
モジャオの格言

中 野 裕 央

・全ての人は特別。
　人はみんな何かの『特別』を持っていると言っています。
　スターと呼ばれる人は、自分の特別をなんなのか知って
いる人だと言っていました。

・真実（隠し事のないこと）、誠実（己との戦い）、
謙虚（心から感謝する）その中で、真実につ
いて語っていたこと。

　隠さなければならないことがない人に、隠す必要がない
人になってほしい。カメラがあるところで出来ないことは、
カメラのないところでも絶対にやらないでください。

　どうでしょうか？
　誰にでも刺さる言葉ではないでしょうか？ ぜひ誠実と
謙虚についても検索して、見てほしいです !!

　未曾有の災害が起きている現在、単純な【争い】は必要
ありません。 人を蹴落としたり、やり場のない気持ちの
捌け口にしたり…

　【争い】と言うものも、誰かのために、何かのために、
というなら必要かもしれません。ですが、それには【真実、
誠実、謙虚】と言う気持ちが伴ってこそだと思います。

　そして、今はいろんなことがあり、心が疲れてしまって
いる人もいると思います。そんな時こそ、NiziUのメンバー
のように互いに支え合い、励まし合い、成長し合うことで、
乗り越えていけるんじゃないって感じています。
　それでも、ダメな時は、自分の短所を見るのではなく、
長所を認めてあげて、少し休みましょう。

　NiziU のように、世界の人に感動を与えられなくても、
周りにいる人の心はきっと動かせる。

　大変な時期はまだ少し続きますが、心行くままに、人に
会えて、どこかへ行けて、自由になるときまで、自分の魅
力を溜め込んでおきましょう♪

　TJ 天気予報は、この大変な時代を乗り越えていけるよ
う、しっかりと対策をして、より成長し、お客様に喜んで
いただけるように取り組んでいます。
　お客様と支え合い、美容で、サービスで感動を与えられ
るようなサロンでありたい、そんな風に思います。

これからも TJ 天気予報をよろしくお願いします !!

皆さんは  をご存じでしょうか？
全世界が注目していたガールズグループを選考する

オーディションプロジェクトです★
　６月にデビューメンバーが決まり、１年という長いオー
ディション期間を経て、10,000 人の中から選ばれし９
人のメンバーで  と言うグローバルガールズグ
ループが結成されました。皆さんのなかにも、オーディショ
ンを見ていて、応援していた方、今も応援している方も多
いんじゃないかと思います。

　私も例外なく、自分の子供たちを見ているような目で、
日々成長していく彼女たちを応援していました。
　見ていて、気付いたこと、感じたことを、今回は書いて
いこうかと思います。
　
❶どんな時代でも、
　一生懸命は応援したくなる。
　夢を叶えるために、練習が辛くても、家族と離れていて
も、一生懸命にがんばる彼女たちはとてもステキで、人に
感動を与えてくれます。

❷成長していく姿には、心惹き付けられる。
　デビューが決まったメンバーのMVを見て、最初のオー
ディションを見返していくと、すごく初々しく、幼く見え
ます。その成長を見ると、目が離せなくなります。

❸仲間との友情、言われることに
　対して素直、周りへの感謝。
　一人で生きていける人はほとんどいません。誰かと支え
合い、励まし合い、共に成長し、自立していく。 言われ
たことに対して素直であることが、成長速度を早め、周り
を魅了していく。 そして、何よりも周りの全てに感謝する。 
その気持ちが周りにいる全ての人たちから可愛がってもら
い、よりいい先生と教え子という関係を作っていく。
　当然のことかもしれませんが、これらが私たちを惹き付
ける彼女たちの魅力なんだと思います★

　それに、もう１人忘れてはいけない人、プロデューサー
の J.Y.Park 氏。
　『J.Y.Park 名言』と検索すれば、いーっぱい出て
くるほど、心に刺さる言葉を彼女たちに与えています。２
つご紹介します。

こんにちは！ TJ 天気予報のモアイ像こと中野裕央です !!

夏も終わりを迎え、今年の夏は物足りなかったなぁと思う方もいらっしゃるのでは ?!

少しずつ秋の気配を感じます。まだまだ日差しは暑いですが、いろんな想いを抱えて、工夫しながら、楽し

んでいきたいですね♪　それでは、ハッピータイムズ VOL.109 のスタートです !!

全ての人は特別



TJ 天気予報の新型コロナ対策
安心・安全に TJ 天気予報をご利用して頂く為に

お客様には大変ご不便をお掛けしますが、感染拡大防止と皆様の安心・安全を守る為、ご理解、ご協力お願い致します。

ご来店時 店 内 その他

靴底の消毒
次亜塩素酸に浸した

玄関マットで消毒します

オゾン発生器の設置
オゾンの強力な酸化作用で

分解除菌

スタッフのマスク着用
マスクを着用して施術させて頂きます

*場合によっては
フェイスシールドを着用します

座席の間隔
密にならないようにゆとりのある

スペースを極力確保します

パーテーションの設置
会計スペースに

パーテーションを設置致します

イオニアカードの着用
イオンの効果により

ウイルスから守ります

施術前の手洗い・消毒
お客様の施術前に

手洗い・消毒を
徹底致します

会話はなるべく静かに
飛沫防止の為に

静かな会話に努めます

受付・会計
現金・カードの受け渡しは
トレーでさせて頂きます

換気の徹底●
常時換気により

密閉空間を防ぎます

消毒の徹底●
共有スペースの

消毒の徹底致します

セット面に消毒液
気になる所を消毒できるように

アルコール消毒液を設置致します

換気の徹底●
サーキュレーターを全店に設置し

換気に努めます

消毒の徹底●
ハサミ・バリカン・クシなど、
道具の消毒を徹底致します

ドリンクサービスの中止
お飲み物をご希望されるお客様は

スタッフにお声がけ下さい

朝の除菌・健康チェック
出勤時に体温測定・手洗いを

 徹底致します

共有スペースの消毒徹底
スタッフルーム・トイレなど

消毒の徹底致します

パーテーションの設置
スタッフルームにパーテーションを

設置し安心して食事ができる
環境を作ります

感染防止の指導
スタッフが感染しない為に

日頃の行動・休日の過ごし方を
指導していきます

練習中のマスク着用
練習中もマスク着用を徹底し

濃厚接触を防ぎます

濃厚接触者は自宅待機
家族など感染が疑われる

身内が出たスタッフは
自宅待機致します

会議はオンラインで
会議・講習会を

オンラインで開催
スタッフ間の接触を減らします

コロナガイドライン作成
独自のガイドラインを作成し

感染拡大防止の為
毎週チェックしていきます

体温チェック
37.5℃以上発熱が確認された場合

ご来店をお断り致します

手指消毒
アルコールで手荒れが

気になるお客様は
次亜塩素酸水もご用意しています

マスク着用
全てのお客様に

マスク着用のご来店、
施術中もマスク着用をお願い致します
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ソーシャルディスタンス
ご協力お願いします
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シザーベルト禁止
シザーベルトを禁止し
衛生的に管理します
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7月、8月にご来店頂きましたお客様に「極上のお中元」をお渡し致しました。
2020年9月1日（火）～10月31日（土）までご利用いただけますので、

忘れずにお持ちいただき、受付にお渡しください。

お1人様2種類お選び頂けます（同じ種類でも可）
次回来店時に□をしてお持ちください

頭皮をマッサージすることで、リラックス効果大！
1番人気！疲れもとれてぐっすり眠れます♬

お気に入りスタッフとパシャり
ぜひ一緒に撮りましょう！

炭酸効果で血行促進、
頭皮もスッキリ！プラス5分の炭酸マジック！

少しだけお得にスタイルチェンジ！
気分も上がりますよ

こんなことされたことない！！
じゃあこの機会にやってみませんか？

予約が
必要かも!？

チケット

ワンランク上のトリートメントメニューで
ツヤツヤの髪に!

※各店によりトリートメントメニューが異なります。

極上のお中元

胴上げ
貴重な体験「天まで届け」 今日の思い出をお持ち帰り

※ご利用できない店舗もございます。

パーマ6,000円以上で

ヘッドスパ20%OFF炭酸泉50%OFF

スタッフと記念写真

ワンランクUPメニュー
トリートメント体験1,000円OFF

配布は
終了しております
※数に限りがございましたので
お渡しできなかったお客様には
申し訳ございませんでした。















※カラー・トリートメントは、
　一部対象外のメニューがございます。



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

コロナウイルス感染症対策としてご予約の制限をさせて頂いております。
混雑する 11月・12月は次回予約がオススメです。
お客様のスケジュールに合わせたご都合の良い時間でお取りできます。
店頭で予定がまだ分からない方にはアプリでの予約がオススメ。
24 時間WEB予約が取れます！（アプリは店舗でしか登録できません）
詳しくはスタッフまで。
※ご都合が悪くなった場合は、できるだけお早めにお知らせください。

■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予約優先制です。お待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、「新型コロナウイルス対策等の活動支援募金」として

【マスク募金】を開始しました。
2020年 5月から募金活動を始め、各店から集まった募金は

合計金額

129,516 円（７月末現在）
ご協力ありがとうございます。

お寄せいただきました募金は、新型コロナウイルス対策などの医療活動を中心とした
日本赤十字社の活動支援のため、全額を同社に寄付いたします。

引き続き活動しておりますので皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

● • ● • ● • ●　次回予約がオススメ　● • ● • ● • ●
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