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私らしさの方程式

編集長 モジコのご挨拶

みなさんこんにちは。今年も早いものであと４ヶ月をきりました。
本当に本当に早いですね。ところで、夏はどこか行かれましたか？　海・プール・川・花火・たくさん
イベントごとがありましたが楽しめましたか？　私は８月のお盆休みに、おいしい鉄板焼を食べに行き、
海に行き、おいしいお酒も飲んで、すごく充実した４日間を送りました。
９月、10月といえば食欲、読書の秋です。過ごしやすい時期になってまいりました。年末に向けて悔
いの残らない４ヶ月を過ごしましょう。ではVOL.63 スタートです。

　その子をつれて、靴売り場にいくと「300円均一」
と紙に書いてありました。急いで作ったのか雑でしたが、
胸が熱くなりました。
　「これにする！」
　選んだのは白いヒールの靴でした。男の子のお小遣
い329円では足りないので実際する値段の差額分を私が
払おうとしたら、
　「300円ですので丁度です。」
　と、笑顔で言われました。靴売場の店員さんも状況を
わかってくれたのでしょう。
　感謝の気持ちでいっぱいになりました。
　「お母さんの喜ぶ顔が見たい」と言われ、早速病院に
行きました。
　「お母さん、プレゼント !!」
　大きな声で病院のドアを開けました。
　母親は驚いて、中身を見て泣き出しました。
　「ありがとう。でもごめんね。お母さん、もう靴を履
いて出かけられないかもしれないの。死んじゃうかもし
れないの。」
　男の子は驚いた顔をしてうつむきこう言いました。
　「一生懸命生きた人間は星になるんだ！ 一生
懸命輝いた星は人間に生まれ変わるんだよ。」
　「空を見ればお母さんがいるから寂しくないよ！ でも
一生懸命に生きないとダメだから諦めないで頑張ろう！ 
僕、お母さんと水族館に行きたいんだ！ ずーっと履け
るように大きいの買ったよ！」
　母親は涙を拭き、笑顔で男の子を抱きしめました。

　私も久しぶりに心が穏やかになりました。男の子はまだ
小さいのに諦めずに頑張る事の大切さを教えてくれまし
た。純粋な気持ちから自然と湧き出てくる気持ちなんで
しょうねっ！ 私は言葉でしか読んでいないのですが、自
然とその様子が浮かんで見えてきました。子供達は無限の
可能性を秘めています。私もお店に来てくれる子供達にい
つも刺激をもらいます。元気になれます！
　みなさん !! 全てのことに諦めないで頑張りま
しょう！

このページを読んで頂いている方、いつもありがとう
ございます。今回は、すごく感動した話をご紹介し

ます。今から書く内容は全て実話です。皆様、ハンカチを
ご用意して読んでみてください。では…

　ある女性の方が１人の小学４年生の男の子に手紙で相
談を受けました。その内容は…
　「僕のお母さんに元気になってほしくてプレゼントを
あげたいんだけど、僕のお小遣いは 329 円しかありま
せん。この値段で買えて、喜ぶ物は何ですか？」という
内容でした。

　男の子のお母さんはガンで長く生きられないのです。
男の子はその事実を知りません。ただお母さんに元気に
なってほしいという純粋な気持ちから何か送りたいと思
い相談をしてきました。
　その気持ちに答えるため、私はデパートに男の子を連
れて行きました。そうしたら男の子は言いました。
　「お母さんダイエットしてるのかな？ ご飯食べてない
し無理して笑ってるみたいなんだ。ダイエットのヤツ買
えるかな」 「靴買えるかな？」「お母さんと水族館行きた
いな」「お花買えるかな？ でも枯れたら悲しいからサボ
テンにしようかな」「お母さん手冷たかったから手袋買
えるかな？ でも冬しか使えないよね」「お母さんキャビ
ア食べたいって言ってた！ 買えるかな？」
　その子の母を思う言葉の一つ一つに涙が出そうになり
ました。
　「僕、靴にする！ お母さんと色々な場所に行
きたいんだ！」
　靴なんて 300 円程度では買えません。私はその子が
トイレに行っている間に靴売場に行き、事情を話し、
300 円で買えるようにお願いしました。もちろん後か
ら足りない分は払うつもりでした。店員さんは快く了解
してくれました。

樋 上 玲 子

白いヒール
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　やっと行けました！ そう！ 前回お伝えした台風で行けなかったスープカレーのお
店、北名古屋市にある「ココペリ」さん。わざわざ稲沢のお店に FAXを送ってご
紹介頂いたM.S 様、ありがとうございます !! 普通の住宅街の中にあってご紹介頂かな
ければきっと気づかないお店だったと思います（笑）でもとっても素敵なお店でした！
木のぬくもりのある造りやインテリアなどとても居心地のいいお店です。何よりスタッ
フの奥様がとてもいいキャラで癒されました。そんな素敵なお店で今回いただいてきた
のは本格的なスープカレー。しかも、具材のメニューやトッピング、辛さの調節はもち
ろんスープまで選べます！ ちなみに僕は今回「スペシャルカレー」をいただきました。
具材にはチキンレッグと 11種類の野菜が入っている夢のようなスープカレー♪ かな
りテンション上がります！ しかも、楽しいキャラの奥様に勧められてベースのスープ
をエビスープにしてチーズもトッピングしました。そしてそして、辛いものが好きなん

で 6段階ある辛さの 5番目にしてみました（笑）辛さは裏メニューでMAX20 まであるそうです。。ワクワクしながら待っていると来ま
した！ 所狭しと具の入った熱々のスープカレー！ 見た目も香りもめちゃくちゃ美味そうです。早速スープを一口…辛い！ でも、それ以
上に美味い !! スパイスのしっかり効いたカレースープにコクのあるエビの風味が絡んで
最高に美味い！ 実は本格的にスープカレーを食べるのは初めてな僕にとって目からウロ
コな美味しさでした。今までスープカレーなんて邪道だと思っていた日々を反省しました

（笑）ふんだんに使われた野菜ともベストマッチ！ 
そして何よりスプーンでも簡単にほぐれる程煮込
まれたチキンレッグが極上 !!! 何から何まで美味
しくて全くスプーンが止まりません。子供の頃か
ら大好きなカレーにまだこんな新発見があったな
んて♪ 五感の全てに響く美味しいハーモニー！ 
大げさではなくまさにそんな感じです。
　メニューにはお子様用のものもありご家族で
も気軽に楽しめます。気になるご予算も 1,000
円～ 1,500 円くらい、トッピングやデザートを
つけても 2,000 円くらいには収まると思います。
すごく隠れ家的な良いお店で、逆に紹介したくな
いくらいですが絶対に行った方がいいですよ！ 
僕は１発でファンになりました（単純？！）本当
に素敵なお店での幸せな時間でした！

電　　話／ 0568-39-5515（予約優先制）　　　　定休日／月曜日
営業時間／［水～日］昼 11：30～14：00　夜 18:00～21:00
　　　　　［　火　］昼 11：30～14：00
　　　　　（スープ完売になり次第終了になります。）

王子こと
堤　哲郎です。

今年も残り３分の１になりました！
残暑厳しい今日この頃ですが皆さんお元気ですか？？ 季節の変わり
目は体調を崩しやすいので体調管理をしっかりしましょうね！ 今年
はロンドンオリンピックもあり、いろんな意味で「熱い」夏でした
ね！ たった１回の勝負のために4年間という時間を費やして挑むア
スリートのみなさんは誰を見ても本当にかっこいいです！ 全力を尽
くして結果を勝ち取る人、本番の魔物に阻まれる人様々です。でも
まずはオリンピックに出ているということが素晴らしいですよね！ 
なんてったって国の代表です。きっとものすごいプレッシャーもあ
ると思います。でもみんなの期待を一心に背負って自分との戦いに
勝って勝負に全力を尽くせる精神力は魅力的ですね。自分自身を精
進して心身共に強い男になりたいなって思う今日この頃です（笑）
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食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

前回のリベンジで「スープカレー」食べに行ってきました！

※採用させていただいた方には、‘王子’よりステキ？？ なプレゼントをお送りします♪

　最近ラーメンネタが多かったのでもう少しいろんな食べ歩きをしていこうと
思います！ 但し、僕自身がラーメン好きだからラーメンばっか食べてる訳で
はないので、そこだけは誤解は無しでお願いしますね（笑）食欲の秋にも差し
掛かり、どんどん食べ物が美味しく感じてきますよね！ 大好きな食べ歩きに
も気合が入ります！ みなさんも美味しいものを食べ歩いて良い情報があった
らどんどん教えてくださいね。
　それではまた次の号でお会いしましょう！ 今回も読んでいただきありがと
うございます♪

白木中中文文

ココペリさん

で 6段階ある辛さの 5番目にしてみました（笑）

北名古屋市九之坪葭田53
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～～ ～
ロッソブラン ヌージュブラン

スーパーヒアルロン酸カラー ハーブカラー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AFTER
艶と落ち着きのあるロッソブランで上品かつ深
みの中に柔らかさを表現しました。
退色しやすい髪質なので、表面は2色重ねてカ
ラーをすることで色持ちがいいお勧めテクニック

[水の働き]と[光の効果]を最大限に活用しパ
サつきに負けない圧倒的なツヤ・うるおい・クリ
アな発色を実現

保湿・保護効果に優れた6種の
ハーブエキスが髪にやさしく、頭
皮への刺激を抑え、天然由来の
保湿成分がうるおい・つやめく美
髪に導きます。

カラーリスト 魚住 宏祐 （多治見店）

夏を紫外線やダメージで黄
色感じの毛先が気になりま
す。秋らしい艶やかな深みの
ある落ち着いた色にしたい！

BEFO
RE

夏にブリーチで明るくして更
に紫外線で毛先が退色した
のが気になります。
ダメージもすごく気になります・・・

BEFO
RE

AFTER
明るさは残しつつ、退色した髪に色味を与え
ながらトリートメント効果の高いカラー剤を使
用することで軽さと艶感を表現しました。

ロッソブラン ヌージュブラン

カラーリスト 伊藤 大規 （豊明店）（20代女性） （30代女性）
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～ ～
ロッソブランロッソブラン ヌージュブランヌージュブラン

和漢彩染

S ML LL9,850 10,850 11,900

お客様の髪の状態、ご希望のデザインに合わせてカラー剤をチョイスし,
艶やかで、カラーデザインを続けて楽しんで頂ける日本でもトップレベルのカラー剤を使用しております。

＊各店で取り扱い商品が異なります。

アヴェダカラー
配合成分の93％が自然界由
来の成分。髪へのダメージを
抑えるだけでなく、生分解性に
すぐれるなど、環境にも配慮し
たヘアカラー。

オルディーブカラー
CMCの幅を広げてカラー剤を効
率よく浸透させ、根元から毛先ま
で均一な美しさを表現します。ア
ルカリの量も最小限に抑えて髪
の負担も最小限に。

日本古来伝統の染色技法と近代科学の
染毛技法を融合させた和漢植物エキス（天
然保湿成分）を使い、傷まない、臭わない、
低刺激を実現。

カラーリスト 田中 達也 （尾張旭店）カラーリスト 中野 裕央 （末広店）

根元の白髪が気になり、毛先
のツヤ感がなくなっています。
私に似合う綺麗に色にした
いなぁ～

BEFO
RE

根元の白髪が気になります。
毎月カラーをするので、ダメー
ジが少なく、艶がある色にし
たいですね！

BEFO
RE

AFTER
艶＋深みで秋らしさを表現しました。
ハイライトを上手く入れることで柔らかさがプラ
スされ、気になる根元をしっかりぼかしつつ、立
体感のある上品カラーに仕上げました。

AFTER
気になる根元をしっかり染めつつ、グレイカラ
ーにない柔らかさと、上品な艶をロッソブラン
で表現しました。植物性のカラー剤を使用す
ることで気になるダメージも最小限に！カラー
の効果でお顔が明るく見え好感度ＵＰです。

ヌージュブラン ロッソブラン

（40代女性） （50代女性）
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0120-982-920
0568-76-3488

〒485-0046 愛知県小牧市堀の内2-66
営業時間／平　 日　1 0：0 0～ 1 9：0 0
　　　　　土・日・祝　 9：0 0～ 1 9：0 0
※メニューによって受付時間が異なります
　のでご予約の際におたずね下さい。
定 休 日／月曜日、第1・3火曜日
※月曜祝日の場合もお休みさせていただ
　きます。

ココア

身近なリゾート
 スパ
エステ

～がんばった頭（こころ）と体にちょっぴりご褒美～

0800-900-8668
0574-61-2808

〒509-0203 岐阜県可児市下恵土807-1番地
営業時間／平　 日　1 1：0 0～2 0：0 0
　　　　　土・日・祝　1 0：0 0～2 0：0 0
※メニューによって受付時間が異なります
　のでご予約の際におたずね下さい。
定 休 日／月曜日、第1・3火曜日
※月曜祝日の場合もお休みさせていただ
　きます。

小牧警察署

◦ストーンスパご希望のお客様は前日までにご予約をお願いいたします。　◦同時間のご予約はお１人様のみとさせていただきますので、ご了承ください。
ー小牧店ご利用のお客様へのお願いー

シシャキャキ ン ババテテテ くゆゆゆ んんんん もも コココ
ずずってって んんかか シャシャキッキッとと 人人 へへ 一 ババ ンン とれたた

がみを正 ・・ ・・ 脊髄液を円滑 し 経の信号がスムーズに 隅 ま々で す
でなくお顔の内側から美しく変えていきます。て新陳代謝機能を高め 表面だけでなくお顔の内側から美し

シシ ンン レレがレ くく

￥7,300 　￥7,300 　
　￥6,000　￥6,000
￥7,300 　
　￥6,000

ほとんどの方が噛みぐせがあったり姿勢が悪かったり…。
お顔のゆがみの要因となるものと背中あわせに生活を送っています。お顔のゆがみはくま・しわ・肩コリ・偏頭痛の原因にもなります。
シンメトリー整顔は長年のクセや生活習慣で歪んだ筋肉や骨格を矯正しお顔をスッキリしていきます。
お首のコリやお顔のコリにも効果的！！小顔効果も期待できます！！

（60分）（60分）（60分）

まずは鏡をみながらお顔をみて
いきます。（例えば、頬の高さや
左右の目の大きさなど）

カウンセリング1

顔面筋や顔面膜を緩めてこの
施術の準備運動をしていきます。

頭蓋顔面のストレッチ2

頭蓋骨の6つの縫合部分を解放
していきます。

天蓋骨縫合解放3

コリをやさしいタッチでほぐし
ます。

胸鎖乳突筋の硬結解消4

後頭部～首～肩甲骨にかけて
揉みほぐします。

上部僧帽筋の硬結解消5

揉みほぐされた筋肉をオイルを
つかって流します。

胸鎖乳突筋、広頚筋のストレッチ6

鼻のまがりや鼻の中にある骨の
ねじれをとっていきます。

上顎骨またぎ7

呼吸にあわせて頬骨の調整を
します。リフトアップになります。

頬骨のマニピレーションとリフト8

呼吸にあわせておでこの調整を
していきます。

前頭骨の調整9

呼吸にあわせて眼窩の拡張をし
ていきます。目を大きくし左右
を整えます。

目元のチャームポイントテクニック10

呼吸にあわせて鼻筋を出し高く
していきます。

鼻部チャームポイントテクニック11

★手だけのソフトな施術によってお顔のゆがみを整えます。

〈お悩み〉
●たるみ
●目じりが下がる
●むくみ
●肩こり

施術前 〈施術結果〉肩のコリが流れる事で
首が長くなりました。前頭骨が上が
り、まぶたのたるみ、むくみがとれ、
目がパッチリ、スッキリしました。お
顔全体がリフトアップしました。

施術後 ご注意
※一回の施術でも即効性を感じていただけま
すが、長い間の歪みというのは元に戻る力も強
いです。
最初のうちはできるだけ期間をあけずに施術
を受けられることをお勧めいたします。

￥10,450 　￥10,450 　
　￥8,000　￥8,000
￥10,450 　
　￥8,000（60分）＋（60分）＋ （30分）（30分）（60分）＋ （30分）

シンメトリー整顔にクレンジング→EBH※→お仕上げをプラス
※EBH・・・微弱電流を流すことにより眠っていた細胞を呼び起こします

ゆるんだお顔もシャキーン！！夏バテお顔にはコレが効く！！
夏の疲れをひきずっていませんか？シャキッと美人顔への一歩は左右バランスのとれたお顔から！！
お顔のゆがみを正して血液・リンパ・脳脊髄液を円滑にし、神経の信号がスムーズに体の隅 ま々で伝わるようにするこ
とによって新陳代謝機能を高め、表面だけでなくお顔の内側から美しく変えていきます。
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美しく・健康でいるための秘訣
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編集部からのお知らせ！

編 集 部 よ り

編集部喫茶キクリンのつぶやき
王子
「僕のネタは
クーラーより涼
しい…」

真さま
「ジェルマット
はすごい…」

ブチョー
「夏祭りの後、
毎年金魚を飼う
ことになります
…（涙）」

レーコー
「今年の猛暑も
扇風機一台で乗
り切りました☆」

ニッシー
「抜け毛の季節
がやってきまし
た…。」

AI
「私…あと一ヶ
月で……」

一吉
「もうすぐ社員
旅行でわくわく
してます（笑）」

９月１日㈯よりアヴェダカラーが新しく変わります。今までよりも保湿力・ダ
メージケアがさらにUP。手触り・仕上がり感が違います。それに伴い全体カラー
を 200 円 UPさせていただきます（リタッチの場合 100 円 UP）。お客様には
ご負担をお願いいたしますが、新しいアヴェダカラーをお楽しみ下さい。

※詳しくはアヴェダ取扱いサロン（末広・日進・可児・豊明・天白・各務原・小牧店）までお問い合わせ下さい。

アヴェダカラーコースＳ　　　10,050 円（カット・カラー込）
アヴェダカラーコースＭ・Ｌ　11,050 円（カット・カラー込）
アヴェダカラーコースＬＬ　　12,100 円（カット・カラー込）

■営業受付時間

■定休日/月曜日※月曜祝日の場合もお休みとさせていただきます。

縮毛矯正（カット込）
平日（火～金） AM10:00～PM5:30 ～PM7:10
土・日・祝日 AM 9:00～PM4:30

～PM6:00
～PM5:00

パーマ + カラー（カット込）
～PM5:30
～PM4:30 ～PM6:10

カットパーマ or カラー（カット込）

TJ天気予報　ホームページアドレス　http://www.tj-tenkiyohou.co.jp

９月10日㈪・11日㈫は、社員旅行のため
お休みさせていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、
宜しくお願いいたします。

東海地区の有名サロン 22 社が集まった RISING COMPLEX 2012が９月 17日
（祝・月）14:00 ～ポートメッセ名古屋で行われます。ヘアショーあり、カットバト
ルありと、とても楽しい企画満載です。是非ご来場下さい。
・入場料　1,000 円（当日券あり）　※TJ天気予報各店でもチケットを販売しております。

10 月８日（祝・月）に、稲沢市民会館で「ＴＪ天気予報　社内コンクー
ル」が行われます。テーマに沿って
店舗ごとに全スタッフ 450 名が競い
合います。スタッフの今まで見たこ
とのない姿が見れるはずです。入場
無料ですので、ご来場ください。

● • ● アヴェダカラーが変わりますアヴェダカラーが変わります ● • ●

● • ● お 知 ら せお 知 ら せ ● • ●

● • ● RISING COMPLEX 2012RISING COMPLEX 2012 ● • ●

● • ● 社内コンクール社内コンクール ● • ●

• ●●
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