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HAPPY TIMES
なんでも夢が叶うとするなら？
A HAPPY NEW YEAR♪ あけましておめでとうございます♪
新年早々、かわいい魔法使いがトコトコやってきて・・・
『ご主人様、一つだけ・何でも願い事を叶えますよ(^^)』 と言われたら？？？
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

ディズニーランドに住みたい
何回でも夢が叶います様に
誰でも来れる居場所作り
素敵なパートナー♡
ジョニーデップに会いたい♡
揺れない自分になりたい
額のシワがなくなりますように
段取り力が欲しい
子供が欲しい♪
自分があと４人欲しい。。。
吟遊詩人になりたい!(^^)!

ワンピースの最終回を
考えてみた。

突然ですが・・・あなたにとって、宝物
とはなんですか？
金銀財宝？権力？地位？名声？

名物！加圧会員さん♪
ここでは、我が HAPPY DROP が誇る・とっ～ても素敵な加圧会員さん達を次々
に、ご紹介していきます♪
Ⓐ：加圧を始めたきっかけ Ⓑ：加圧をしてどうなったか？Ⓒ：どうなりたいか？
ＫもとＭもる さん
Ⓐ：バリでサーフィンをしていてオー
ストラリア人と波を取り負けたから★
Ⓑ：たくましくなった！！
Ⓒ：70 歳まで波乗りしたいので、そう
ゆう身体作りをしたい☆
＜オーナーからのコメント＞
漂々としたサーフバカのあなたを
リスペクト！
マジ背中でかくなりましたね(>_<)

ＹかわＲみこ さん
Ⓐ：筋力をつけたくて！
Ⓑ：体年齢が、89 歳だったのに 19 歳に
なった！！！
Ⓒ：基礎代謝を上げて、ＡＫＢに入りたい
♡♡♡
＜スタッフ M からのコメント♪＞
ホントに、可愛い Y かわサン♪
（*^_^*）きっと、入れますよ(*^^)v
入れるかぁぁ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
（オーナーつっこみ！！）

勝手に！

ワンピース（ひとつなぎの大秘宝）と
は、海賊王となったゴール･D･ロ
ジャーが残した宝のことです。
ゴール･D･ロジャーにとっての宝物と
は？海賊王となり、この世のすべてを
手に入れたロジャーの最も大切な宝
物とは何か？
！家族!?・・・いや、子供だ！！
…ということは、ロジャーの宝とは、
たったひとりの息子『エース！！』
…ということで、最終回は『エース復
活!!!』
めでたしめでたし＾＾

そんなこんなで、皆さんも大切な人
（宝物）のことをもう一度想ってみてく
ださい。
きっと良い年になりますよ＾＾

以上!!!
注）ハピドロワンピースネタは最終回
ではありません(-_-;)
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レシピ♪

食感がいい感じ☆お弁当やおつまみに☆
かんたん(*^_^*)鶏レンコンつくね
《材料》
●
●
●
●
●
●
●

《レシピ》

鶏ミンチ ５００ｇ
きくらげスライス １０ｇ
レンコン ２００ｇ
酒 大さじ１
卵 一個
味噌 ６０ｇ
片栗粉 大さじ２

◎味噌で味付けしているので、焦げやすいので
中弱火くらいの火加減がベストです☆
◎ ◎さめても美味しいので、お弁当のおかずに
も最適(^^)v どうぞお試し下さい。

① きくらげは水で戻し、食べやすい長
さに切る。
② レンコンは皮をむき、１センチ程度
のサイコロ状に切り、３分ほど下茹でし
ておく。
③ ボウルにミンチを入れ、粘りがでる
までこねたら酒・卵・味噌を加えその都
度混ぜる。
④ 片栗粉・きくらげとレンコンを加え、
油を敶いたフライパンで両面こんがり
焼く。

◎

食べ過ぎ・注意(>_<)
ＮＰＯ法人 日本福祉整体学院療術師協会

日本福祉整体学院 八代校

生徒募集中
（整体プロフェッショナル科・アロマ整体科・アロマセラピー科・タイ古式マッサージ科）
詳しくは、ハッピードロップ２Ｆまでお気軽においでください♪

☆ カフェのおすすめ ☆
ジャポネカフェオレ

ソフト整体

うけてみませんか？
＜モニター募集のお知らせ♪＞

￥５５０

日本福祉整体学院・八代校では、整体師の卵たちのレベルアップのため、お
試し料金（３０分ー１０００円）にて、ソフト整体をうけて頂くモニターを募集して
います。
ソフト整体を試してみたい・身体をケアしたい・リフレッシュしたい・少しほぐし
て欲しいなどなど、どなたでも結構ですので、お申し出ください。
時間は、AM１０：００～PM１６：００となります。（毎週水曜日は、休校日です）
完全予約制となっておりますので、事前の電話ご予約を必ずお願い致しま
す。

今回ご紹介するジャポネカフェオレは、カフェ
オレボウルでお出ししております (*^^)v
カフェオレボウルの発祥は・・・・19 世紀にフラ
ンス家庭にコーヒーが普及し、朝食でカフェオ
レが飲まれるようになりました。それと同時に
両手で抱えて飲める専用のボウルを作られ
た事が始めと言われております(*^_^*)
Happydrop のジャポネカフェオレは、最後に
ちょこっと抹茶でおめかししております(*^_^*)
是非、ほっと一息、温まって下さいませ(*^_^*)

アロマセラピーはじめませんか？
＜プチアロマセミナーのお知らせ♪＞
アロマで癒されたい！アロマスプレーを作ってみ
たい！フットやフェイシャルなどのアロマセルフケ
アをやってみたい！などなど、アロマ初心者さん
を対象としたプチセミナーを開講します♪
（６０分―２０００円）
日時など詳しい情報は、スタッフまでお気軽にお
問い合わせください。

：日本福祉整体学院八代校：
ＴＥＬ／０９６５－３４－８０６６

加圧トレーニングと○○○
加圧トレーニングとは。。。
腕や脚の付け根に専用の加圧ベルト
で締め付け、腕や脚の血流量を適度
に制限した状態で行う独自の筋力ト
レーニング法です。
実は、正座をした時のシビレをヒント
に考案されたんです。

僕と師匠とタイ捨流

成長ホルモンアップ・美肌・血行促進・

第五話

アンチエイジング・筋力アップ・回復力
アップなど、様々な効果が短期間で期

『 師匠との出会い その① 』

待できます。

（前回、スタッフより心を折られた僕。
ース記事の見出し

…中略しての出会い編! 始まるよ!! ）

＜寒い(+_+)今がチャンス♪＞
皆さんヽ(^o^)丿 毎日、寒いですね｡｡(+_+)
冬生まれのくせに、寒さに弱い(>_<) 私が、『冬ってお得！！』と思っ
た話です(*^^)v
寒いと動きたくないし｡｡『太っちゃう！！』って思いがちですが｡｡
実は！！寒い冬のほうが、冷えた身体を温めようと熱の生産・発散が
活発になって基礎代謝が高くなりやすいんです(^_-)-☆（個人差あり
★） トレーニングをして筋量が増えると、もっと効果的ですし(^^)
今、流行りの生姜や唐辛子などで身体を温めて、基礎体温を上げて
風邪に負けない強い身体＆カーヴィーボディを手に入れちゃおう♪

ち ょっと、つぼ・ひと押し☝
今回ご紹介するのは「巨闕～こけつ～」
です。
年末年始の暴飲暴食で、お疲れ気味の
胃の不快感を取り除き、消化器系の諸
症状におススメのツボです。

そこは、切り立った崖の上だった。
道場龍泉館・・・あそこに無形文化財
十三代・山北竹任先生がいる。
犬が吠えていた。その先に胡坐を搔
き農具の手入れをしている十三代。
緊張のせいか、十三代の覇気か…
無言のまま先生の許へ…その瞬間!!
!!咬まれた!!生れて初めて咬まれた!!
・・・犬に。。。
頭が真っ白に。意識が飛びかかる。
だが僕は先生の手前、動揺を見せる
訳にもいかず犬を払う訳にもいか
ず・・・咬みついている犬を引き摺り、
ただただ先生の前へ…前へ…前へ。

ストレスによる神経の使いすぎ、精神
疲労などに効果的ですよ♪
お正月疲れに、ぜひ、ひと押し(^^)v

Ｎ川さん家の Ｉ ＬＯＶE ＰＥＴｓ♡

ひなちゃん
１才半
ストーブに近寄りすぎて
燃えてしまわないか、
いつも心配 (>_<)

犬に咬まれたまま地面に正座する
僕。
唸る犬。
覇気を出しまくり無言のまま僕を見
つめる先生。
その漆黒の瞳は凡てを見抜いてるか
の様だった。。

13 代宗家 藤原定宗ケ弟子
今年こそ免許皆伝を 藤原 定隆

謎のタロット師 “Ｒ” の
生まれ月占い♪
２０１１年は、どんな行動をしましょうか？ ポジティブシンキングでいきましょう♪

1 月生まれ：『THE HIEROPHANT（法王）』 ・・・自己チューな行動や言葉は、慎みましょう。周りの人との助け合いや
協力があなたの人生のターニングポイントとなりそうです。

2 月生まれ：『THE MOON（月）』 ・・・・・・・・・・・・暗～い考えは、全部捨てましょう。現実になってしまいますよ(>_<)
同じ人生、せっかくならすべて受け入れて、なんでも楽しみましょう♪

3 月生まれ：『THE STAR（星）』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少し調子に乗ってもいいくらい、良いことが起きるでしょう。
大丈夫！全てが、あなたの味方になってくれます♪

4 月生まれ：『THE SUN（太陽・逆）』・・・・・・・・・誰かのために～！という気持ちは、実は独りよがりの事があります。
人のためではなく、まずは、自分自身を大切に＆大事にしましょう。

5 月生まれ：『TEMPERANCE（女帝）』・・・・・・・・・・・・・・・・・今現在の「幸せ」をもう一度、見直してみませんか？
新しい何か？より、今持っている物や周りの人に感謝しましょう。

6 月生まれ：『THE HIGH PRIESTESS（女教皇・逆）』・・・・疑心暗鬼に陥ってしまいそうです。愚痴や文句を言い
続けるより、たまには、バカみたいに大笑いしてみましょう♪

7 月生まれ：『WHEEL of FORTUNE（運命の輪）』・・・・・・・頑張ってきた事に対し、全て良い結果が出る時です。
幸運を思う存分、楽しんでください（*^_^*）

8 月生まれ：『THE WORLD（世界）』・・・・・・・・・・・・何事も、精力的に動きましょう。今まで「点」だったモノが「線」に
つながり、大成功を収めるでしょう＼(^o^)／、

9

月生まれ：『THE

FOOL（愚者・逆）』・・・・・・・・・・・焦りは、禁物です。中途半端な気持ちで行動すると、中途半端
な結果で終わります。「果報は、寝て待て（*^_^*）」

10 月生まれ：『JUSTICE.（正義・逆）』・・・・・・・・・・・・・突然、問題が急浮上しそうです。落ち着いて対処しましょう。
視野を広げ、本来の冷静さを持てば、何でも解決できますよ！

11 月生まれ：『THE DEVIL（悪魔）』・・・・・・・・・悪い誘惑に負けてしまいそうです。その判断は、本当に正しいのか？
他人の意見ではなく、自分の目で見て決めましょう。

12 月生まれ：『THE HANGED MAN（吊るし男・逆）』・・・・・少し、無理しすぎではないでしょうか？心に余裕を
もって、スマイル♪パワー全開で、何事も挑みましょう
(^.^)

スタッフのちょこっと☆お気に入り♪
アーティスト

手嶌葵

ビタミンＤ！！

会員さんに教えていただいたアーティスト
です。福岡県出身。スタジオジブリに見出
されたそうで、主に映画関連の曲を歌って
おられます。
一言！その歌声に魅了されました。

女性の強い味方♪(^.^)
魚やきのこに多く含まれている
ビタミンＤで、インフルエンザを
予防しつつ、いつまでも若々しい
身体を目指しま～す(^_-)-☆

アジアンダウニー

SONY ワイヤレスヘッドホン

オリエンタルなローズアロマがたまらない
ベトナムの柔軟剤です♪
只今、全種類制覇を目指して、各国のダ
ウニーを試してまぁす（*^_^*）

会員さんにお聞きして購入したヘッド
ホン。これでＤＶＤを観ると、まるで映
画館のような音で楽しめます(^^)v
とってもお気入りの優れものです☆

温かい飲み物

★かぎ編み☆

コーヒー、紅茶、日本茶、健康茶、
などなど、一杯飲むだけ元気をも
らえて、癒されています♡
外で飲むとさらに美味しいです♡

会員さんお二人に教えてもらって｡｡
(*^_^*) 簡単なお花のモチーフを
せっせと編んでます♪(^_-)-☆
だいぶスムーズに出来るようになっ
てメッチャ楽しいです(#^.^#)♡

文責：加圧ジム＆カフェ ＨＡＰＰＹ ＤＲＯＰ

ＴＥＬ：０９６５－３７－７１１７

