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モジャオの格言

中 野 裕 央

　ぱっと思い付くのは、これぐらいです。
　思い返してみたら、色んなことがあります。良いことも
悪いことも…。人は悪い記憶の方が印象に残ると言われま
す。思い出すと、良くない記憶が多かったり、強烈に残っ
ている人もいるかもしれません。

　ですが、そう言ったものは時間が経つと、薄れていくも
のです。中には【トラウマ】となって、忘れられない
こともあるかもしれません。
　それでも、新しいことで塗り替えることはできるんです
よね。そう、楽しいことで塗り替えられるんです♪
　『毎日そんな楽しいことなんてないよ』と思う方もいる
でしょう。でも、そんなことはないんです。
　冒頭で書いたように、世の中には１人では抱えきれない
ぐらいの楽しいことがあります。
楽しいことに気付いていないだけなんです。
目を開けば、初めて見ることがたくさん。
耳で聴けば、心地よい音楽や知らないことが聴こえてくる。
誰でも当たり前のような生活に楽しいことが溢れている。
　こんなネガティブなことがたくさんある世界でも、知ら
ないことがたくさんあるし、体験したことのないことがた
くさんあります。　
　広く世界を見てみると、毎日が刺激だらけで、発見する
ことや気付くことがたくさん。　
　ちょっと興味を持てば、楽しいことだらけなんです♪
　今、皆さんが何を抱えているか、私にはわかりませんが、
良いことも悪いことも、そして当たり前のことも。
　その中にある【楽しみ】を見つけて欲しいです !!
　そして、いっぱいの【楽しい】で毎日を過ごしてい
きましょう♪

　そう言う私も今年から始めたことが２つあります。少し
ずつ口に出していますが、ココではまた次の機会に…。

　この先がどうなるかわかりませんが、楽しみにしてきた
オリンピックの予定通りの開催を期待して、そして、新し
い自分を発見することやいつものキレイな自分をキープす
るために、【楽しみ溢れる】TJ 天気予報にご来店く
ださい♪

　みなさんの時間が【楽しい時間】で溢れますように。

皆さんは、日々楽しいと言える人生を過ごしています
か？？

　４月と言うことで、今までと周りの環境がガラッと変わ
る方も少なくないですよね。

　世の中には、目を閉じ、耳を塞ぎたくなるようなことが
たくさん溢れています。
今までがそうだった方もいるんじゃないでしょうか？
そして、これからそう言ったところへ向かっていく方もい
るんだと思います。
ですが、それと同時に世の中には、自分１人では一生かけ
ても足りないぐらい、楽しいことやモノで溢れています。

例えば…

『誰かと共にする時間。』
　友達と遊園地や旅行に行ったり、家族でショッピン
グやママ友でランチなども、誰かと過ごす楽しい時間。
　現代では、オンラインゲームもそう言った楽しい時
間かもしれないですね！

『趣味の時間。』
　体を動かすこと、音楽を聴く、何かを観る、本を読
むなど、趣味に没頭できることも楽しい時間。アイド
ルや推しの追っかけをされてる人は人生かけてるぐら
い楽しんでますよね♪

『仕事の時間。』
　好きなことを仕事にする、目標を持って仕事をする、
切磋琢磨できる仲間と仕事をする。人生の大半は仕事
をする時間と言われているので、この時間が楽しい人
は人生楽しんでいる人と言っても過言ではないで
すね！

『学校での時間。』
　ほとんどの人が高校や大学を出るまでは、学校で時
間を過ごします。友達ができ、恋人ができ、部活やク
ラブでできる仲間、師と呼べる先生との出会いがあり
ます。いい意味での別れも経験するんじゃないでしょ
うか。

こんにちは !! TJ 天気予報の【カウボーイ】こと中野裕央です！
2020 年は特別な年になると言っていましたが、年明けから大変なニュースばかり…。
別の意味で忘れない年になりそうです。
開催も危ぶまれていますが、7 月のオリンピック開催を信じ、みんなで盛り上がれるように、
今は堪え忍んでいきましょう。それでは、Happy Times VOL.107 のスタートです !!

楽しいと言える人生に…
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TJマルシェ尾西店
7月27日 (月)
10:00~17:00 ※雨天一部中止

場所：TJ天気予報 尾西店
〒494-0003 愛知県一宮市三条墓北29-1　
TEL 0586-64-2238

B by C

美容師になろう！
（シャンプー体験）

美容師になろう！
（ヘアアレンジ体験）

受 付

駐車場
ヨーヨー釣り

射 的

セルフブローコーナー

美容師になろう！
（カット体験）

フリーマーケット

ヘアアレンジ＆
撮影

大人も子供も楽しい！！

缶バッジ缶バッジ

オリジナル雑貨販売オリジナル雑貨販売

ワークショップ
マルシェ

オーラ診断
タロット占い

ハンドメイド
アクセサリー

はがせるネイル

毎年大人気の「美容師職業体験」
今回はなんと、「TJマルシェ」という様々な体験が

出来るようになって開催！！

たのしい、うれしいが詰まった「TJマルシェ」

職業体験はもちろん、遊びや親にもうれしい美容の

体験などなど企画が盛りだくさん！

親子でも友達同士でもぜひお気軽にお越し下さい！！

毎年大人気の「美容師職業体験」
今回もなんと、「TJマルシェ」という様々な体験が

出来るようになって開催！！

たのしい、うれしいが詰まった「TJマルシェ」

職業体験はもちろん、遊びや親にもうれしい美容の

体験などなど企画が盛りだくさん！

親子でも友達同士でもぜひお気軽にお越し下さい！！

プロのハサミを使い
ウィッグ（人毛）をカットします！

プロのハサミを使い
ウィッグ（人毛）をカットします！

家族がモデルになりシャンプー体験
かゆいところありませんか！

家族がモデルになりシャンプー体験
かゆいところありませんか！

美容師㊙テクニックを伝授

これでアナタもオシャレの達人に！
美容師㊙テクニックを伝授

これでアナタもオシャレの達人に！

アナタの魅力を引き出すヘアレンジ
オシャレしてどこに行こうか！

アナタの魅力を引き出すヘアレンジ
オシャレしてどこに行こうか！

最近お疲れ気味・・・
栄養たっぷり補給して
美人になっちゃおう！

最近お疲れ気味・・・
栄養たっぷり補給して
美人になっちゃおう！

好きなデザインを選んで
ツメにプリントアウト!
好きなデザインを選んで
ツメにプリントアウト!

美容師ファッションが
安く購入できます
美容師ファッションが
安く購入できます

スタッフ手作りの
世界に１つの
オシャレなアクセサリー

スタッフ手作りの
世界に１つの
オシャレなアクセサリー

かわいいアクセサリーが
いっぱいあります

かわいいアクセサリーが
いっぱいあります

カラフル台紙にステッカー貼って
世界で一つだけの
マイ缶バッジを作ろう！

カラフル台紙にステッカー貼って
世界で一つだけの
マイ缶バッジを作ろう！

あなたの未来が

見えますよ・・・
あなたの未来が

見えますよ・・・

意外なものが
もらえるかもしれません
あなたなら遠くを狙うはず

意外なものが
もらえるかもしれません
あなたなら遠くを狙うはず

狙った獲物は落とすべし狙った獲物は落とすべし

夏の定番ヨーヨー
割れたらベタベタになっちゃいます

夏の定番ヨーヨー
割れたらベタベタになっちゃいます

ヘアアレンジ体験

ワークショップ

スタッフ手作り

ハンドメイド

アクセサリー

カット体験

※一部、内容を変更する場合もございますので、ご了承ください！

オリジナルストラップオリジナルストラップ
スイーツデコにホイップを絞って
お好きなパーツをのせるだけ！

カンタン！オリジナルストラップを作ろう！

スイーツデコにホイップを絞って
お好きなパーツをのせるだけ！

カンタン！オリジナルストラップを作ろう！

チョークアートチョークアート
塗り絵感覚で楽しめる
オリジナルボードを作ろう！
塗り絵感覚で楽しめる
オリジナルボードを作ろう！

輪投げ
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期間限定

5/1(金)～6/30(火)

梅雨でも安心

¥ 49,500（税込）

ヘアビューロン ４D  Plus
【ストレートアイロン】

特別価格はスタッフまで
ご確認下さい！

ヘアビューロン  ４D  Plus
【ストレートアイロン】

¥ 19,800（税込）

リファビューテック
ストレートアイロン
特別価格はスタッフまで
ご確認下さい！

ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON
【リファビューテック ストレートアイロン】

¥ 13,200（税込）

ホリスティック キュア
ストレートアイロン
特別価格はスタッフまで
ご確認下さい！

ストレートもウェーブも自在にアレンジ。
「ラウンドヘッド」髪を傷つけず、

使うたびにツヤやかな髪に

HOLISTIC CURE STRAIGHT IRON
【ストレートアイロン】

¥ 6,600（税込）

スタイルラッシュミニ
【ポータブル　セラミック ヘアアイロン】

特別価格はスタッフまで
ご確認下さい！

Stylerush mini
【スタイルラッシュ ミニ】

世界シェアNo.1美容ブランドの
技術とノウハウから生まれた

持ち運びも簡単なミニアイロン

使えば使うほど髪が美しくなり
アナタの宝物になる

カーボンレイヤープレートで
レア髪ストレートをつくる

・ 180℃の高温で髪が美しく変わる

・ 電源を入れず髪を軽く挟むだけでツヤが出ます

・ 何度も通すことで、やわらかくしなやかな髪になります

・ 2019下半期ベストコスメ  美容機器ツール部門  第3位

・ 独自技術「カーボンレイヤープレート」で
アイロンの水・熱・圧のダメージを抑制

・ カールヘアもダメージをケアしながらアレンジできます

・ 電源ONから約60秒で使用できます

・ キューティクルを傷めずスタイリングが可能

・ 水分戻りも少なく、スタイリングを長時間キープ

・ 前髪や顔周りに最適

・ ストレートもウエーブも思いのまま

・ コンパクトで持ち運びに便利

ストレートアイロン
TJ天気予報 超オススメ取扱い
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1

2

■夏、スポーツ後に火照った地肌を
　アミノ酸×しっかり冷感でクールダウン

NEW

シャンプー
(200mL)

1,980円(税込)

トリートメント
(200mL)

1,980円(税込)

エルジューダサントリートメント
SPF25
PA+++

■キレイを守る、ダブルの魅力！
　『ダメージケア』＋『紫外線カット』

SPF＝「Sun Protection
　　　　　　　　Factor」

PA＝「Protection Grade
　　　　　　　 of UVA」

SPF1 は日焼けアイテムを
何も付けない状態より、
日焼けを20倍遅らせる

PA+ は+が多いほど
防止が高まります。

セラム
(120mL)

エマルジョン
(120g)

さらさら やわらか

● ●2●2● 夏準備
始めてみませんか？

● ● 期間限定

6/2(火)～7/31(金)

日焼け止め、洗い流さないトリートメント

■撥水効果の高いポリマー配合で、
　「ドライ時間を15%短縮。」
　夏、スポーツ後のドライヤーストレスから開放！

ひんやり
クールダウン
※シャンプー

ドライ時間
短縮

※トリートメント

夏の
においケア

１本 1,782円(税込)▶1 0%OFF

2本 2,970円(税込)▶25%OFF

各3,080円(税込) 各2,464円(税込)▶20%OFF
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9:00～ 10：00～ 11：00～ 13：00～ 14：00～8月24日（月）・9月21日（祝・月）

お一人様 39,800円（税込）

5名定　員

費　用
セット・メイク・着付・撮影
オリジナルフォトブック付き。

お一人様 59,800円（税込）
セット・メイク・着付・撮影
撮影した全ての写真データ（CD-R）が
付きます。ワンランク上の
オリジナルフォトブック付き。

※定員になり次第、募集を終了させて頂きます。お早めのご予約をお待ちしております。

成人式前撮りのお申込みはお電話・ホームページから出来ます

成人式前撮り もっと楽しく！もっと自由に！
好きなポーズで可愛い写真を！

※TJスクールのキャンセルはなるべく前日までに上記の
　TJスクール受付窓口までご連絡下さい。
※当日はご連絡をお取り出来ない場合がございますのでご了承下さい。
　特にキャンセル料は発生しません。

こちらからもご予約いただけます

着物・飾り・必要なモノ全て※詳しくは打合せにて

場　所

打合せ 事前に一度打ち合わせにお越しいただきヘアスタイル・メイク・お写真などの
ご希望をお伺いします。
打ち合わせの日程・場所はお申し込み後、ご相談させて頂きます。

持ち物

〒491-0816
愛知県一宮市千秋町浅野羽根古金島9-19/21（祝・月）TJ天気予報 Part3 千秋店

8/24（月）TJ天気予報 3t 日進店 〒470-0136
愛知県日進市竹の山三丁目1011番地

※事前打ち合わせは担当者からお電話させて頂きます。
　8月24日撮影→7月下旬、9月21日撮影→8月下旬となります。

☎0586-76-7438

ホームページで申込み

http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/school/
お電話で申込み TJ スクール受付窓口 (TJ 天気予報 本部 )

※ご質問等も受け付けているのでお気軽にお問合せください

火～日 /10:00～18:00受付時間

TJ スクール 検索

10%還元チケット のご利用期限が近づいています！

・ご利用の際、お釣又は返金は不可となります
  のであらかじめご了承下さい。

・盗難・紛失または減失等の場合の責任は
  負いません。

ご注意!!

2020年6月30日（火）まで

編集部からのお知らせ！

■営業受付時間

■全店定休日/月曜日※月曜祝日の場合もお休みとさせていただきます。

カット
平日（火～金） AM 9:30～PM6:10 ～PM5:00
土・日・祝日 AM 9:00～PM6:10

～PM4:30
～PM4:30

縮毛矯正（カット込）
～PM4:30
～PM4:30 ～PM5:00

パーマ or カラー（カット込）パーマ + 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
※Kanoalea の
　営業時間は
　こちらから→

編 集 部 よ り

表紙担当

春を前面に出したスタイルとメイクにしました。服

装や季節の行事にも合わせた雰囲気を作り、メイク

は目元から耳元まで細部にもこだわりましたので、

春を探すのも楽しいかと思います。

STYLIST
近藤　正充

（kanoalea）
HAIR COLOR
大田　瑞稀

（kanoalea）
MODEL
渡辺　真里 さん

５月12日（火）全店休業致します。
ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。

編集部喫茶キクリンのつぶやき
たえそん
おいしいパン
屋さん探して
ます。

ブチョー
新入社員が53
名入社します。

レーコー
最近、物忘れ
が多いです。

ゴトー
次は血圧がき
たか…。

Yu-ki
人生楽しくな
る♪

ピロセ
歯の矯正って
地味にイタイ
…。

はる
今、ポケ森に
ハマった…。
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