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不安定な天気が続く毎日…。連休は晴れになあれ！
★ホームページもあるよ！ http://www.felice‑pet.jp

新企画

トリミング教室をはじめます！！《参加ご希望の方は開催日の2日前までにご予約ください》
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日にち：毎月第２・第４金曜（第1回目は5月11日です※予告なく変更することがありますのでお問い合わせください。 時間：朝１０時〜（1時間半〜2時間程度）
料金 ：各犬種のシャンプーセットの料金＋１５００円(参加犬種は小型犬のみにさせて頂きます）
定員：5名（当店ご利用のお客様限ります）
内容 ：シャンプー・ドライング・爪切り・耳掃除・足裏カット・毛玉、抜け毛取りなどの基礎的なお家で簡単にできるグルーミング。
※トリマーがマンツーマンでご指導します。道具はこちらで用意いたします。
服装 ：エプロン持参もしくは毛がついてもいい服装でお越し下さい。
ご予約・お問い合わせ ０８６−９０２−５５６０

TOPICS *1

TOPICS *2

今年もやって来ました！ノミ＆ダニの季節です。

毎年この季節の天敵！ノミ＆ダニ。暖冬のせいか、冬場でもこのコンビをみるようになりました。
一番身近にいる寄生虫ですが、恐ろしい病気を運んでくる、本当に手強い相手なんです。

●ノミ●
・貧血
大量のノミの帰省を受けると鉄欠乏
による貧血になる可能性があります。
・条虫（サナダ虫）の伝播
ワンちゃんが皮膚を噛んでいる所に
ノミも一緒に噛み潰して体中にいた
条虫も一緒に飲み込んでしまい、ワ
ンちゃんの体内に入ってしまいます。
・細菌の二次感染
ノミにかまれた所をかきむしって、細
菌が入り、化膿してしまう事がありま
す。
・ノミアレルギー性皮膚炎
最も重要です。一度アレルギーにな
ると、寄生が数匹でも皮膚炎を起こ
してしまうようになります。
・飼い主への被害
人間にも激しいかゆみが起こり、ひど
い場合はアレルギーを起こします。

●ダニ●
・パペジア
貧血、発熱、元気消失、食欲不振、
黄疸、血色素尿などの症状がでて
きます。最悪の場合、死に至ること
もあります。
・ライム病
発熱、全身性けいれん、起立不能、
歩行異常などの症状が一つまたは、
複合して発症します。

大切なワンちゃんをノミ、ダニから守っ
てあげるためには病院で取り扱ってい
る、フロントラインをしてあげてください。

お散歩は大切な社会勉強なんです。

お散歩はワンちゃんにとって大きな楽しみの1つ。途中でよる場所も多いし、
いろいろなものに出会えるからです。たくさんの出会いがあるからこそ、
トラブルや危険を避けてマナーを守って楽しいお散歩にしたいですね。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・リードの持ち方
リードは短く、しかしいつでも長くできるように持つのがいいです。
常に周囲の様子を見ながら歩いてくださいね☆
・すれ違いのマナー
リードを短くもって、すれ違う相手の反対側をワンちゃんに歩かせ
ましょう。もしワンちゃんが、ガルガルと反応しても、相手にせず
平静を装って通りすぎて下さい。後、ワンちゃんの目を引き付ける
ことができるおもちゃなどを持つ事もオススメです。
・トイレのマナー
トイレのあと始末は当然のマナーですが、その時、ワンちゃんへの
注意が逸れやすくなってしまいます。「マテ」をさせて、かならず
リードを短く持ちワンちゃんが不意に動かさないように気を付けてく
ださいね。人家の門にオシッコをかけてしまったら、ペットボトルな
どで持参した水で必ず洗い流して下さい。

トリミングをご利用されたワンちゃんにいつもバンダナをつけていますが、その
バンダナは実は岡崎恵美のお母さんに作ってもらっているんですよ。
生地はだいたい竹本か白石が買いに行って、それを岡崎のお母さんに渡して作ってもらっています。
オープン当時はバンダナもリボンも私たちが手作りでしていたので、もしバンダナコレクションをしてくださ
ってる方がおられましたら、ぜひ縫製を比べてみてください。
♪
私たちが作っているのは結構メチャクチャ（＞＜）でも気持ちを込めて作っていたのでレア物ですよ♪
今ではバンダナをわざわざ洗って何度も使って頂いたり、専用に細い首輪を用意して頂いてバンダナ首
輪にしてくださっているお客様もいらっしゃって、本当に嬉しいです（＾▽＾）
フェリーチェのひみつ★

♪

☆スタッフのひとりごと☆
（ＭＩＸ）
愛犬 ノブ
愛犬 テル（プードル）
愛犬 フク（プードル)

16歳
13歳
8歳

愛犬 クリ
（シュナウザー）3歳

最近は本を読むのにはまっています。特に
今は昨年直木賞も受賞された「東野圭吾」！
本格的なミステリーものや感動ものを描く
一方、ちょっとおバカで（いや、結構おバカかも…（笑）
チョコレート☆にぞっこんです♪普通のチョコも大好きで
すが、チョコレートドリンクにメロメロです！友人とカフェに 笑える短編小説やエッセイも描いていて、特に『毒笑小説』
『あの頃ぼくらはアホでした』は私のお気に入りです♪
行ったら必ずチョコドリンクを探します。マシュマロホット
チョコ☆なんてあったら最高！！一緒にフォンダンショコラも 週1ペースで本屋に行っては「東野圭吾」本を買いあさっ
♪あったかくて、中からトロトロチョコが出てきたそれを、 てます（＾о＾）
パクっ☆う〜ん！この上ない幸せ♪もう1つ、赤ワインにも みなさんもお暇があれば読んでみてくださいね☆
夢中です。高級なワインは飲めませんが、おしゃべり+
チョコ
三澤 李花 愛犬
ハウスワインで十分楽しいです☆ 「赤ワインはカロリー
（ロングダックス）2歳
O型・やぎ座
低いし、ポリフェノールたっぷりだから良いんだよ」と聞
最近お部屋に緑を取り入れようと思い、お花
いてから赤ワインオンリー。この間も2人で1本+デカンタ
屋さんでクローバーの鉢植えを買いました！
1杯をあけていい気分でご帰宅。酔った勢いで友人に電
小さい葉っぱがたくさんついていてとっても
話で「赤ワインはカロリー低いから沢山飲んでもへ〜き
可愛いです♪今まで何度か植物を育てていたのですが、私
でしょ！？」といったら、友人「赤ワイン100mlはご飯1杯
はすぐに水遣りを忘れてしまうのでいつも枯らせてしまってい
弱のカロリーです！決して低くありません！！！」と。
ました・・・。今度こそは！と思い頑張ってお世話中です。
あぁ、メタボリック。。。
他にも小さな一輪ざしの花瓶を買ったので、何の花を飾ろう
かいろいろ考え中です☆インターネットで育てやすいお花を
Ａ型
調べてみたり、すっかり夢中です！！

丸沢 明子

愛犬 チビ （シーズー）

しし座

12歳

Ｂ型・てんびん座

愛犬 ヒマワリ
（ポメラニアン）2歳

ロンちゃんは︑おじい
ちゃん達との買い物
途中でこっそり抜け出し
フェリーチェに遊びに
来ちゃった
みたい︒

とう

ただ今、携帯電話のメニュー画像にしてるサ
ラリーマンのオッサンに夢中です♪
（私の携帯はメニュー画像ダウンロードして
いろいろ変えられるのです）このオッサンはご飯を食べたり
仕事をしたり、通勤の電車の様子を私に見せてくれます。
ご飯はカレーライスが比較的多いけど、お酒にスルメをいう
いかにもオッサンスタイルで下っ腹ポッコリ具合も素敵なん
です♪この前は電車の中でヤクザにはさまれてとても困った
顔をしていました。こんなオッサンの一日に携帯を開くたび
に癒されています（＃´▽｀）ｂ

ーvol.14ー

先日…

て
気づい
くれて
ありが

私が今夢中になっているのが、ニンテンドーＤＳの「レイ
トン教授と不思議な町」です！このゲームは町の中を調べ
ていくといろいろな謎（問題）があり、それを解いて進
めて行くんですが、簡単なものから引っかけ問題のよう
なものもあり、隠された謎がどこにあるのか町中探しま
わったりしてなかなか楽しめますよ！部屋の配置でものす
ごく悩みましたが全問クリアしました！！
続編が発売されるのが楽しみです♪

滝沢 恵子

あ・そ・ぼ♪

でも︑おじいちゃん達
とっても心配して探し
まわったみたいだよ︒

最近よくお酒を飲んでいます。暖かくなってきたからで
しょうか・・・。ビールやカクテルを飲んだり、そして
かかせないのが「おつまみ スナック菓子」とってもイ
イ気分になってから寝ています。そのせいでお腹がポッ
コリと出てきて「ガーン！！」って感じです。ダイエットをし
なくちゃいけないんですが、どうしてもお酒の誘惑に負
けてしまいます。飲んですぐに寝なければ太らないのか
しら？？私は一見太ってないように見られがちですが、脱
いでビックリ「お腹ドッカーン！」です…。それでも今は
お酒に夢中です♪
※アルコール中毒ではありません（笑）

？型・みずがめ座

さっそく飼い主さんに
連絡したところ︑

Ａ型
おとめ座

（ＭＩＸ） 4歳
愛猫 みかん
（プードル） 2歳
愛犬 リアム
（インコ） 7歳
愛鳥 テト

白石知子

このボーダー
の服は⁝
ロンちゃん？

岡崎 恵美

愛犬 ハル
（ダルメシアン） 8歳
愛犬 ハチ （プードル） 7歳
愛犬 つくし （プードル） 3歳

美穂

ここにいるのはやっぱり
ロンちゃんみたい⁝

私が今はまっている（？）ことは我が家の愛犬ノブの介
護です。我が家のノブは高齢でもう１６歳になります。ノ
ブは足腰が弱くなって今は寝たきりになっているのでオ
ムツをしています。毎日朝晩オムツの交換をして、お尻
をシャンプーしています。人間の赤ちゃんだってお尻が
汚れると泣きますもんね。だからお尻はいつもきれいに
してあげます。ただ寝たきりのノブを1人でシャンプーす
るのは本当に大変です。その中でいかに犬に負担がな
く簡単にできるかを考えながらやっています。いつかア
イデアグッズでもうまれてきそうです（^о^）今私にで
きることはノブにできる限りの愛情を注ぐことと、これか
らの高齢犬のめにこの経験を活かし少しでもお役に立ち
たいと思っています。

チーフ相田

スタッフがトリミング
ルームから出てくると︑
飼い主さんも︑誰も
いない店内に︑服を着た
一匹のシーズー犬が

竹本 さき子

今回のテーマ「只今、コレに夢中です☆」
Ｂ型
てんびん座

しっぽをふりながら
こっちを見上げて︑
ちょこんと座ってました︒

店長

Ｏ型
しし座

*この漫画は事実を基にしたフィクションです。

