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STUDIO FRASH！

2019

残暑も日ごとにやわらぎ、さわやかな秋
の訪れとなりました。
皆さま、如何お過ごしでしょうか？

今年は、夏の終わりには、梅雨末期並
みの豪雨の年となりました。残暑の厳し
い夏も大変ですが、雨の多いのもうっと
うしい夏も大変でしたねっ！

中秋節（十五夜・中秋の名月）9月13日（金)

旧暦の8月15日を「中秋節」「十五夜」「中秋の名
月」といいます。
「中秋の名月」とは"秋の真ん中に出る満月"の意
味で、旧暦では1月～3月を春、 4月～6月を夏、7

月～9月を秋、10月～12月を冬としていたことから、
8月は秋のちょうど真中であり、8月15日の夜に出
る満月ということで、そう呼ばれるようになりました。

月が見える場所などに、薄（すすき）を飾って月見
団子・里芋・枝豆・栗などを盛り、御酒を供えて月
を眺めました。
2019年の十五夜は9月13日（金)です

YUKI TORII COLLECTION 9月14日～18日

インポートCOLLECTION 9月20日～30日

B=MEN オーダーシャツ２Ｐフェアー
9月6日～10月6日

消費税増税前にご利用下さいませ。

たたくだけﾀﾞｲｴｯﾄ
（各２０回たたく）

全身をたたいて（血流）アップ！
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足裏

足裏全
体くるぶ
しに振動
をあたえ
るように

ふくらはぎ

左右からこぶし
で挟んで

太もも

左右から挟んでま
んべんなく深部に
効かせる様に

そけい部

深部に届くよう、
しっかり刺激を

お尻

お尻を外側につき出
し、お尻の丸みをつく
ように、全体をまんべ
んなく

お腹

太鼓を叩くように大きく
腕を左右に開き、深部
に効かせる様に

むね

胸のまわりを
叩く、滞りやす
いｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｽﾄ
を念入りに

うで

腕をあげ老廃物を流
すように（脇、二の腕
を重点的に）

わき

わきの下
のリンパ
節に振動
を与える
ように、深
部まで届く
よう、こぶ
しの親指
側で強め
にたたく

かた

リズミカルにたた
く、首はポンポン
と優しくたたく

電子レンジであっという間に完成！

サバと枝豆の
ドライカレー

よだれ鶏材料
マイタケ（１ﾊﾟｯｸ）
玉葱（1/4個）
しょうが（１かけ）
サバ水煮缶（１缶）
枝豆（ゆで・むきみ80g）
キャベツ（千切り）（100ｇ）
A ｶﾚｰ粉（大１）
ｹﾁｬｯﾌﾟ（大２）
ｿｰｽ（大1/2）
砂糖（小1）
醤油（小1）
塩こしょう（各少々）

作り方
１まいたけ、玉葱、ショウガ、はみじん切りに
２耐熱用ボウルにAを入れてよく混ぜ、１を入れて混ぜ、

なじんだら、サバ水煮缶を汁ごと入れて、ほぐしながら混
ぜる。
３ラップをふんわりとかけて電子レンジ（600W）で４分加熱

する。枝豆を加えて、軽く混ぜ、ラップをはずして上下によ
く混ぜる。
４器に千切りキャベツをのせ、カレーをかける。

お米の代わりに千切りキャベツを添えて！ボ
リュームたっぷりでお腹も満足！

材料
鶏肉（もも）（大１枚）
もやし（1/2袋）
生ワカメ（60ｇ）
砂糖（小1/2）
塩（小1/4）
酒（大1）
水（大1）
Ａ 鶏の蒸し汁（小2）
砂糖（小1/2）
醤油（大1）
酢（大1）
ラー油（小1/2）
おろしニンニク（小1/2）

トマト（1/2個）
パクチー（2枝）

作り方

１鶏肉は砂糖と塩をよくもみ込み、皮を下にし
て耐熱皿にのせ、常温で１０分ほど置いておく。

２耐熱皿にもやしと食べやすく切ったワカメを
敷き詰め、その上に１をのせ、酒と水を振り掛
けて、ラップをふんわりとかけ、電子レンジ
（600W)で７～８分加熱し、粗熱がとれるまでそ
のまま置く。
３Ａの材料を混ぜ合わせてまわしかける。

４トマトを一口大にカットし、一緒に皿に盛る。
カットしたパクチーを盛り付ける。

【秋彼岸】

お彼岸は、他国には見られない日
本独自の仏教行事ですが、農業文
化に根ざした太陽信仰とも密接に結
びついていたのでしょう。だからこそ、
広く民衆に定着したとも言えます。

「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるよ
うに、お彼岸はちょうど季節の変わ
り目。この時期に、太陽とご先祖様
に収穫を感謝し、豊作を祈るという
意味合いもお彼岸にはありました。
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ｼﾞｬｹｯト¥89,000

ニット ¥49,000

スカート¥48,000

バック ¥27,000

ｼｭｰｽﾞ ¥19,000

ｽｴｯﾄ¥19,000

Pants ¥16,000

ｽﾆｰｶｰ ¥25,000

バック ¥12,000

ストール¥32,000

ワンピ ¥72,000

バック ¥19,000

シューズ¥23,000

ﾜﾝﾋﾟ ¥86,000

ﾈｯｸﾚｽ ¥12,000

バック ¥27,000

ｼｭｰｽﾞ ¥19,000

ブラウス¥11,000

スカート ¥15,000

バック ¥11,000

ｼｭｰｽﾞ¥16,000

シャツ¥13,000

Tシャツ¥4,800

デニム¥16,000

シューズ¥19,000

ネックレス¥12,000 

ワンピ ¥20,000 

バック ¥49,000 

シューズ￥16,000 

ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰ¥5,900

デニム ¥14,800

シューズ ¥19,000

Tｼｬｯ¥3,500 

ｼｬﾂﾜﾝﾋﾟ¥6,900

ﾜｲﾄﾞpants¥13,000

ワンピ ¥88,000

バック ￥88,000

ｼｭｰｽﾞ ￥19,000

ｼﾞｬｹｯﾄ ¥98,000

ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ¥83,000

バック ¥27,000

ｼｭｰｽﾞ ¥19,000

ニット16,000

ｽｶｰﾄ ¥20,000

バック ¥88,000

ｼｭｰｽﾞ ¥16,000

ﾜﾝﾋ ￥72,000

ﾈｯｸﾚｽ ¥4,900

バック ¥19,000

YUKI TORII COLLECTION 9月14日（土）～18日（水）

ユキ トリヰ(YUKI 
TORII)は日本のファッ
ションブランド。
「ユキ トリヰ インターナ
ショナル」がコレクションラ
イン。「ユキ トリヰ」が結
婚式、パーティーなどの
シーンに活躍する上質で
エレガントなアイテムを展
開している。
創業者の鳥居ユキは、日
本だけでなく、1975年か
ら2008年までパリで発表
し続け、日本を代表する
ファッションデザイナーの
1人と言われている。 インポートCOLLECTION 9月20日（金）～30日（月）

SEVENTY 19/70 VINCE NONEME MOSCHINO

家族に乾杯
8月26日（月）放映の「鶴瓶の
家族に乾杯」に出演しましたハ
リス君です。
5月22日水曜の撮影でした。
その日は、ウインドウ越しに、
村田神仏堂の浩君を見ていたら、
カメラとマイクが寄って来たの
で、びっくりして大声で吠えま
した。
8月26日の放映以来、ウインド
ウ越しに私を指差して、あの犬
だのハリスだのとよく言われる
ようになりました。

ﾈｯｸｳｫｰﾏｰ￥10,000

ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰ ¥19,000

ｽｶｰﾄ ¥22,000


