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私らしさの方程式

編集長 モジコのご挨拶

皆様こんにちは、2013 年スタートして早くも２ヶ月が経ちました。そして朝晩憂鬱な毎日が終わり、ようやく過ごし
やすい時期になってきました。私は四季の中では一番春が好きです。気候もいいですし、気持ちもなんだか、新鮮にな
ります。ただ、これから花粉症の方にはつらい時期になってきますよねぇ…毎年毎年いつか自分も花粉症になるのでは
ないかとひやひやしています。花粉症の皆様は、あらゆる方法を使い対処していて、さらに画期的な商品も多く発売さ
れています。何年後には、日本から花粉症という名前が無くなる日もくるのではないでしょうか？　話は変わり…お正
月も新年ですが４月も新学期、新年の始まりです!!　全ての新一年生の方!!!!　入学おめでとうございます。今から色々
学び、考え、多くの発見をしていくことでしょう。たくさんの苦難もあるとは思いますがそれをプラスと考え。新生活
を楽しんでいきましょう。では、すばらしい新生活のスタートになることを願って !!!
それではVOL.66 スタートです。

・最高のアスリートに求められるものは何か？　と学生に
尋ねられたときの回答…
「色々あるだろうが、一つ重要なのは、今まさに君が尋
ねたことを自分に問い続ける姿勢だよ。」

・チーム内では常にシュートを託される役目だが、『失敗
したとき』のことを考えないかと聞かれて…
「10本連続シュートを外しても僕はためらわない。次の
1本が成功すれば、それは 100 本連続で成功する最初
の 1本目かもしれないだろう。」

　ここからは、私の心に響いた名言葉！
「もし自分の弱みとされる部分に立ち向かわなければな
くなったら、僕はそれを強みに変えるやり方で乗り越え
てきたんだ。」

「才能で試合に勝つことは出来る。だが、チームワーク
と知性は優勝に導くんだ。」

「気持ち半分でやることなんて出来ない。結果も半分に
なってしまうからね。」

「成功は、闇雲に追い求めるものじゃない。それに向かっ
て、たゆまない努力を重ねるものだ。そうすれば、成功
は思いがけないときにやって来る。それがわかっていな
い人が多いんだ。」

　どうですか？　スポーツ選手・文化人・著名人その分野
を問わず超一流と言われる人達は、超一流の哲学者のよう
な気がします。
　一流の人達は、それだけの下積みをし、たくさんの経験
をし、そこで得たこと、学んだことや言葉が実際の結果を
つくりだしている。だからこそ、ここまで登りつめ、極め
れたのではないでしょうか。

　スポーツをやっている人、バスケットをやっている人に
は特に響いた言葉ではないでしょうか？
　読んでいただいた方の今後に、今回紹介した名言がいつ
か役立ってもらえると嬉しいです。

　みなさん、これから記憶に残る 1日をたくさんつくり、
そして、何かに記録を残し、いつか、何十年後にそれをま
た見返してみて、「ああ…あの時の自分と比べてみ
て今の自分は成長しているなぁ」と思えるような、
良い思い出をたくさんつくっていきましょう。

みなさん！　元 NBA選手マイケル ･ ジョーダン
をご存知ですか？

　TVなどに出演する際、原稿を用意したりすることなく
長いスピーチやインタビューに臨んでいました。そして
心に残る言葉を多く残しました。バスケ以外にも当て
はまるものも多いです。そのいくつかを今からご紹介しま
す。

・まずは、マイケル･ジョーダンの有名な言葉…
「高校時代は代表チームの選考から漏れた。9000 回以
上シュートを外し、300 試合に敗れ、決勝シュートを
任され 26回も外した。人生で何度も何度も失敗してき
た。だから私は成功した。」

・サマーキャンプである少年から、「自分はいつも大事な
ときに緊張してしまう。あなたは決して緊張することが
ないように見えるが、どうすればそうなれるか？」と質
問されて…
「実は、今この質問にどう答えようか緊張しているよ」

・マイケル・ジョーダンは本当に凄いのか？　というまわ
りの質問に対して…
「僕はゲーム開始の 10 分で彼らに教えてあげられるだ
ろう。“あぁ、マイケル･ジョーダンは本当に凄いのさ！」

・バスケ選手とは思えない言葉…
「何かを始めることは怖いことではない。怖いのは何も
始めないことだ」

・入団して間もない頃、残り時間７秒で逆転シュートを決
めた試合後のインタビュー「まるで公園でプレイして
いるように、簡単にシュートを放ったように見えまし
た。あのシュートが外れていたら大恥をかいていました
よ！」と言われて…
「そうしたら落ちたボールを拾いに行って、もう一回
シュートを打っていたよ」

・どんな選手として人々の記憶に残りたいですか？　とイ
ンタビューされたときの回答…
「バスケットボールを大好きな奴がいた。それだけで十
分だ。」

樋 上 玲 子

神 の 言 葉
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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

お肌の乾燥
ケアと小顔・
リフトUP効果
あり！！

◦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

￥6,500￥6,500￥8,000￥8,000

春先は“三寒四温”と呼ばれるように、急に暖かくなったと思ったら寒くなったり…。日によって気温がバラバラ。その上、１日
のうちでも気温差が激しい日々が続きます。この寒暖の差が、対応しきれないため肌のトラブルが起こりやすくなってしまう
のです。肌にとって過酷な季節なのです。
「なんとなく、肌がくすんでいる気がする」「乾燥しているのに部分的に脂っぽい…」などのゆらぎ肌に

春先は“三寒四温”と呼ばれるように、急に暖かくなったと思ったら寒くなったり…。日によって気温がバラバラ。その上、１日
のうちでも気温差が激しい日々が続きます。この寒暖の差が、対応しきれないため肌のトラブルが起こりやすくなってしまう
のです。肌にとって過酷な季節なのです。
「なんとなく、肌がくすんでいる気がする」「乾燥しているのに部分的に脂っぽい…」などのゆらぎ肌に

オートミールマスクと水分補給のマスクベースで
お肌の保湿と保護お肌のトラブルを整えます。
★マスク中にデコルテと肩のマッサージ！！上半身の
代謝を促進させます。

古い角質だけを取り除きつるつ
る肌に！（澄んだ肌色をより明る
く仕上げます）米ヌカ、米エキス
から抽出された有効成分が肌を
トーンアップし、肌をくすませる
余分な角質をやさしく除去します。

顔面を14のゾーンに分け、
肌を細かく分析していき
ます。

ダーマロジカプレクレンズを
使って完璧なクレンジング！！
2度目のクレンジングはお肌
にあったもので！
お肌の保護バリアはそのまま
に、しっかり洗い上げます。

エッセンシャルオイルで
マッサージ。循環をよくす
ることで内側から自然な
ツヤが生まれます。

お肌に合わせた化粧水＆
クリームでクライマックス。
これで幸せオーラの無敵
の肌の出来上がりッ！

～敏感な肌状態を回復させる春限定のレスキューフェイシャル～

春になるとお肌が
不安定になる
春になるとお肌が
不安定になる ゆらぎ肌ゆらぎ肌ゆらぎ肌

スキンバランシングフェイシャルSETメニュースキンバランシングフェイシャルSETメニュースキンバランシングフェイシャルSETメニュー

スキンバランシングフェイシャル
＋

プチヘッド

スキンバランシングフェイシャル
＋

プチヘッド

スキンバランシングフェイシャル
＋

プチ背中
（オイルマッサージ）

スキンバランシングフェイシャル
＋

プチ背中
（オイルマッサージ）

スキンバランシングフェイシャル
＋

ネック＆ショルダー    
（オイルマッサージ）    

スキンバランシングフェイシャル
＋

ネック＆ショルダー    
（オイルマッサージ）    

ベーシックフェイシャル（50分）＋EBH－EXベーシックフェイシャル（50分）＋EBH－EXベーシックフェイシャル（50分）＋EBH－EX
※マイクロカレント
（微弱の電流）を流すことにより眠
っていた細胞を呼び起こします。

になっていませんか？になっていませんか？

スキンバランシングフェイシャルで安定した肌を取り戻しましょう！！

70分

10分

70分

10分

70分

20分

￥7,000￥7,000￥9,000￥9,000 ￥7,500￥7,500￥9,500￥9,500

￥6,000￥6,000￥6,000￥7,000￥7,000

￥8,500￥8,500￥10,500￥10,500

頭をスッキリしたい方に
おすすめ！！

肩・背中がこっている方に
おすすめ！！

首・肩甲骨がこっている方に
おすすめ！！

卒業式や入学式などのイベント！！新しい出会いの前におすすめケア！！卒業式や入学式などのイベント！！新しい出会いの前におすすめケア！！

3/1
（火）（金）

～4/303/1
（火）（金）

～4/30

70分
～敏感な～敏感な

ンバキス ンスキンバラスキンバラ

PointPointPoint
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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
「10 年振りに
LIVE 行って
きます！」

真さま
「ブログはじ
めてます」

ブチョー
「ゴルフのス
コアが伸びま
せん…（涙）」

レーコー
「大阪月1行っ
てます！」

ニッシー
「炭酸ミスト、
ついに買いまし
た。家族で使っ
てます…。」

AI
「春ですね。
花見ですね。」

はる
「新しく入り
ました !!」

一吉
「カット中、ラ
インポップを
してるお客様
が急増中!!!」

■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

皆様にご協力いただいています『ペットボ
トルキャップ』の 2012 年集計結果です。
894.3kg回収にご協力いただきました。大
変感謝いたします。現在も回収させていただ
いておりますので、引き続きご協力お願いい
たします。

ＴＪ天気予報では、営業時間前のセット・メイク・着付の事前予約
を承っております。卒業・入学で、着付・セットをご希望される方は
是非ご利用ください。（別途早朝料金が必要となります）

・セット　　　 4,200 円　　・メイク　3,150 円
・着付（振袖）　6,300 円　　・袴　　　5,770 円
詳しくは、各店にお問い合わせください。

10：00～
平　日

営業時間 9：00～
土日祝

9:30 ～　　 520 円
9:00 ～　　1,050 円
8:30 ～　　1,570 円
8:00 ～　　2,100 円

8:30 ～　　 520 円
8:00 ～　　1,050 円
7:30 ～　　1,570 円
7:00 ～　　2,100 円

早
朝
料
金

● • ●● • ● NACOバックステージに参加しましたNACOバックステージに参加しました ● • ●

● ペットボトルキャップ回収報告書ペットボトルキャップ回収報告書 ●

● • ●● • ● ３月・４月は、卒業・入学シーズンです３月・４月は、卒業・入学シーズンです ● • ●● • ●

２月24日（日）に愛知県体育館で『名古屋コレクション』が行われました。昨年に引き続き、TJ天気予報のスタ
イリスト4名がバックステージに参加させてもらい、素敵なHAIR MAKEで名古屋コレクションを盛り上げました。

表紙担当 : 日進店（3t）

日進店の木本と福田です。モデルの福田さんを大人セ
クシー全開にしました。いやいや、私の方がもっとセ
クシーになれるわよという方はぜひ日進店に足を運ん
でください。

写真は2012年名古屋コレクションです

HAIR MAKE
スタイリスト

木本　憲志（日進店）

モデル

福田　真弓（日進店）

HAIR MAKE・着付けHAIR MAKE・着付け
古沢　香古沢　香（尾西店）（尾西店）


