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受講生の声・紹介

「最近では日本でも徐々に知られてきていますが、それでも“ス

リー・イン・ワン（3 in 1）”って何？“キネシオロジー”って？ と

いう人が圧倒的に多いのも事実です（笑）。3 in 1とはキネシオ

ロジーの一種で、筋（肉）反射を使ったカウンセリングのことなん

です」

　レイン・コーヴに「オーストラリアン・ノート」を構え、3 in 1は

じめさまざまな手法でのストレス・マネジメント・カウンセリングや、

よりよい人生を目指すライフ・ファシリテイションを行い、同時に

それら専門分野のセラピストを目指す人たちのための講座も開講

している優季さん。本誌に、自身の専門分野について分かりやす

く綴ったコラム「からだと心」を

不定期に連載中でもある。

　日本では短大卒業後、アパ

レル業界に就職、 “女性マネ

ジャーのためのマネジメント研

修”（現在でいう“コーチング”）

で初めてコミュニケイションの

理論に触れ、それが現在につな

がったという。その後、同社の本部、本社・営業企画・経営企画など、

入社初年度から数えると18年間同じ会社で勤め上げた。

「一通りやりたいことをやらせてもらって、ふと、その会社でもうそ

れ以上やりたいことが思い浮かばなくなってしまいました。ちょ

うどそのころ、既に40歳近かった私に“結婚”の話が持ち上がり

（笑）、既に移住していた彼がオーストラリアにい続けたいという

ので、環境を変えるならそれくらい大きな変化のほうがいいかも

と、わりと軽い気持ちで99年に私も移住しました」

　翌年、日本に住んでいたころから大好きだったというオースト

ラリアのアロマ製品の販売ビジネスを起ち上げ、さらに02年、3 

in 1のセッション／講座を開始した。05年には依頼される形で

レイキも取り入れるようになった。

「なんとなくやる気が出ない時に、『気合いだ！』と自分に言い聞

かせる人は多いでしょうが、潜在意識がイヤだと言っている中で

いくら頑張ってもあまり効果は

ありません。潜在意識にアプ

ローチするには従来は催眠療

法しかなかったのですが、筋反

射により“潜在意識の声を聞

く”のが3 in 1なんです。も

う少し分かりやすく言うと、自

分の本当の気持ちを無視して

『できるできる！』と強引に自分に言い聞かせる前に、心の奥底に

ある『どうせできっこない』という信じ込みを書き換えるための

セッションでもあります」

　優季さんとの一対一のセッションは、小さな子供から、ビジネ

スマン・ウーマンや高齢者まで、さまざまな悩

みを抱える人が受けに来るという。もちろ

ん秘密厳守は鉄則だ。

「初回90分のセッションは$100なん

ですが、やはり３回は受けていただいた

方がより深い解放へとつながります。私は

『タマネギの皮むき』と呼んでいます（笑）。例えば、幼いころは

傷つけられていても、自分の意識の中で“傷ついている”“気にし

ている”と認識しておらず、それが大人になった今に大きな影響

を与えていることは驚くほどよくあるんです。もちろん、自分と向

き合うことほど怖いものはないと思うんですが、自分と向き合わ

ないということは、誰とも向き合わないことにほかなりません」

　一方で、別段大きなトラウマやストレスに悩まされていない人に

も3 in 1のセッションは効果を発揮することが多々あるという。

「仕事も私生活もすごくうまくいっている人のために、それをもっ

と良くする、いわゆるライフ・ファシリテイションの側面を持つポ

ジティヴなカウンセリングでもあります。『キャリア・アップしたい』

とか何か目標がある人が、私のセッションを受けることで人生を

さらに前向きに生きていくための加速につながればと思います。

アクセルを踏み込むためのカウンセリングですね（笑）」

【お知らせ】7～ 9月には、「3 in 1トレイニング・コース集中講座」が予定
されている。プロを目指す人のほか、自分自身を理解・解放するために参加
する人も少なくないという。5月 21日（月）と 6月 9日（土）には無料説明
会が行われるので、興味のある人はぜひ参加申込を！

Australian Note
☎ 0418-271-005 / (02)9412-2169
9/5-9 Helen St., Lane Cove（QVB目の前から 288、292番のバスで橋
を越えて最初のバス停から、またはアーターモン駅から徒歩 15分／建
物の入り口は Huxtable Ave側）　E-mail: anote@awizard.info　www.
awizard.info　Twitter: AustralianNote
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田村優季さん

前向きに“人生のアクセル”を 
踏み込んで

Yuki Tam ura

　東京マートが入っていることでお馴染みのショッ

ピング・センター、ノースブリッジ・プラザ内にある日

本人経営のランジェリー・ショップ、アンジェリーク・

ランジェリーは、ランジェリーだけでなく、本格的に

寒くなるこれからの季節に合わせ、UGGスリッパ
やバスローブなどを新入荷！ しかもこれら新入荷

商品もランジェリーも、「ジャパラリアを見た」と

言った人にはいつでも全商品10％ OFFで提供し
てくれる（※SALE対象品を除く）。
　100％メイド・イン・オーストラリアのUGGスリッ
パは、ピンク／クリーム／グレイの３色、男女兼用で

サイズは５～10（日本サイズでいうと 23.5～ 28.5
センチ）、値段は $59.95で、「ジャパラリアを見た」
と言うと10％ OFFの $53.95になる。日本人オー
ナーの由華（ゆか）さんいわく、「つい、ほかのお店

のことが気になりいろいろチェックしちゃうんです

が（笑）、UGGスリッパは全く同じ商品がチャツ
ウッドでは $65、シティでは $79で売られている
のを見かけましたから、それより断然お得です」

　一方のフカフカのバスローブは、こちらも白／

ピンク／グレイ／ブルーから選べ、サイズも Sか
ら XLまで、値段は $69.95が「ジャパラリアを見
た」で $62.95に。「ほかにも冬物寝巻き系、結構
豊富です！」と由華さん（由華さん自身は乳がん

の女性対象のブラ・フィッティング資格も保持して

いるフィッティングのプロ）。また、夫人や彼女への

プレゼントをという男性客も、贈った後でサイズが

違ったという場合、レシートと未使用の商品を持

参すれば商品交換に応じてくれるので安心。

Angelique Lingerie
S h o p 17C,  N o r t hb r idge  P la z a ,  7 9 -113 
Sai lors Bay Rd.,  Nor thbr idge　 ☎  (02) 
9958-4488　■月～金 9AM～ 5:30PM、土 10AM
～ 5PM、日10AM～ 4PM

新入荷のUGGスリッパもすべて10％OFF！
アンジェリーク・ランジェリー

ティア・ルージュ・ネイル・アカデミー

新入荷の UGGスリッパとバスローブ

　以前から何となく“ネイリスト”という仕事に興味を持っていた私は、約

１年前、ティア・ルージュ・ネイル・アカデミーに入学しました。

　興味は持っていながらも、一度もネイルサロンに通ったことすらなかった

私には、すべて、初めて見ることばかりでとても新鮮でした。

　レッスンを始めてからまだ日が浅いころ、先生から、ネイルコンペ出場の

お誘いが…！！

 「 いえいえ、コンペなんて…夢のまた夢！ 始めたばかりの生徒に、この先

生何言ってんの？ 無謀でしょう！」というのが正直な気持ちでした（笑）。

「 コンペには“生徒部門”のようなものもあるし、何よりシドニー生活のいい

思い出になるから、気軽に出てみない？」と結局、先生の口車に乗せられ

（笑）、その当時の同期はほぼ全員が出場することになりました。

　出場が決まってからの２カ月間という短い期間は、皆の目の色も変わり、

先生の自宅での泊まり込みのネイル合宿などもありました。先生も優しい

ばかりでない時に厳しい飴とムチの指導法で、とにかく練習！

練習！ の日々でしたから、大変ではありましたが、それらすべて

を補うほど“楽しかった”の一言です。一緒に頑張った生徒

さんたちとは、すごく仲良く

なれて、お互いが良い刺激

になりました。

　いよいよ、ネイル・コンペ

当日！ ド緊張の中で挑ん

だネイル歴３カ月の私で

したが、なんと、「 インター

ナショナル・ビューティ・エ

キスポ 2011」のネイル・

アワードにて３部門、すべて入

賞！２部門で第２位、3Dアー

トの部門ではまさかの優勝！

　オーストラリアに来て表彰台

に立ち、トロフィーがもらえると

は思わなかったので、本当に

本当に感動の日となりました。30年近く生きてきて、特に特技

と言えるものもなく、何かに向けて必死に頑張る熱意など忘れかけていた

私が、オーストラリアでネイルの技術を学び、頑張ったことで結果を出すこ

とができ、ネイルだけではなく、自分自身にに大きな自信が持てました。

　卒業後は新米ネイリストとしてサロンでの仕事もでき、私にとってのワーキ

ング・ホリデイ生活が“ネイル”に出会ったことでさらに充実したものとなり

ました。

　いよいよ、来月帰国です。日本で、いつか

は“マイサロン”オープンを夢見ています。

「夢は叶う！頑張れば実現する！！」 
─ 大橋 彩さん
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※ティア・ルージュでは、スクールだけでなく、経験豊富な日本人スタッフによる通常のサロン・メニュー・サーヴィスも行っており、ともにお試しスペシャル価格として、大人気のバイオ・ジェルが $50（１カラーまたはラメ込み）、まつ毛エクステのフルセットが $50のほか、アート・メイク（眉、アイライナー）$300～で受けられるのでサロン利用もぜひ♪
Tia Rouge
Suite 308 / 147A King St., Sydney　☎ (02)9223-9070 / 0425-221-643　tiarouge.com

受賞のトロフィーを手にニッコリの彩さん

彩さんがネイル・コンペで 3Dアート
“２年未満部門”で見事優勝した作品 

ネイル・コン
ペ本番の様

子
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「ジャパラリアを見た」で$95が$80に！
由
よ しさんのリメディアル・マッサージ

　在住日本人の間で技術とサーヴィスに定評のある日

本人マッサージ・セラピスト、由（よし）さんがこのたび

施術場所を移転、ウィロビーのフィットネス・ファースト・

ウィロビー・プラティナム内のデイ・スパで毎週木曜と土

曜の週２日、リメディアル・マッサージのサーヴィスを本

格的に再開した。

　世界規模で展開している一流のスポーツ・クラブ、

フィットネス・ファースト内とあって、ゴージャスな雰囲

気が漂う清潔かつ奇麗なデイ・スパで、トリートメント・

ルームもゆったり広々としている。由さんのリメディ

アル・マッサージは現在のところ木曜 9:30AMから

2:30PMの間、もしくは土曜 1PMから６PMまでの間
で予約が可能。

　移転を記念して、６月いっぱいまで、予約時に「ジャパ

ラリアを見た」と言うとリメディアル・マッサージ１時間

$95を $80にしてくれる割引キャンペーンを実施中。も
ちろん保険適用で、カードもエフトポス、VISA、マスター
が使用可能。予約は直接、下記の由さんの携帯まで。

Fitness First Willoughby Plutinum, 350 Eastern Valley 
Way, Willoughby
由さんのトリートメント日時：木 9:30AM～ 2:30PM、土
1PM～ 6PM　☎ 0413-911-142穏やかな優しい笑顔も人気の由さん
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（6/30まで）

「SWEET DEVIL ─あなたの中にある悪魔─」
日本在住アーティストたちのグループ展開催！（6/20～7/1）

　どこか“毒”がある、そして“セクシー”、な

んとなく“シュール”、でも惹かれる…。人間

というのは単に“可愛い”や“奇麗”ではな

んの面白味もない。そんな“絵世界”に一歩

足を踏み入れたら、熱狂的にハマる人は少な

くないという。独特な世界観で絵世界を描く

日本在住の日本人アーティスト10数人（主に
女性）の作品を一堂に集めたグループ企画展

「SWEET DEVIL ─あなたの中にある悪魔
─」が６月 20日（水）から７月１日（日）まで、
サリー・ヒルズのミー＆アート・ギャラリーで開

催される。

「『あなたの中にいる“悪魔”』というテーマは、

アーティストたちが自分自身と対峙して描く

内面の闇。人間誰しも悪魔の自分を持ってい

るもので、彼らの作品を通して、観る人ももし

かして自分の中にひそむ悪魔を見つけてしまうかもしれない。そんな展覧会

になることでしょう」と同展企画の高木さん。「どこか色気と艶を持つ絵、そ

して毒をも吐く絵、そんな作品こそがマジカルな絵だと言え

るでしょう。気鋭のアーティストにスポットを当て、いたず

らで甘く美しく、そしてはかない悪魔の宴にできればと思っ

ています」。スリリングなアートと“運命の出会い”を果た

せるかもしれない…？

　６月 20日のオープニング・パーティは誰でも参加可能（無
料ワイン・サーヴィスあり）。展示される絵画作品はすべて

購入も可能で、期間中はオリジナルTシャツや、参加アー
ティストがジャケット・デザインを手がけたCDなども販売
される。なお、アジア人アーティストの作品を専門に扱う同

ギャラリーでは、随時アーティストを募集中。

Sweet Devil: The darker side of Japanese Art – info
＊オープニング・パーティ：６月 20日（水）6PM～ 8PM（無
料ワイン・サーヴィスあり）
●会場：ミー＆アート・ギャラリー（Me & Art Gallery, 62 
Mary St., Surry Hills／セントラル駅より徒歩５分）●期間：6
月 20日（水）～7月１日（日）●開館時間：12PM～ 6PM（午

前中などこれ以外の時間の観賞も相談可）●料金：無料　☎ 0432-280-356（高
木）www.meandart-sydney.webs.com

参加アーティストのひとりMICHIZUKIさんの作品

　日本語でバレエを学べるシドニー・シティ・バレエ・スクールが、今年で７回目

となる同校発表会（９月９日開催）の開催資金集めのための大規模なバザー

を６月 24日（日）、ノース・シドニーの同校で開催する。
　当日は総勢 20から 30家族の日本人または国際結婚家庭によるフリマ形
式で、ベビー用品、子供服、子供靴、玩具、絵本、パズル、ゲイム、知育教材、児

童書、バレエ用品、キッチン用品、日本の雑誌、本、日用品、スポーツ用品、古着、

靴、鞄、DVD、CD、布地、ハギレなどなど、例年同様、掘出物もふんだんに出
そろい、毎年これ目当てに開始時間前から並ぶ人がいるのは有名な話。午前

中のみの開催（9AMまたは 9:30AM～ 12PM）なのでお早めに。同校の場
所はノース・シドニー・ガールズ・ハイ・スクールのすぐ近くで、ノース・シドニー駅

から徒歩 10分、クロウズ・ネスト交差点からは徒歩３分。
　ちなみに９月９日（日）開催の本年度発表会は、チャイコフスキー作曲のバ

レエ「眠れる森の美女（Sleeping Beauty）」からの抜粋と小作品集が予定さ

れている。チケット料金は大人 $28、子供（18歳未満）及びコンセッション
$20。
バザー – info
●シドニー・シティ・バレエ・スクール（Sydney City Ballet School, 5 Myrtle St., 
North Sydney）●日時：６月 24日（日）9AMまたは 9:30AM～12PM（屋内で
の開催のため雨天決行）☎ 0431-528-791（北沢華子）www.sydneycityballet.
com 

シドニー・シティ・バレエ・スクール

過去の発表会より（右が北沢華子さん）

“ナイフ一本で食材や石鹸をアートへと変える楽しみ”、そして、“１レッスンごとに完結”の

ため気軽に参加できる点などから、シドニー在住の日本人女性の間でこれまでになかった

新しいジャンルの趣味として人気を集めているタイ・カービング。経験豊富な講師・西田宏樹

さんの指導の下、今年で開講２周年を迎えたタイ・カービング講座「ブリッジ・カービング・ク

ラブ」に、６月より新たに月曜と日曜のクラスが加わり、木・金を除く週５日のうち、都合のい

い受講曜日を選べるようになる。

　また、以前より要望の声が高かった、石鹸に限定したカービングを思う存分楽しみたい人

のための「ソープ・カービング・アート講座」が登場した。

「レッスン中は皆さん、僕の手本に近づくために質問も活発です。そして自分だけの沈黙の

世界へ…。その繰り返しです（笑）。その、大いに集中する時間が癒されるという方が少な

くありません」と西田さん。

　６月 30日までは入会金 $10が半額の $5になるほか、通常 $20（材料費別途）の一日
体験レッスンが、月・火・水の午後に受講する場合 $5 OFFとなるキャンペーンを実施中！
会場は平日クラス（月・火・水）がエミク／オーストラリアンビザネット内ラウンジ、週末クラ

ス（土・日）がほんだらけ フル・オブ・ブックス内 FOBラウンジ（P★）で、どちらも便利なシ
ティのロケイション。

Bridge carving club
☎ 0438-694-639　E-mail: hirokinishida2011@gmail.com

＊平日クラス（月・火・水）
●会場：エミク／オーストラリアンビザネット内ラウンジ（Suite1401, Level 14, St Martins 
Tower, 31 Market St., Sydney）●時間：10:30AM～12:30PM、2:30PM～ 4:30PM

＊週末クラス（土・日）
●会場：ほんだらけ フル・オブ・ブックス内 FOBラウンジ（Level 1, 465 Kent St., Sydney）
●時間：土 10:30AM～12:30PM（第２土曜日のみ10AM～12PM）、日1PM～ 3PM 受講回数によって作る作品は人それぞれ。終わった後に見せ合うのも楽しみ

石鹸の色、香りを楽しめるインテリア雑貨として人気のソープ・カービング

嬉しい土・日クラス開講と新講座登場!!!
ブリッジ・カービング・クラブ

グループ写真展「プラスティック・レンズ越しの世界」
“トイ・カメラ”、といっても安価な使い捨てタイプではなく、カメラ愛好家の間

で人気の（十分高額な）プラスティック製カメラを使って、いずれもプロとして

活躍する10人のオージー・フォトグラファーたちが撮影した芸術的な写真の
数々を一堂に集めたグループ展「プラスティック・レンズ越しの世界」が６月３

日（日）まで、センテニアル・パーク内にある建物ザ・スーパーインテンデンツ・

レジデンスにて週末の金土日の３日間限定で毎週開催中。

　同展は今回で既に第６回を迎えるほど人気のシリーズでもあり、４回目か

らはテーマも決められ、

“水”（第４回）、“火”

（第５回）に続いての

今回のテーマは“自然

（Nature）”で、それぞれ
のフォトグラファーたち

がオリジナリティに溢れ

た表現方法で美しい作

品の数々を堪能させて

くれる。

　開催に先駆けて４月

29日の日中、マスコミ関
係者たちを集めての開

幕式が開催され、ガーデ

ニング番組などのホス

トとして知られる造園

家で、自身も“自称カメ

ラ・マニア”のブレ

ンダン・モアがス

ピーチをした。「デ

ジタル・カメラが

出始めたころに、

いつかフィルムを

使った旧式のカメ

ラはなくなるって

言ったヤツがい

たけど、大馬鹿野

郎だと思った」と

ユーモアたっぷりの挨拶で笑いを誘った。

　会場は、シティからボンダイ・ジャンクション方面行きのバスに乗ってアクセ

スする場合、パディントン最後のバス停（クイーン・ストリートとの角）で下車す

ると斜め目の前に見える公園の門パディントン・ゲイトを入ってすぐ左手にある

（※センテニアル・パークのゲイトはいくつもあるので、“パディントン・ゲイト”

を入ってすぐという点に注意）。

※５月１日付ジャパラリア・ブログ（japaralia.com）にて開幕式当日のその他
の写真なども盛り込み先行掲載

The World Through A Plastic Lens V6: A group exhibition dedicated 
to the wonders of nature - info
●会場：センテニアル・パーク内ザ・スーパーインテンデンツ・レジデンス（The 
Superintendent’s Residence, Paddington Gates, Centennial Park）●期間：
６月３日（日）まで絶賛開催中！ ●開館日時：毎週金土日 9AM～ 4PM ●料金：
無料　www.ludlites.com

スティーヴン・ゴッドビーさんの作品「ティファニー」
（Tiffanie by Steven Godbee）

同展参加のフォトグラファーのひとりスティーヴン・ゴッドビーさんとブレ
ンダン・モア（開幕式より）

週末パディントン散策におすすめの写真展開催中（6/3まで）
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毎年恒例！大好評のバザー開催 
                            （6/24）
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　シティのオパール専門店オパール・ブリスが３月初旬、同じピット・ストリート

沿いのほんの数軒だけ南下したビル内に移転し、現在移転キャンペーンを実

施中だが、大好評につき期間を６月末日まで延長の嬉しいニュース！

　キャンペーン期間中は、$50以上購入の人全員に $100相当のオパール・ペ
ンダント、それもいわゆる最初からプレゼント用に全員同じデザインで用意さ

れた“オマケ”的なものではなく、店頭販売されている同額の商品の中から自

分の好きなものを選んでそれをプレゼントしてくれる！

　このキャンペーン、どれくらい大好

評かというと、「ジャパラリア４月号

で紹介していただいて以来、『ジャパ

ラリアを見て』というお客さんが相次

ぎ、なんとプレゼント用の $100相当
のオパール・ペンダントが品薄になっ

てしまい、急遽補充しなければなりま

せんでした」とオーナーの緒方ゆか

里さんからの嬉しい悲鳴が編集部に

届けられたほど。

　日本へのお土産にも喜ばれるオ

パールだが、オパールはおろか女性へ贈る

アクセサリーのことは全然分からないという男性も、オパールのことなら何で

もお任せあれという心強くてかつフレンドリーなゆか里さんに、何でも気軽に

相談してみて。オパールだけでなく、ピンク・ダイヤやパールなども取り扱い。

　場所はモノレイルのギャレリーズ・ヴィクトリア駅目の前のビル４階（Level 
4）。同店の公式 Facebookも要チェック！
Opal Bliss
405A 4th Floor, The National Building, 250 Pitt St., Sydney
☎ (02)9267-3236 / 0412-262-591　www.opalbliss.com　Facebook: www.
facebook.com/opalbliss

本誌に楽しい書籍紹介コラム（P★）を連載中のほんだらけ フル・オブ・ブッ
クスとジャパラリア共同主催により2011年初めに発足した「カガジョ会」こ
と「輝く女性たちの会」の第 7回目のディナー・イヴェントが 4月 22日、前回
と同じくエリザベス・ベイの日本食レストラン、クージン貸し切りで開催された。

　今回のトーク・ゲストには、こちらも本誌に大人気エッセイ（P★）を連載
中のおーちゃんがカガジョ会のために東京から来豪参加、おーちゃん目当て

で参加したファンも少なくなかった 30人以上のカガジョたちを前に元気な
笑顔で登場。日本では TVの仕事をしているおーちゃん、ライヴ・ミニ・インタ
ヴューでは華やかな芸能界の面白エピソードなども披露してくれた。

　会の最後に行われたラッフル・プレゼント抽選会では、おーちゃんがオリジ

ナルのペンやエプロンなどの可愛いプレゼントを日本からたくさん持参して

くれたほか、こちらも本誌に楽しいマンガ風コラム（P★）を連載中のヘア・サ
ロン、カットラウンジ、同じくエステ、ブラッシュ・アップ・ボディ・コンサルティン

グからそれぞれ豪華トリートメント券、本誌にエッセイ（P★）を連載中のオー
ストリアリアン・ノートからジャスミン・サンバック／モグラの素敵な香りが楽し

めるエッセンシャル・オイル２本などが用意され、当選者の名前が発表される

たび、各テイブルから歓声が上がった。

　次回カガジョ会は７月 22日（日）、ゲストにはマクロビオティック教室「そら
まめ」の池田恵子さんを迎え、「食べたい飲みたい、でもヘルシー♪」をテーマ

に送る（※当日の食事内容はマクロビオティックやヴェジタリアンではない

ので注意）。会場は同じくクージン（キングス・クロス駅から徒歩５分）。
※おーちゃんをゲストに迎えた第７回「カガジョ会」は当日録画され、D・センス・オーストラリア（P
★）による動画を作成中！（YouTubeにアップされる動画のアドレスなどをの詳細は本誌来月号に
紹介！）

The 8th Kagajo-Kai - info
●会場：クージン（Kujin, 41b Elizabeth Bay Rd., Elizabeth Bay）●開催日時：
7月 22日（日）6PM（5:30PM受付開始／必ず 6PMまでに受付を済ませてくだ
さい）●参加費（食事代込み／お酒はワインのみ BYO可で、それ以外のアルコ
ール類やソフト・ドリンクは１杯ごとに店内バーで各自購入のこと／キングス・ク
ロス駅周辺にボトル・ショップあり）＊事前予約参加（開催日前日 5PMまで受付）
$35、＊予約なしの当日参加 $40（※当日参加の人のために開催日当日、ジャパ
ラリアの公式ツイッター＜ twitter.com/japaralia＞で残席状況を随時ツイート！）
●参加予約・問い合わせ：ほんだらけ フル・オブ・ブックス　☎ (02)9261-
5225　E-mail: hondarake@gmail.com

岩盤のマイナスイオンで“綺麗な発汗”
シドニーに初の本格的な岩盤浴サロン上陸！ ※浴衣、タオル無料貸与

　（シャワー完備）

※税抜

＊岩盤浴 30分$30　60分$60
＊インドマッサージ 60分$90
＊レッグスレンダー 30分$30
＊フェイス 小顔効果大のリンパマッサージ　$50
 繊維芽細胞を刺激してくれるウルトラサウンドウェイブ  $25
 イスラエル産のミネラルを使ったデッドシー（死海）  $20

Unit 3/696 Military Rd., Mosman（※二股交差点のすぐ側）
Tel: (02)8033-2357　
10AM～7PM（木は8PMまで）　水休

ピュア・オリエンタル・ビューティ・スパ

料
金（
税
抜
）

インド・マッサージ（45分）＋岩盤浴（45分）の90分セット5回券 $450
キャンペーン実施！

インドマッサージ（30分）＋岩盤浴（30分） $60初回お試しスペシャル！

CIDESCO Diploma
International資格保持、
13年の経験を持つ

日本人経営のサロンです。
お気軽にどうぞ

　モスマンの二股交差点すぐ側、本誌読者の

間でも既にすっかり有名になった本格岩盤浴

とインド・マッサージでお馴染みのサロンから、

嬉しい新メニューのお知らせ！

　主宰の稲邑仁美さん（CIDESCO ディプロ
マ・インターナショナル資格保持）いわく、「60
分の岩盤浴は長すぎてちょっとクラクラし

ちゃうけど、30分だと物足りないとおっしゃ
る常連さんが多くて（笑）」。そんなわがま

まな利用者の声に応えて、インド・マッサージ

（45分）＋岩盤浴（45分）の 90分５回券を

$450で提供中！ なるほど、45分なら長す
ぎてクラクラすることもなく、物足りないとい

うこともないバッチリの長さ♪仁美さんはも

ちろん、ほかにも２人いる日本人施術スタッフ

もどちらもインド・マッサージの経験豊富だか

ら、この機会にぜひお得な５回券をお見逃し

なく！

　同サロンではほかにも、本誌記者の周りで

もその効果を絶賛する人が少なくないレッ

グ・スレンダーなどの気になるメニューの数々

を取りそろえているから要チェック！

わがままキャンペーン実施！

ゆったりとしたサロン待合室に立つ仁美さん

Unit 3/696 Military Rd., Mosman（※二股交差点のすぐ
側）☎ (02)8033-2357　■ 10AM～7PM（木は 8PMま
で）水休　

ピュア・オリエンタル・ビューティ・スパ
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おーちゃんが元気と笑顔を振りまいた一夜

特別展「敬意～ HOMAGE ～」 （6/29まで絶賛開催中）

「輝く女性たちの会」

　そのドラマティックな生涯が今なお後世の人々を魅了してやまない歴史上

の有名人物、男女それぞれ12人ずつ計 24人をテーマに、オーストラリア人
フォトグラファー／アーティストであるアレクシア・シンクレアが大胆かつ芸術

的な解釈・表現方法により肖像

作品化した 24点の写真を一
堂に集めた無料特別展「敬意

～ HOMAGE～」が６月 29日
（金）まで、サーキュラ・キー駅

目の前のカスタムズ・ハウス地

上階で絶賛開催中だ。

　アレクシア・シンクレアの作風

は、日本でも人気のフランス人

アーティスト、ピエール＆ジルの

それと同じように、セット（ま

たは後に背景画像との合成）

の中に衣装を着せたモデル（男

女とも全員美形！）を配置して

ポーズを取らせ、まずそれを撮

影し、CGによる画像処理だ
けでなく、実際に現像した写真

の上に手描きでイラストを重ねていくことなどによって絵画風の重厚さや独

特の質感を出すという手法だ。

　作品のモデルとして選ばれた歴史上人物は、マリー・アントワネット、エリザ

ベス１世、クレオパトラ、エカテリーナ２世、ヴラド３世（ドラキュラ公）、アレク

サンダー大王、ルイ14世、ナポレオンといった顔ぶれ。ほとんどが国王・女王
（王妃）など“君主”だが、“黒衣の伯爵夫人”として知られるエリーザベト・バー

トリや、マルキ・ドゥ・サド（サド侯爵）など、政治とは無縁だった人物も含まれ

ていて、だがいずれもアレクシア・シンクレアならずとも大いにインスピレイショ

ンをかき立てられる“有名人”ばかり。

　同展は、世界で２番目に規模の大きな写真祭である本年度ヘッド・オン・フォ

ト・フェスティヴァル公式参加展でもあり、会場であるカスタムズ・ハウスでは

地上階でシンクレアの同展が、２階、３階でもそれぞれ異なる特別展の合計３

展が同フェスティヴァル参加展として開催中。
※５月４日に開催された同展の華やかなオープニング・パーティの様子は近日中にジャパラリア・ブロ
グ（japaralia.com）にて掲載！

Homage: ‘The Regal Twelve’ (2004-2007) ‘The Royal Dozen’ (2008-
2010) - info
●会場：カスタムズ・ハウス内地上階（Ground Floor, Customs House, 31 
Alfred St., Circular Quay）●期間：2012年６月 29日（金）まで開催中 ●開館
時間（休館日なし）：月～金 8AM～深夜、土 11AM～深夜、日11AM～ 5PM 
●料金：無料　www.sydneycustomshouse.com.au

手にしたケーキの皿が象徴的な「マリー・アントワネッ
ト」 （Marie Antoinette 2005 by Alexia Cinclair）

ゲストのおーちゃんを囲んで

左からまずカットラウ
ンジの由加子さんと
マイコさん、ネイル・
ラウンジのかおりさ
ん、参加者の瞳さん、
ブラッシュ・アップ・ボ
ディ・コンサルティン
グの渚さん
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シドニーにマリー・アントワネット登場！？
オパール・ブリス （6/30まで）

新店舗のショウルームに立つゆか里さん

移転キャンペーン大好評につき継続中！

カガジョ会実行委員で
あるほんだらけのケセ
ラさん（左から２人目）
ととみんごさん（前列
中央）を囲んで


