
鎌ケ谷ショッピングNo.273 2021年(令和3年)8.1 

鎌ケ谷の自然と人聞を霊するすべての人々の声の広場
-鎌ケ谷ショッピンク.
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氏名:紺野真司
社名:有限会社 双葉

役職:専務

関係団体:鎌ヶ苔市商工会青年部 日本

へアデザイジ協会

趣味:キャンプ

影響を受けた人:両親
嬉しかった乙と:仕事でお客様に喜んでい

ただいたとき自分が教えたり、関わっ

たスタッフが成長したり、一人前にな

る姿を見た時

ヶ;谷ヨョ'!!.IE"3.~.. 

努力したこと:美容の勉強
感謝していること:家族や会社のみんな

の存在にいつも感謝してます。

休日の過ごし方:銭湯

学生時代の部活:特にしてません
好きな言葉:ありがとう

好きな音楽:ジャンル問わす

好きな食べ物:魚

好きな酒:アルコールが入っていればなん

でも満足です。

Jμ舟ok，也宛ゐゐ サロンドフタパ
ホームページ:http://III川w.salon-futaba.co.jp

氏名:渡遷幸男ワタナベユキオ
社名:和 ・ Recolte~わ・れこると~
役職:オーナー

関係団体:すす5ん通り商庖会理事

趣味:スキー・ゴルフ
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令

影響を受けた人:母

嬉しかった乙と:輝江さんと結婚したこと

努力したこと:人のために何かできること

感謝してる乙と:毎日ご飯が食べれること
休日過ごし方:慈善活動

好きな言葉:人生を研ぐ

好きな音楽:シャンソン

好きな食べ物:米
好きなお酒:全く飲めません

.~兼ケ谷ショッピンク、会員
えんでん平安堂

大野風呂庖百 年 社

後 関 畳 庖 富 士 ワ ー ル ド

サロン・ド・フタパ 和・Recolte.... わ・れこると~
大正堂薬局 リラ何・ションサ日ンーミエルー

タカハシ電気商会 旬彩みず野

会社紹介:フランス料理を親しみゃすくし
たいお庖です。

形式ばらすに南フランスの郷土料理

をたくさんの方に食してもらいたい
です。

食を通して人との関わりをつなげて

いきたい地域に貢献し続けていけた
らと思っております

和.Recolte~わ・れこると~
CHEF 渡遺輝江

〒273-0137
鎌ケ谷市道野辺本町2・1・19
ft047(440)8757 
email:wa.recolte.515@gmail.com 

|師会蹴庖やサー…ン附献くさんに調介致して問料一一は仇引で問いただ附IO悶 h 軍司|

元気の駅 元気の駅・駅長

山口礼子さん
(大正堂薬局・薬剤師.Ph)

|伝言問.
く今年の夏・コロナウィルスから自分を守り健康にすごすには〉
なかなか収束がみえないコロナ禍ですが、今できる闘いは予防だけです。

去諒;;ぷzろ新型コ口ナ川

①ウイルスとの接触を減5す。
これはやはり、マスク、手洗い、消毒、3密を避ける事。

②ウィルスに負けない体を作る。
A:自然免疫→人にはもともと自然免疫を作るシステムが

そなわっています。
自然免疫が活発に働けば、ほとんど無症状ですんでしまいます。

免疫の大部分は腸で作られます。

腸の状態をよくしておく事が大切です。
それには、ア 乳酸菌を摂取する事。

(悪玉菌が減る) -~--一ーーに
イ食物繊維を摂取する事。 -由一 /'で士一一一口・・・ -...... デ ¥

(善玉菌の工サになり、善玉髄増やす) 司史ミケ 腸内細菌叢のパランÃ~ ") 

B:獲得免疫→ワクチン接種で得られる後天的免疫 '-整えるこヒが大事!! J/  
ワクチンは感染予防ではなく、発症、重症化の予防です。 -_一一一~~.

副反応として痕痛 ・発熱などが1~2日すぎに起乙る事が多いですが、ほとんと、数日で消えます。心配な方は

接種前に解熱・鎮痛薬(アセトアミノフエンなど)を用意しておいてもよいでしょう。

コロナ禍の中の暑い夏。水分補給にも注意しながら乗り切りましょう11

初めてご利用のお客様
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号ー三、
強働蒙

旬の食材を生かしたおいしいお料理を
お酒とカラオケで楽しい
ひとときを

旬彩みず野
携帯090-1420-6911 

庖舗&FAX 047-412-6955 
干273心101鎌ケ谷市冨岡 2-8-7 南フランス出身の

カンタンが日本人好みの
美味しい

キッシュをご提供します

奏。・~~~()ft~ 
A〆・わ・・れとエ~^"

たたみの事令ら
￥8800(税込)

￥8800(税込)

￥5500 (税込)
￥3300(税込)

￥6600(税込)

(有)仏内畳之
干273引 22千葉県鎌ケ谷市東初富6・9・50

電話047-443-4353

国論冊目

写真スタジオ紹介します。ご相談下さい。 ・ヨ田司自司 臣軍司耳
詳しくは、お問い合わせ下さい0 ・a‘.~盟 国語宇都

._/ak移 rk~ゐゐサロンドフタパ
サ ロ ン ド フ タ パ ・h ツピ官存;::;047-444-6180 
サロンドフタパ .鎌ケ谷大仏庖 047-442-0945
ヘアサロンパッセ..イオン鎌ケ谷底 047-443-0385
ブランカス ・新鎌ケ谷庖 047-441-5227
ネイルサロンキャンアィ ・新鎌ケ谷イオン 047-437-6050

おかげさまでえんでんは30周年を迎え
ることが出来ました。
皆さまあってのえんでんですので感謝の
気持ちでいっぱいです。
舎のところ大々的なイベン卜などは出来
ない状況ですが時間短縮の中で元気に
営業中です。 ....... ♂ 
お近くにお越しの際はぜ こ!?司 m
ひお寄りください。 .lJ~. -l';' 
従業員一同，e，¥よりお待

ちしております。
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鎌ケ谷庖え専

鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1平安ピル 1F で門
TEL:otiC77よ蕊お;::731-5077す庖

EZ蓬ヨ

電気と井戸ポンプのことなち、
何でもご相談ください。

91111ョ 寺1~
本居鎌ケ谷市初富本町1-2-24包 047(443)1873
東武団地面鎌ケ谷市東初富4-21-148047(443)0653

健康子zゆして掠せ幼、?
8月2日(月)10:00-19:00 ... ・・ー
場所:大正堂薬局&2Fレイズドリーム笠W E 

。:血流計(15項目測定) 司・・r
@:毛細血管の観察

e:骨密度測定(かかと)

0:酸素飽和度
TEL文はLlNEにでご
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⑩富士ワーJ~ド企
・本社・工場/干273-0135千葉県鎌ヶ谷市中佐津閏2-4-10
TEL.047-445・9565FAX.047-445・9597

.東京営業所/TEし03・3865・0520
E-mail:info@fujiworld.co.jp 
http・//www.fujiworld.co.jp

鎌ケ谷市南初富6-1-17

看板・ネオン

テント・FRP造形

企画設計施工

総合プランナー

室内外装飾工事
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