる︒

F A X 092-751-3779（申込書にご記入のうえ、点線を切り取り FAX してください）
電 話 092-751-3778（ガリヤ長澤宛お電話ください。電話がとれない時は折返します）

mail nagasawa@gariya.com

（例

郵送

など良いことだらけ︒

迎です！

び﹁不安無し﹂な方の入会も大歓

ところがそんな良いことを︑
当会はメインターゲットを中高年
﹁私が先に逝ってしまったら︑このこ 層に置いていますが︑若い方およ
たちはいったい ﹂
…
の不安が︑ブチ壊します︒

※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。

キリトリ
………………………………………………………………………………………………………………………………………

犬猫人互助会 入会申込み用紙

一坂 太郎プロフィール

一坂 先 生の︻お もしろ 歴 史 講 座 ︼弐 拾 壱

岡山・津藩の陣営を奇襲したのだ︒

他 の三 藩 は 敵 の 猛 攻 を 前 に 戦 い 勝 利
にぶ

したが︑福岡藩の動きは鈍く︑味方の足
を引っ張った︒

その日 午 後二時ころ︑福岡 勢は 行 徳

ぎょうとく

街道を船橋に向かう途中︑西海神の高地

しかし︑水田の 中に 隠 れていた 小 室

から撤兵隊の一斉射撃を受けて敗走︒

弥四郎という五十九歳の福岡兵は︑捕ら

先日︑船 橋 市 海 神の戦 場 跡と同 地の

学園を創設している︒

念仏堂に建つ小室らの墓を訪ねてみた︒

原素六︵寿三郎︶と格闘になり︑逆に組

当 初 は 福 岡の 隊 長 矢 野 安 太 夫 が 建て た

えようとして追って来た撤兵隊幹部の江
明治元年一月︑京都郊外の鳥羽・伏見

み伏せた︒そこへ江原の部下が三人駆け

小さな墓碑だったようだが︑明治十九年

を簡単に見ておこう︒

西郷隆盛と福岡
福 岡 藩 の﹁明 治 維 新﹂は 大 変 興 味 深
い歴史だが︑英雄豪傑が活躍するような
で 新 政 府軍に 敗 れた 前 将軍の徳川 慶 喜

つけて︑小室を倒す︒

派手なエピソードには︑恵まれていない︒

は︑江戸に帰り謹慎する︒そこへ新政府

た︶が乗り込み︑西郷隆盛と勝海舟の談

えたらしい︒

毎年八月十日に地元の人たちにより供養

小室の墓と夫卒三名の合葬墓が並ぶ︒

が三名戦死し︑九名が負傷している︵山

されているとのことだった︒

﹁老武士﹂小室の活躍は評判になった

ようで︑先述のように錦絵に描かれたが︑

総髪を逆立て︑鎖帷子に身を包み︑派手
な袴を着け︑首級を持って戦う姿︒

それに︑次の説明が添えられている︒
しもうさ

﹁筑前黒田家の臣にて三好源右エ門の
こと

組なり︒下総の国八幡中山船橋辺の戦ひ

に︑賊勢の大軍にて殊に黒田家には一小
とりわけ

隊計りの小勢にて秘術を尽し戦ひ給ひ︑

取分小室氏は賊を十二︑三人も討ころし︑
ついに戦死をいたされたり﹂

小室はおそらく一人も敵を倒してい

ないのに︑十二︑三人も討ったとの噂が

一坂太郎が古書店で偶然見
つけた︑古びた一冊のスク
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！

形紘﹃市川・船橋戦争﹄
︶
︒

彦市・喜市という夫卒︵非戦闘員の人夫︶

三月︑千葉県が現存する立派なものに替

軍の東征大総督府︵福岡藩も加わってい

判を経て︑四月十一日︑江戸は無血開城

この日︑福岡藩では小室の他︑勝平・

明治元年︵一八六八︶
︑幕府から新政

小室（右）と夫卒３名の墓

府へ政権が移るさい繰り広げられた内戦
ぼしん

﹁戊 辰 戦 争﹂の さ い︑福
岡 藩 は 新 政 府 軍︵官 軍︶
に二千人数百人もの兵を
従わせたが︑華々しい話

いるのは錦旗を掲げた薩長軍や旧幕府の

された︒だが︑降伏に不満の旧幕府関係
く抵抗する︒そのひとつ撤兵隊は江戸を

立っていたというのが面白い︒

こ の 方 面 に お け る 福 岡 藩 の 評 判 は︑

さんざんだったから︑小室の錦絵がせめ
てもの救いであろう︒

な お︑小 室に 討 たれそ うになった 江

一坂太郎の鋭くも柔軟な
切り口で明治維新をひも
ときます︒歴史ってこん
なに面白いものかと目か
らウロコ︒これからの日
本の行方までが見えてし
まう必読の一冊です︒

講師（１部）一坂太郎 （２部）西郷隆夫

日時：11 月 11 日（日）受付 12:30 開演 13:00~15:30 終演
会場 福岡市立城南市民センター 入場料 2,000 円 問合せ 092-872-8070

は あ ま り 伝 わっていな
い︒
当時︑庶民の間で話題
になった 事 件 や人 物は︑
にしきえ

すぐに錦絵に描かれて発
売された︒戊辰戦争など
作品が現存する︒

は格好の題材で︑多くの

彰義隊などで︑福岡藩の存在はほとんど

きんき

しかし︑主に描かれて

無視されているようだ︒
リアルタイムで発行された国員画﹃当

脱走し︑船橋や木更津︵いずれも現在の

者は各地に立てこもり︑新政府軍に激し
世 武 勇 伝﹄と 銘 打った五 十 点 ほ どのシ

小室の奮戦を描く錦絵

原は後年︑政治家や教育者になり︑麻布

明治維新 150 周年記念講演

朝日新聞出版
定価 :860 円＋税

講演情報

創元社
定価 :1,500 円＋税

千葉県︶を拠点とした︒
福岡藩は佐渡原・津・岡山の三藩とと
うるう

もに︑撤兵隊討伐を命ぜられる︒戦いは
閏四月三日に始まった︒船橋の撤兵隊が

新刊情報
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(6)

リーズ物の錦絵がある︒評判の武功を立
たもので︑福岡藩では唯一﹁小室弥四郎﹂

てた新政府軍の兵士を︑一人一点で描い

小 室について 語る 前に︑当 時の 状 況

という人物が題材になっている︒

語り継がれた西郷どん

明治維新とは何だったのか

味方の足を引っぱった
福岡藩。そこに小室が…
歴史研究家・萩博物館特別学芸員・
防府天満宮歴史館顧問・至誠館大
学特任教授・春風文庫主宰・他。
著作多数。
最近の出版では「語り
継がれた西郷どん』
『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』
などが注目されている。
多忙な中で、
講演の依頼にも気軽に応じている。

丸田幸一のオモシロ法律相談
その二十一
︵通著九十一 )

３０００万円の預貯金という遺産があ

典型的なのが︑夫が義理の父より先

ついに
発売！

丸田幸一著
梓書院
1,500円＋税

あなたの人生を応援する、
頼もしくも
やさしい法律書です。人生のお供と
して、
側に置いやってください。
※書店・アマゾンなどで販売しています。

法科村塾
ほう

か

そん

じゅく

◆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
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り︑これを配偶者と一人息子が半分ず

つ相続する遺産分割協議をして︑配偶

者が自宅を相続した場合︑これまでだ

と配偶者は預貯金からは５０万円しか

もらえませんでした︒
︑

一方︑一人息子が自宅を相続して配

偶者は預貯金３０００万円の半分であ

る１５００万円の遺産を相続した場合

でも︑
﹁配偶者居住権﹂を使えば配偶者

はこの自宅に居住できるのです︒

皆さん︑どうですか？使えそうです

か？施行は︑公布日の平成３０年７月

に死亡した後︑その妻が義理の父の介

護等に尽くした場合でも︑現行法では

その妻には相続分がありませんでした︒

この改正でやっと︑その妻も報われる

施行は︑公布日の平成３０年７月１

可能性が出てきたというわけです︒

ガリヤ連載法律コラム
10 年の集大成

どなたもお気軽にご参加ください！
市民公開 無料法律セミナー

自宅と預貯金を
子と相続する場合などに使えます！

今年の通常国会で﹁配偶
者居住権﹂が新設されたっ
て聞いたんですけど︑そ
れってどいう権利なんで
すか？

Ｑ

ハイ！今月もマルチタレントこと︑

略してマルタがお答え致します︒

A
相変わらずラジオに︑歴史講座に︑

婚活パーティの主宰に︑法律講座に︑

法律本の出版に︑そしてＭＢＡの取得

にと︑寝る暇がない私です︒
１３日から２年以内です︒東京オリン

そして︑もう一つ注目すべき改正が

ピック前位ですかね〜︒

して︑終身又は一定期間︑配偶者に建

なされています︒相続人以外の者の貢

それは︑配偶者が相続開始時に居住

物の使用を認めることを内容とする法

献を考慮するための﹁特別の寄与﹂と

していた被相続人所有の建物を対象と

定の権利です︒

３日から１年以内です︒来年の前半で

相続人以外の親族が︑被相続人の療

今回︑その他多くの相続法改正がな

いう制度です︒

択肢の一つとして︑あるいは被相続人

養看護等を行った場合︑一定の要件の

されています︒皆さん︑新聞等で情報

方法としては︑遺産分割における選

の遺言等によってできるということで

下で︑相続人に対して金銭の支払いを

収集をしておいてください︒

すね︒

す︒

請求することができることとしたので

例えば︑２０００万円相当の自宅と
す︒

「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

配偶者居住権って何？

この本を読んであなたの人生を逞しく生きてほしい

会社定款と会社登記簿

会社の設立と言えば、定款と登記ですね。
これが意外と奥が
第
回 深いんです。怪しい会社は登記簿を見ればわかりますし、定
款だけで２時間は講義ができるほど論点に事欠きません。
こ
のことを知ってるのは、
やっぱり司法書士だけかな〜。
【歴史タイム】
大友宗麟の家臣にして立花宗茂の父、高橋紹運をご紹介致
金曜日
19:00〜21:00 します。今も四王寺山に残る岩屋城跡が、戦国の島津軍との
壮絶な戦いを彷彿とさせるその城主、高橋紹運です。豊臣秀
福ビル９F3 ホール
吉をして
「乱世に咲いた華」
と言わしめた忠義の名将です。
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丸田幸一ブログ

ＩＮアクロス福岡

◆先着 30 名 ◆講師 : 司法書士 丸田幸一

Ｐ／Ｌ、
Ｂ／Ｓ、
Ｃ／Ｓを読む

会社の計算書類と言えば、貸借対照表、損益計算書、
キャ
第
回 ッシュフロー計算書ですね。
この3つを日本一わかりやすく
お話ししようと思います。
こういう知識を持っているだけで
人生に自信が持てるようになります。
【歴史タイム】
金曜日
日本史上最高の初代内閣総理大臣、
伊藤博文をご紹介致
19:00〜21:00 します。明治憲法公布、国会開設への着実な段取りは、伊藤
博文しか成し得なかったでしょう。合計４度の内閣総理大
アクロス福岡
605 号会議室
臣の下に、
明治日本が世界に羽ばたいたのだと思います。

︻ 下 田 逸 郎 エッセ イ︼

親は３２歳でした ︒私が３０歳を越え

機関車に乗ったのは私が２歳の時︑父

今はっきり分かります︒

くりの方向が見えてきたということが

誘ってくれたということで︑私の唄づ

ニューヨーク行きの飛行機に乗った

１３時間かけて︑地球を北回りで

たあたりで ︑もう６０歳になった父親
に訊いてみたことがあります︒
東京へ行こうなんて思ったの﹂

﹁なんで３０越えたあたりで故郷を出て

のは︑２１歳の時でした︒

キッドブラザースの︿ゴールデンバ

それに対して父親はこう言いました︒

﹁そんな風に他人の中に土足で踏み込む

ヒッピー︑反体制︑寺山修司︑東由

ット﹀は︑オフブロードウエイで１年

多加あたりから︑演劇という物語づく

間のロングランになりました︒
﹁ あれはお父さんが宮崎から逃げ出した

り︑おまつり騒ぎみたいな世の中へと︑

もんじゃない﹂
しなきあの世へと渡ってゆくための大

んだよ﹂︒

メロディーを送りつづけていたような

それからさらに３０年たったころ︑同

へ行こうとしているのか﹂
︒

きな旅のほんの小さな旅の途中にしか

その時︑私にとって両親がそれぞれつ

この世で生きるということは︑果て

もと銀行家で︑最後はタヒチに渡って

すぎない︒いのちという旅物語の一粒

くってきた物語がくっきりと浮かびあ

気がします︒

た自分の物語をつくろうとしていた人

私の旅物語とその旅の途中で出会っ

の は １ ９ 歳 の 時 で し た ︒浜 口 庫 之 助

１３日間かけて太平洋を船で渡った

は３７歳の時でした︒音楽業界や家庭

１８時間かけてエジプトに飛んだの

７０年安保︑学生運動︑アングラ︑

画家になった︑ゴーギャンが描いた絵

にしかすぎない︒でも︑その一粒にも︑

がってきたのを︑今でも覚えています︒

大きなキャンバスに描いているのでは

とか社会とかからの脱出だと思います︒

じ質問に母親が応えました︒

彼の晩年の作であるこの大作の絵に

のタイトルです︒

れが︑最近私の頭の中に広がっている

なく︑キャンバスの外側に広がる空間

妄想になっています︒

を描こうとしているような気がします︒

新譜紹介
70歳にしてデビューアルバムのつもり
下田逸郎ソロアルバム
「忘我」

ていたのか︑とても印象的でした︒

漠の上にポツンと置いて︑自分で眺め

自分の描いた小さな絵を︑サハラ砂

も知っている人でした︒

ニューヨークのヒッピームーブメント

した︒１９６０年代からのアングラも︑

てくれたのは合田佐和子という画家で

ナイル河サハラ砂漠の景色へと誘っ

父親が宮崎から逃げたのと似ています︒

︵ヒットメーカーで︑私の師でもある

として連れていっ
てくれました︒
後に母親が師か
ら呼び出され︑
預けて下さい﹂

しています︒旅の時限が変わります︒

ひさしぶりに自分で唄ったアルバム

その旅の行方については︑またいつ

師は︑昔音楽的

︵リズム感だけは

かどこかで︑おたがいの旅先で出会え

ら新しい旅がはじめられるような気が
教えてくれまし

﹁忘我﹂をリリースしました︒ここか

た︶
︑水 平 線 の む

ることと楽しみに︒

には何も数えてく

こう側へと私を

れませんでしたが

話を聞きました︒

と言われたという

﹁ 下田君をぼくに

下田通信所

たちの話を︑ラフに述べてみます︒

ひとひら

形なきいのちを表現するために形ある

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

作詞 作 曲 家です が
) 洋上大学の音楽講
師としてその船 に乗り込み︑私を助手
下田逸郎の世界にどっぷり浸かれ
るという、久しぶり、且つ待望のソロ
アルバム。2,800円(税込）

が︑それはこの世の限られたいのちを

果てしなきいのちが含まれている︒そ

﹁私たちはどこからやって来て︑どこ

ITSURO SHIMODA

は人間の生と死が描かれているのです

忘我
絵を描いた画家のひとりだと思います︒

２８時間かけて宮崎から東京へ蒸気

下田逸郎
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﹁ 物 語 の 行 方 ﹂は 今 号 で し ば し 休 載 ︒再 開 を お 楽 し みに！
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櫻庵 幸縁

海で繰り返される

満潮︑干潮︒

健康な女性の月経周期など

さまざまな現象が

月のサイクルと

一致するのは

周知の事実です︒

太古より自然のリズムを

刻み続ける月を見上げて

のエネルギー
三日月
【魔除け】

11 月 3 日 12 月3 日 1 月 1 日

11 月 10 日 12 月9 日 1 月 8 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、
11 月 30 日 12 月29 日 1 月 28 日
11月上旬から約3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】

11 月 15 日 12 月15 日 1 月 14 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】

11 月 20 日 12 月19 日 1 月 18 日

911 月 25 日 12 月24 日 1 月 23
心の居場所が見つからず何をし
ても気持ちが乗りません。お部
屋の整理整頓が効果的。

気分に動かされやすくなります。
発言や行動は慎重に。

満月
【感謝】

のエネルギー

11 月 23 日 12 月23 日 1 月 21 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。

ツリーのエトセトラ
Xmas

ドイツがクリスマスツリーの起源という

のはご存知でしょうか？寒さの中でも葉

を落とさないもみの木を永遠の命の象徴

としていたそうです︒
ラテン

選ぶべき途は
貴方の魂が
知っています

闇におおわれる

魂に問いかけて

め

語で
〝永遠の命〟

選ぶべき途を

差し出してみせる

占い術です︒

もん

という意味です

更に︑
もみの木

には小人が住んで

モミの
いて︑
幸せを運んでくれるとか ︒
…
木は日本特産の木でヨーロッパではオウ

けに使われる物にも意味があるそうです︒

シュウトウヒが使われています︒飾り付

★トップスター
︵希望の星︶

まで導いてくれた︒

キリストが生まれたベツレヘム

★丸いボール
︵知識の実︶

アダムとイブのリンゴが飾られ

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

ていましたが１９世紀頃ガラスに変化︒

★ベル
︵助け合いの心︶

みるのも

羊飼いの杖は迷った羊を群れ

に戻すのに使っていた︒

★クツ下
︵プレゼントが入るところ︶

サンタクロースのモデルとなっ

たニコラスが貧しい家の

煙突から金貨を投げたところ

偶然にクツ下に入った︒

意外と知らずにクリスマスを楽しんでい

たのではないでしょうか？今年はお友達

やご家族で意味を考えながら過ごして

みるのもいいかもしれませんね︒

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。

一年を振り返り来年は更に素敵な年に

でしょう

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。

櫻庵 幸縁

の煙突か

櫻庵幸縁のブログ

http://ameblo.jp/333saienn333

のエネルギー 11 月 8 日 12 月 7 日 1 月 6 日
新月
【開始】

のエネルギー
二十六夜
【神秘】

なりますように︒

から

ごよみ

〈11 月上旬〜 1 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…黒色

トウヒが

頃ガラス

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

前 回 の 号 に て︑突 然﹁宇 宙 人 登 場 の
ご挨拶﹂をさせて頂き読者の方々は大
変驚かれたことと想います︒
そこで︑今回からは宇宙からの使者︑
チ チ ル さ ん や︻光 の 世 界 の 方 々︼に つ

長崎県生まれ。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。

りちょっと低いらしいのですが︑頭は

ご 本 人 に よ れ ば︑背の 高 さ は︑私 よ

私の前にいた夫が︑意外に落ち着き平

地球人に比べてデッカイのだそうです︒

ありません︒しかし︑たまたまその時︑
静だったのが︑今となっては救いだっ

声はソプラノ歌手のようにかん高い

ると私自身の喉がとっても痛くなるの

たといえます︒
夫は冷静に︑チチルさんに対応して

で︑私の声のトーンに合わせてお話し

のですが︑私の中に入られてお話なさ
くれました︒それから様々なことを︻宇

して頂くようになりました︒

︻光 の 世 界 の 方 々︵他 の 項 に て 述 べ ま

チチルさんは地球救済の為に︑他の

宙からの使者︼は話し出したのです︒
チチルさんはシリウス星から来た︻七
七次元魂の宇宙人さんは︑夫に次の

次元の魂︼です︒

皆さま方はお役目上︑目の前の方の

す︶
︼と同様に︑地球に来られました︒

は不安を抱え生きている。全く喜びが

﹁今、混沌とした社会状況の中、人々

こんなことで苦しんでいる﹂など︑すぐ

霊様とのお話も出来ます︒
﹁この方は今

がすぐお分かりになり︑その方の守護

ようなことを話しました︒

何者か？︼
︻なぜ？宇宙人タマシイ登場

なく、行き場をなくしているヒトさえ

想いや写真や動画に映った方々の想い

か？︼な ど︑今 ま で の 歴 史 ２ ０ 年 を 遡

いて述べることから︑
︻チチルさんとは

りながらの事実と︻これからの生き方︼

キ ャ ッ チ 出 来 ま す︒も ち ろ ん︑チ チ ル

方を知り、自分の中には天と繋がった

ミナーでその御力をお借りします︒三

私は︑必要であればセッションやセ

さんもそれが出来ます︒

でっかいモノがある！ということを知

分がすぐさまキャッチできるので︑お

次元の人間である私達に分からない部
を感じれる豊かなヒトになる。そんな

相手へのお伝えも驚くような結果で終

れ ば、そ れ︵自 殺︶は 回 避 で き、幸 せ

そんな中、ワクワクした楽しい生き

いる。自殺者も増えている。

仰 天 あ り！笑 い あ り！涙 あ り！︒ど

などを書いていきたいと想います︒
うぞ楽しくお読みください︒

チチルさんて何者？

ことを実生活の中で教えていきます﹂

意 外 や 意 外︒チチ ル さ ん は︑実 は シ

わることヒンパンです︒
その当時は私自身︑チチルさんが私

リウス星ではファッションアドバイ

といった内容でした︒

に入られた意味を知ることより︑その

ザ ー で も あ っ た ら し く︑服 装︑身 な り

︿著 書﹀

●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︶

わくわく宇宙人チチルとSEIKOの人生ナビセミナー

●福岡金文堂 本店
︵新天町︶
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全てうまくいく！

●クエスト 薬院店

https://ameblo.jp/toshiue-kodakusan/

⑴ チチルさん︑私とともに２０年

今から約２０年前のある日突然︑そ

事実をなかなか受け止めることができ

にはかなり敏感で︑貴重なアドバイス

の魂らしき方は入ってきました︒

で ご ざ ま す〜！今 日 か ら て い こ し ゃ ん

ず︑
茫然自失の日も続きました︒その時︑

を な さ い ま す よ︒そ れ に︑そ の 世 界 で

私の口から︑かん高い声で︑

︵ていことは私の名前でせいこのこと︒

夫が現場に居合わせていた︑というの

はかなり有名だったとのこと︒

﹁ワタスはシリウス星から来たチチル

チ チ ル さ ん は︿サ 行﹀な ど︵他 に も た

が︑その後の私にとって大きな安心感

︵この続きは次号にて︶

の人生ナビ﹄こちらも同時にご覧ください︒
SEIKO

りました︒

貴重なアドバイスをいただくようにな

ん と ご 縁 を 頂 く よ う に な っ た 方 々 も︑

れ︑私 や︑そ の 後 に 出 会 っ た チ チ ル さ

と︑そ の 方 面 から も ズ バ リ！と 言 わ

分かる！﹂

﹁外観︵みなり︶でその人の生き方が

を も た ら し た の で す︒そ れ も︑必 然 的

のは︑どんな宇宙人さんなのか？

では︑実際にそのチチルさんという

馴染んで
︵？︶いったのです︒

時の経過と共に︑チチルさんに私は︑

なことだったに違いありません︒

うまく話せない言
くさんありますが …
葉があります︶
、あなたと一緒よ。よし
と叫び始めたのです︒

くね〜！﹂
勿論︑私の意識外の言葉です︒
仰天のわたし！﹁頭がおかしくなっ
た の で は？﹂と 驚 い た の は 言 う ま で も

ブ
﹃全てうまくいく︑ワクワク宇宙人チチルと
※ログも︑この度大きく変わりました︒

ブログも
お楽しみ
ください!

︻杉 林 せいこのコラム ︼その

■著者プロフィール■ 杉林せいこ

参加は
お気軽に！

★場所：インド食堂チチル＆シシリ 福岡市中央区六本松 2-2-8(1F)
★定員：6 名
（定員になり次第締め切らせて頂きます） ★参加費：10,000 円
★申込：インド食堂チチル＆シシリ〈イベント担当〉
宛
メール or 電話にてお申込ください！
E-mail india̲shokudo@chichiru-and-siciri.com
℡092-717-1447

全てうまくいく、
ワクワク宇宙人チチルとSEIKOの人生ナビ

貴女のタマシイ力を発揮し更に豊かな人生へとナビゲートさせて頂くセミナーです。
ご期待下さい！

201811/4（日）& 12/23（日）& 20191/13（日）17:00〜20:00( 食事時間含む）

★本セミナーでは宇宙人チチルさんや光の世界の方々も登場なさいます。
★詳しくは著者ブログにて。
★販売や勧誘など全くありませんのでご安心ください。
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ガリヤ愛読者の皆様へ!

女性限定
美味しい＆ヘルシーお食事付き

21

二十一世紀は
宇宙脳で生きよう！

■全てうまくいく、
ワクワク宇宙人チチルとSEIKOの人生ナビ■ その②

アドバイス

ティブなイメージを持たれる方も多いよ
うですが︑実は︑ほとんどの人が資産の
運用をしています︒
銀行預金の様な﹁貯蓄﹂も資産運用の一
つです︒今は超低金利ですが︑それでも
僅かに利子は付くので運用していること

投資のルール

一定金額を︑価額が低い時には多く高い

ときには少なくコツコツと投資すること

により︑全体の投資コストが低くなりま

す︒これを﹁ドル・コスト平均法﹂
︵定

時定額購入︶と言います︒

きましょう︒

回避する三つのキーワードを押さえてお

すよね〜︒そこで︑リスクをできるだけ

とは言え︑元本割れで損をするのは嫌で

でき︑外貨では複利運用のメリットを享

はマイナスになるリスクを減らすことが

ず︑長期間じっくり運用すれば︑株式で

短期的なプラスやマイナスに踊らされ

③じっくり＝長期で運用すること︒

貯蓄のメリットは︑元本を保証されてい

益を得ることや︑外国為替での差益を得

ないリスクがありますが︑より多くの収

そこで︑
﹁投資﹂です︒元本が保証され

リスクがあります︒

価が上昇すれば元本の価値が目減りする

です︒でも今はほとんど増えないし︑物

一回でまとめて投資するより︑定期的に

②コツコツ＝時間を分散させること︒

ことです︒

円以外にドルやユーロで運用したりする

内と国外に分散して投資したり︑通貨を

これは︑株式と債権︵国債や社債︶を国

散させること︒

①バランス＝運用資産をバランス良く分

チャレンジしてみてはいかがでしょう！

長く続けることを前提に出来る金額から

命保険会社で取扱っています︒

ルを用いた商品は︑銀行・証券会社・生

を増やすことができます︒これらのルー

スクを減らし︑より安全に効果的に資産

この３つのルールを守ることで投資のリ

受できます︒

ることが可能です︒

い将来使う予定があるお金の準備に最適

ることです︒日常生活に必要なお金や近

Ⅱ

今や平均寿命は女性八十七歳・男性八十一歳︒人生百年時代と言われています︒
今回は﹁運用﹂についてのお話しです︒

!?

運用というと︑難しい・危ない等のネガ

資産運用って
よくわからない

久米カヲル

になります︒

貯蓄と投資を考えてみよう

人生百年時代、
定年後を考える。
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

自然界には︑自然の恩恵として

電話＆FAX：0942-27-9779
e-mail：bazarkto@chic.ocn.ne.jp
〒830-0851 福岡県久留米市御井町 1995-5
バザール K to 代表者 古賀幸久

︻抗酸化力︼
︻抗菌力︼
︻抗炎症力︼の高いものや

本当にいいものと︻巡りあう縁︼があること︒

その中で︑自分に合った

︻健康維持や改善︼につながる素晴らしいものが沢山あふれています︒

︻免疫力︼を高めるものなど︑

このプロポリスのコト ちょっと知りたくないですか？

またそのようなものを︻選ぶ︼ことが大事です︒
そのためには︑自分の責任において
自分の健康と安全を維持管理していく
︻知恵と知識︼が必要です︒

当プロポリスの詳細については︑ bazar Kto
のホームページをご覧ください︒

バザール Kto

…………………………………………………………

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

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︒
︵詳細は 次々ページ！︶

四十代

看護師︶

たいへんなんですよ︒
︵ペペ

﹁だったらいいな⁝﹂
は現状への不満ではありません︒
みんなが楽しくなるための一歩目です︒
そして日常のアレコレの中に︑
改善の余地は溢れています︒
問題は︑
それに気付くか気付かないかです︒

だったらいいな⁝

事務職︶

﹁便座の蓋は開けっ放しにしていて欲しい

れは自宅のトイレに限って頂きたい︒

気持ちは解らないでもありませんが︑そ

いらっしゃるのが困ります︒閉めたくなる

用し︑便座のフタを閉めて出られる方が

店舗やホテルやコンビや駅のトイレを使

公衆トイレの便座から
蓋が無くなったらいいな！

しれませんが︑早朝など駅員不在ですし︒

んのサポートで事足りると思われるかも

もエレベーターは未だありません︒駅員さ

︻編集室︼同感！私が利用しているＴ駅に

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︒

エアコン使用に補助金を！
この夏︑病院のエアコンが故障してご高
齢の入院患者さんが亡くなられた事件が
ありましたが︑エアコン無しでは若く健
康な者でも無事ではいられません︒
そこで問題は電気代です︒二倍にも三倍
に跳ね上がって家計を圧迫します︒
夏季のエアコン使用につき︵所得の低い世
帯限定︶政府補助金のようなものがあっ
３０代

たらいいなと思います︒
︵マリア
︻編集室︼大賛成！特に犬や猫が居るお宅
は不在中もつけっぱなしだと思いますし︒
便座にオシッコが付着してたりするとフタ

な〜﹂ということです︒
にもオシッコが移ります︒そんな便座のフ

から不特定多数で利用する便器は全部︑
フタを取り外して頂きましょう︒ホテルで
あれレストランであれ片っ端から撤去すべ
きと思います︵簡単にハズせます︶︒
余談ですが︑博多駅のトイレ︵改札口か
らホームへの途中︶で清掃の方が掃除し
ておられる様子に感動しました︒磨くよ
うにして清浄しておられました︒おかげ
で今日も気持ちよく使用しました︒ご苦
労様です︒

折たたみ傘にも雨傘袋を！
雨が降るとスーパーやデパートなどの入口
には細長いビニールの傘袋が設置されま
すが︑折りたたみ傘用の傘袋を見たこと
利なので利用者は多いのです︒折りたた

がありません︒折りたたみ傘は携帯に便
み傘用の傘袋もあったらいいな〜ていうか
会社員︶

置いて無いっておかしくないですか？
︵サッチー ５０代
︻編集室︼不思議！どうして無いんでしょ
う？私も太く短くなった傘をムリヤリ細長
というわけで店舗の皆様︑折りたたみ傘

いビニール袋にネジ込んでいます︒
用の袋設置︑よろしくお願いいたします︒

︵マリコ ３０代

お察しください︒
けにはいかないのでしょうか？面倒かもし

来られる前︑電話を一本入れていただくわ

宅配前に電話して！

ビーカーのお母さんは公共の乗り物を利

エレベーターが無い駅は﹁車椅子の方やベ
︻編集室︼同感です！ちなみに私はトイレッ

配達員の方もご苦労ですが︑仕事で不在

れませんが効率が上がると思います︒

全駅にエレベーターを！

用するな﹂と言っているのと同じだと思い
トペーパーを少し切り取って︑それでつま

タを素手で持ち上げる気持ちを︑どうか

ます︒エレベーターが無い駅の存在が許せ
んで開けています︒フタを開けたら閉め
るのが常識︒つい閉めてしまいます︒です

母が田原先生の施術で若返り元気モリモリ

していることが多いため︑受け取る側も

自営︶

ません︒全部の駅に早くエレベーターがつ
いたらいいな︒︵Ｓ

たとのこと︒ちなみに博多区の勤務は八

だったんですが︑病気や怪我の連続で介助

販売︶

●自由にトイレに行かせて欲しい︵事前

十名ほど︒楽しくお仕事されているとか

２０代

連絡が必要︒友人は携帯を持たないため

︵幸子にゃ〜 ５０代 主婦︶

たとかでこの夏︑手すりがつきました︒

︻編集室︼ お喜びください︒要望が多かっ

︵ガーベラ ４０代 開運アドバイザー︶

を付けて下さい！お願いします！

きる希望のために田原先生︑階段に手すり

りを付けて欲しい！と懇願しています︒生

メンテナンスが出来ないので︑階段に手す

が無いと階段を登れなくなってしまって︑

●勤務時間中﹁座ること厳禁﹂︒少しは

り思っていたのですが⁝︒

座らせて欲しい︒

四時間の間我慢しなければいけない︶︒
てらっしゃるんですから︑もうひと工夫お

ねこが人間のお賭場がはなせたらいいのに

猫が話せたらいいな

ち続けたそうです︒仕事を求める高齢者

と思います︒
︵改善して欲しい事ではない

営業︶

が多く﹁いやなら辞めていいですよ﹂と
４０代

時々﹁何を考えているのか？﹂﹁何
ですが ︶
…

︵タロー
︻編集室︼駐輪所はご高齢の方の活躍の場

をしたいのか？﹂ 一週間に一度でもいい
…
から︑お話したいです︒むりですが ︒
…

言われ︑何も言えなくなったそうです︒

彼は高齢なのに︑猛暑の中で頑張って立

︻編集室︼ そうですよね︒電話番号は判っ
願いしたいですよね︒

駐輪場職員の待遇改善を！
先日︑博多区の自転車駐輪所で働く知人
時給八百円︒週に三日︑一日四時間︒高

の希望︵グチ︶を聞きました︒

今回も︑たくさんのご応募
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所と思っていたのですが⁝気になって現場

※未就学児童不可

︵博多駅前︶の方にお尋ねしました︒

一般 2,000 円（当日 2,500 円）

齢の彼には理想的な勤務のようですが︑

は︑福岡が誇るアルパ奏

○筑紫野市文化会館
○ローソンチケット TEL 0570-084-008 L コード 81306
○チケットぴあ TEL 0570-02-9999 P コード 118-459

ありがとうございました︒

者・小林知加︑ソプラノ

入場料 / 全席指定

︻編集室︼アラうちの猫たち話してますよ︒

アンサンブル福岡︵九

歌手・林麻耶︑注目のチェ

※完売の場合は当日券販売はありません。

次号のテーマは次ページを

州交響楽団メンバーが中

リスト・古川展生らをゲ

ご参照ください︒

心のオーケストラ︶の響

ストに迎えての夢の響宴

開場 14:30 開演 15:00

するとなんと︑八月の一ヶ月だけで六十名

飲酒運転を見たら迷わず 110 番！

階段があったらいいな！

き豊かな名曲の調べに包

です︒

︻第 回名曲コンサート︼
チェロとソプラノとアルパの祭典

まれて︑平成最後の年の

2018 12/12（日）
筑紫野市文化会館大ホール

●往復の通勤費の支給が欲しい︒

福岡県警察

●研修の四日間が無料だった︒少しでも

が熱中症などで体調を崩しリタイアされ

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

瀬を過ごしませんか？
三十三回目となる今回

古川 展生 チェロ

コップ１杯

⬇ 約４時 間

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︒
これからの暑い時期︑海水浴やお祭り︑キャ
ンプやバーベキューなど飲酒の機会が増え
ますが︑飲んだお酒は身体からすぐには抜
けず︑帰るころにはまだ残っています︒自
分自身はもちろん︑家族など大切な人が飲

前売り券販売所

問合せ
筑紫野市文化会館
TEL092-925-4321

大学生以下 1,000 円

林 麻耶 ソプラノ
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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。

酒運転をしないように注意しましょう！

小林 知加 アルパ
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＝
＝
＝
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︵マリコ ３０代

お察しください︒
けにはいかないのでしょうか？面倒かもし

来られる前︑電話を一本入れていただくわ

宅配前に電話して！

ビーカーのお母さんは公共の乗り物を利

エレベーターが無い駅は﹁車椅子の方やベ
︻編集室︼同感です！ちなみに私はトイレッ

配達員の方もご苦労ですが︑仕事で不在

れませんが効率が上がると思います︒

全駅にエレベーターを！

用するな﹂と言っているのと同じだと思い
トペーパーを少し切り取って︑それでつま

タを素手で持ち上げる気持ちを︑どうか

ます︒エレベーターが無い駅の存在が許せ
んで開けています︒フタを開けたら閉め
るのが常識︒つい閉めてしまいます︒です

母が田原先生の施術で若返り元気モリモリ

していることが多いため︑受け取る側も

自営︶

ません︒全部の駅に早くエレベーターがつ
いたらいいな︒︵Ｓ

たとのこと︒ちなみに博多区の勤務は八

だったんですが︑病気や怪我の連続で介助

販売︶

●自由にトイレに行かせて欲しい︵事前

十名ほど︒楽しくお仕事されているとか

２０代

連絡が必要︒友人は携帯を持たないため

︵幸子にゃ〜 ５０代 主婦︶

たとかでこの夏︑手すりがつきました︒

︻編集室︼ お喜びください︒要望が多かっ

︵ガーベラ ４０代 開運アドバイザー︶

を付けて下さい！お願いします！

きる希望のために田原先生︑階段に手すり

りを付けて欲しい！と懇願しています︒生

メンテナンスが出来ないので︑階段に手す

が無いと階段を登れなくなってしまって︑

●勤務時間中﹁座ること厳禁﹂︒少しは

り思っていたのですが⁝︒

座らせて欲しい︒

四時間の間我慢しなければいけない︶︒
てらっしゃるんですから︑もうひと工夫お

ねこが人間のお賭場がはなせたらいいのに

猫が話せたらいいな

ち続けたそうです︒仕事を求める高齢者

と思います︒
︵改善して欲しい事ではない

営業︶

が多く﹁いやなら辞めていいですよ﹂と
４０代

時々﹁何を考えているのか？﹂﹁何
ですが ︶
…

︵タロー
︻編集室︼駐輪所はご高齢の方の活躍の場

をしたいのか？﹂ 一週間に一度でもいい
…
から︑お話したいです︒むりですが ︒
…

言われ︑何も言えなくなったそうです︒

彼は高齢なのに︑猛暑の中で頑張って立

︻編集室︼ そうですよね︒電話番号は判っ
願いしたいですよね︒

駐輪場職員の待遇改善を！
先日︑博多区の自転車駐輪所で働く知人
時給八百円︒週に三日︑一日四時間︒高

の希望︵グチ︶を聞きました︒

今回も︑たくさんのご応募
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所と思っていたのですが⁝気になって現場

※未就学児童不可

︵博多駅前︶の方にお尋ねしました︒

一般 2,000 円（当日 2,500 円）

齢の彼には理想的な勤務のようですが︑

は︑福岡が誇るアルパ奏

○筑紫野市文化会館
○ローソンチケット TEL 0570-084-008 L コード 81306
○チケットぴあ TEL 0570-02-9999 P コード 118-459

ありがとうございました︒

者・小林知加︑ソプラノ

入場料 / 全席指定

︻編集室︼アラうちの猫たち話してますよ︒

アンサンブル福岡︵九

歌手・林麻耶︑注目のチェ

※完売の場合は当日券販売はありません。

次号のテーマは次ページを

州交響楽団メンバーが中

リスト・古川展生らをゲ

ご参照ください︒

心のオーケストラ︶の響

ストに迎えての夢の響宴

開場 14:30 開演 15:00

するとなんと︑八月の一ヶ月だけで六十名

飲酒運転を見たら迷わず 110 番！

階段があったらいいな！

き豊かな名曲の調べに包

です︒

︻第 回名曲コンサート︼
チェロとソプラノとアルパの祭典

まれて︑平成最後の年の

2018 12/12（日）
筑紫野市文化会館大ホール

●往復の通勤費の支給が欲しい︒

福岡県警察

●研修の四日間が無料だった︒少しでも

が熱中症などで体調を崩しリタイアされ

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

瀬を過ごしませんか？
三十三回目となる今回

古川 展生 チェロ

コップ１杯

⬇ 約４時 間

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︒
これからの暑い時期︑海水浴やお祭り︑キャ
ンプやバーベキューなど飲酒の機会が増え
ますが︑飲んだお酒は身体からすぐには抜
けず︑帰るころにはまだ残っています︒自
分自身はもちろん︑家族など大切な人が飲

前売り券販売所

問合せ
筑紫野市文化会館
TEL092-925-4321

大学生以下 1,000 円

林 麻耶 ソプラノ
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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。

酒運転をしないように注意しましょう！

小林 知加 アルパ

水割 5:5

＝
＝
＝

焼酎
ワイン
日本酒
ビール

200ml

1合
500ml

支給して欲しい︒

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

歳末号

福岡市中央区渡辺通1-9-4-207

FAXの方

FAX 092-751-3779

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

①

ご希望の
プレゼント
番号

e-mail events@gariya.com
メールの方

▲番号順に書き込みメールしてください。

②氏名

③年齢

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

※読者のご意見により離婚を追加いたしました。

④性別

男・女

⑤ 結婚（ 未・既・離 ）

⑥ 職業（

）

⑦住所

⑧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：私の〝好きな言葉 ”（座右の銘・パワーフレーズのような言葉です）。

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

⑬

「名探偵コナン」
の世界観
をベースに 、
科学捜査の
プロセスを楽しみながら
体験！探偵手帳を手に来

場者自身が「 現場 検 証エ
リア」
「聞き込みエリア」
「ラ
ボエリア」を巡りながら事
件の真相を解明していく、
コナンファン垂涎の特別展
です。
C 青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
○
開催：2018年11月17日
（土）
〜2019年1月14日
（月・祝）
休館：月曜
（休日の場合翌平日)12月28日〜1月4日
会場：福岡市博物館 早良区百道浜3-1-1

提供：東映

B ルーン文字を焼き込んだ
ペンダントトップ
………４名様

チェーンはご自分で
ご用意くださいね。

C

激ウマ！

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

焼きものを趣味とされる鑑定士さんの制作による
ルーン文字のペンダントトップです。
⬆ テール（勝利を目指して戦う）……ここ一番の勝
負の日に、
身につけたらいいかも。
く ケン
（知恵・ひらめき・やるき・情熱）
……スラン
プなんか、
これで打破！

提供：ガーベラ

マジカルドレッシング 300ml

〜真実への推理
（アブダクション）
〜
……５組10名様

マジカルスパイス ビン 60g

A 名探偵コナン 科学捜査展

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：12 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

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 30-15 ライオンズ博多 2F 診療時間 / 平日 9:00~19:00 土 9:00~18:00( 日祝診療可）昼休み 13:00~14:30
※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。

0120-24-1818

☎092-483-4618

デンタル チーム ジャパン

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

読者の皆様へ
田原 俊逸

働き盛りの男性が
なにゆえリフト？
ば指摘されて
﹁痩せなさい！﹂
って言わ

りたい﹂
言うて来る人が︑
ほんに増えた︒

ごたデコのシワば取りたい﹂とか
﹁若返

けど︑この頃は
﹁グランドキャニオンの

Ｇ ところで問題は抜糸までの過ごし

男は痛みに弱いから

www.tahara-bc.com

092-472-5775

れるったい︒
そしたら﹁コリャいかん！

方ですね︒
女性は髪で︵細いテープが傷

を被っている︶
簡単に隠せますが︑男性

らん︒

田原 いや︑まだそげん年齢はいっと

Ｇ 垂れ瞼のリフト？

田原 いや︑
リフトの相談たい︒

たかわからんやろが︒

これやったら︑何のために頑張ってき

田原 ところが太ってブヨブヨたい︒

Ｇ そりゃそうだ︒

と思えるごとなったとよ︒

からは俺も︑少しは楽しもう﹂
て︑やっ

プ︶
のごたアゴになりたい﹂
て︑韓国ま

いだ﹁●●●
︵韓国の人気POPグルー

田原 いや︑そうとは限らん⁝このあ

うけどね︒

せてもシワシワにはならないんでしょ

Ｇ これが若い人だったら︑急激に痩

門医︶からリフトしてもらったっちゃ

子息︒
熊本大学医学部卒・整形外科専

俺もこのまえ隼︵副院長・田原先生の

でわざわざ隠さんでも目立たんもん︒

リフトの傷やらチョコットやけん︑髪

若い人もシワシワに？

Ｇ 若いと言ってもリフトですからね

Ｇ ﹁家族のため﹂
とか⁝ま︑色々あり

で行って骨ば削ってもらったとに︑
﹁ぜ

け ど︑テ ー プ し た ま ん ま で ゴ ル フ し

田原 バンバン働いてきたけん﹁これ

⁝六十代？

ましょうけど︒

えって老けた感じになった﹂
て︑東京の

ん ぜ ん 小 顔 に な っ た 感 じ が せ ん︒か

よったし︒

Ｇ それで？

田原 いや⁝最近はもうちょっと若こ

田 原 そこに ラ イ ザッ プの 宣 伝 と か

けっこう 有 名 な 店で働 きようニュー

違ったんですけど⁝植毛ですか？

なったていうか︑四十〜五十代が増え

みよったら︑
﹁俺もあげんなろう！﹂っ

た ら も う︑仕 事 に 成 功 し た ごた 人 が

田原 そうなんやけどね⁝四十代言う

しょ？

だ 現 役 で ガン ガン 働 き たい か ら﹂で

Ｇ ワカラン︒
男性のリフト目的は﹁ま

田原 そげんたい︒

田原 顔がたるむ︒

Ｇ ところが？

田原 ところがたい︒

Ｇ 早いですからね︑
結果が出るの︒

うなるったい︒

マッチョになって︑けっこうカッコ良

田原 十キロも二十キロも落として︑

Ｇ わかります！

パンみたいなかんじ？

Ｇ もしかして︑アンコを抜いたアン

若いけん︑
よか！﹂
て︑
せんやったと︒

にせないかんと︒
ばってん﹁自分はまだ

田原 削ったら︑リフトもさっち一緒

Ｇ え！骨まで削ったのに？

ハーフさんが来たっちゃけどね︒

わからんごとなるったい︒

んごとなるとがものすご早いと︒
すぐ

田原 男の肌は粗いけん︑傷が目立た

性は化粧で隠しちゃうけど︒

Ｇ では傷が消えるまでの対策は？女

田原 それがあるったい︒

Ｇ だったらなおさら必要なし！

田原 しかたないと︒
皮膚いうとは急

Ｇ ゲッ︒

Ｇ ﹁福岡まで行った甲斐があった﹂っ

すっげえ満足して帰りんしゃった︒

田 原 う ん︒
ス ッ キ リ 小 顔 に なって︑

Ｇ それで︑
リフト？

田原 ま︑
そげんたい︒

い多いっちゃもん︒

た﹄て聞いたけん来た﹂て言う人がえら

ね︒
﹁仲間から﹃いっちょん痛となかっ

ろ︒
男の人は女の人より恐がりやもん

田原 仕事の付き合いで︑飲んで食っ

Ｇ どこに？

る時は︑
﹁真っ黒いシミば消したい﹂と

田 原 男 の 人 が 顔 のこ と で 相 談 に 来

Ｇ なるほど︒

田原 リフトに目覚める︒

Ｇ それで？

まで使って来てくれるっちゃけん︑俺

て続けに二人来た︒
わざわざ飛行機代

田原 うん︒﹁そのこを見たけん﹂
て︑立

て︑
嬉しかったでしょうね

田原 よかこったい︒
逆もまた真ばっ

ですね
︵シミジミ︶
︒

ミで美容外科が広がる時代になったん

Ｇ ⁝オジさんたちの世界でも︑口コ
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太るったい︒
そしたら医者から成人病

男性がリフトに
目醒めるこんな理由も

激に痩せたら絶対たるむっちゃけん︒

田原 残る問題は痛みに対する恐怖や

るまで気がつかなかった︒

Ｇ たしかに！先生のリフト︑言われ

な人たい︒

いっぱいおるやんか︒
たいていはそげ

休まんでもいけるっちゃないかいな︒

田原 いや︑仕事にもよるやろうけど︑

ラス四〜五日の休暇は必要でしょうね︒

たごた︒

て︑
頑張りとうもなるやろが︒

の髪型では難しい︒
したがって土日プ

じゃないですか！

Ｇ 四十〜五十代？それって働き盛り

Ｇ いま階段で年配っぽい男性とすれ

﹂
って︑
切実に思うったい︒
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田原形成クリニック院長

福岡市博多区博多駅前3-16-13（※木曜休診）

田原のおじゃまクリニック
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。

Dr.

「いっちょん痛となかったけん」
…働き盛りの男性たちも
リフトに目覚め始めたようです。

読めば
元気に
なる！
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