いつもの散歩も良いけれど、たまには違った場所へ出かけてみませんか？新しい発見があるといいですね♪

プラウド通信

２０１７．１

Vol.46

TEL 078-811-2388 / FAX 078-891-8999

足と靴のトータルチェックや再チェッ

E-mail

クは予約制です♪お電話くださいね。

info@proud-s.com

http://www.proud-s.com

営業時間：10時～18時(祝日17時まで) 定休日：日曜・月曜(ご予約いただければ対応可)

でも、「足」は甘やかされるとすぐ

五感を研ぎ澄まそう！
こんにちは！お元気ですか？プ

五感を研ぎ澄ます！

ラウド店長しいのです。いつも
１.ローテーション

プラウド通信をお読みいただき

２.有酸素と無酸素

ありがとうございます。

３.ショートブーツ

「人間の足」について僕なり

４.靴のお手入れ
５.ノルディックウォーク

に研究していくと、その能力に驚かされま
す。「足」は性格的に言うと「打たれ強

ひとりごと
営業時間・カレンダー

い」正しく酷使すればするほど強くなって
いくのです。実感として数年前よりウルト
ラマラソンを始めたこともありますが、20
代の頃より距離・時間も多いのに足裏の痛
みはありませんし回復も早い。マラソンを
始めた頃のサイズの小さい靴のほうが苦痛
でした。レースでは若い人に交じって60代
のトップランナーをよく見かけますが、い

冬の楽しみ方は？

つまでも元気で走り続けたいですね♪

1. 毎日、いろんな靴を履こう！
同じ靴を毎日履くとすぐに傷む。長持ちしない。
ローテーションすることは靴の為だけでなく、実は
カラダを活性化してくれるんです。特に足の状態が良
い方は、靴底の硬い靴や柔らかい靴、毎日いろんな靴
を履くことで身体が対応し、自然に歩き方が変わりま
す。履きなれた靴、同じ靴の毎日では体が覚えて(自
動的)活性化されません。お散歩も安定した舗装道だ
けでなく山道や砂浜も良いですね。
冬だってたまには裸足になってみて
ください。冷え性だから、寒いからと
言って靴下や暖房で返って足を弱らせ
ていませんか？ 足裏からの刺激で心
も体もリフレッシュ♪

↗

弱る。そのスピードはものすごく早い。
子どものころから庭駆け回っていれば心
もカラダも元気に育つ(笑)決して遅くはあり
ません。今から鍛えていきましょう！
＊冬の散歩の歩き方・楽しみ方＊
①ストレッチ、アップを15分
②防寒・汗対策をしっかりと！
③姿勢・視線(頭を上げ、広く遠くを見る)
④口を閉じて鼻呼吸(腹式呼吸)
⑤腕を振る、手のグーパー(できれば足も)
⑥不安定なところを歩く(捻挫に注意)
寒い季節。ミカンがおいしい♪
家の中にこもる理由はいくらでもありま
すが、普段から活動的なあなたなら、動き
たくて仕方ないはず♪

2. エアロビックとアネロビック
心拍数のお話。ランニングブームが続いています。
いつまでも楽しく続けたいです
が、ケガや故障も気になる～。体
型維持、ストレス解消、何より健
康の為と走っているつもりが続か
ない(オーバートレーニング)！なぜでしょうか？
有酸素運動と無酸素運動の境目はどこ？
答えは簡単！心拍数を計ること。

１８０-年齢

僕の場合180-47＝133 これを超えない運動を続けれ
ば脂肪が燃える♪体を動かすエネルギー源は糖(マッチ)
と脂肪(薪)。有酸素運動＝脂肪を燃やすには少し時間
がかかります。運動不足は薪が湿った状態(泣)。燃え
るまでにさらに時間が・・・はじめは物足りないくら
いの散歩でOK。日々の体調管理にもお勧めです♪
１

3．寒さ増し、まだまだ続く･･
今のところ比較的暖かい冬です、急激に寒くなる可能性大。
冬の散歩道、足元をしっかり温めて快適に過ごしませんか。
お勧めの品、ご紹介いたします♪(在庫状況が流動的ですのでまずはお電話でご確認願います)
お取り置き、お問い合わせは →

プラウド

TEL 078-811-2388 まで

①ショートブーツ（くるぶしが隠れる丈）
ショートブーツのいいところは、一年のうちで秋口～春先まで長い期間使える
ところ。足首がやさしく包まれているだけでホッと安心できますね。
丈があることで足首の不安定な方には支えとなるので機能面でもお勧めです。
ご紹介するショートブーツは、すべて内側にファスナーがあるタイプ。
甲部分にステッチがないシンプルデザイン。
薄型の足底板(ｵｰﾀﾞｰ中敷き)をお持ちの方は装着可能品ばかりですので、ご来
店の際はご持参くださいませね。(念のためご来店前に在庫確認をお願いします)

普通幅～ややゆったり幅の方はこちら
(durea ﾄﾞｩﾚｱ ： オランダ）

⇒

サイズ：約23.0～25.0㎝ ￥45360 ブラック ﾋｰﾙ約3㎝
内側ファスナー、外側にはゴムがついてます。右の写真で
はお分かりいただきにくのですが、ゴムの周りと履き口周り
にキラっと光る素材で縁取りしていてきれいです。

普通幅～ややゆったり幅の方はこちら
(durea ﾄﾞｩﾚｱ ： オランダ）

⇒

サイズ：約23.0～25.0㎝
￥45360 ブラックヌバック
内側ファスナー、外側にはゴムがついてます。ゴムの周り
のカッティングが緩やかなカーブで切り込まれていて優しい
印象のお靴です。

やや細幅～普通幅の方はこちら
(durea ﾄﾞｩﾚｱ ： オランダ）

⇒

サイズ：約23.0～25.0㎝
￥45360
内側ファスナー、上記２点よりやや丈が長めなのでパンツ
インが映える丈。ブラックは残り僅か、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰもありま
す。

２

②今年の漢字は｢金」、靴も「金」！

ｼｱﾝｼｭｰｽﾞ (日本)

PATRICK(ﾊﾟﾄﾘｯｸ：ﾌﾗﾝｽ）
ー やや細幅～普通幅 ー

ー普通幅～ややゆったり幅ー

一昨年の春夏から安定した人気の白色。今
では通年の定番色になりました。真っ白もい
いのですがこちらのホワイトレザーとゴール
ドのコンビはいかがでしょうか？
金色の割合が後足部だけなのでｱｸｾﾝﾄｶﾗｰとして
映えています。大人のレザースニーカー、次は
このコンビ色で決まり！
サイズ：約23.0～25.0㎝ ￥19440

③タイツと合わせて

ﾎﾜｲﾄ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

４. 靴のお手入れセミナー開催
お肌のお手入れは「皮膚(革)の特徴」を知ることか
ら。シューケアも一度理解すればお手入れは簡単。
間違ったお手入れは革の通気を損ない、弱らせます。

ヒールがあるとちょっと歩き
にくい、でもヒールがないのは
カジュアルすぎる・・という方
に人気のこちら
のお靴⇒
今季はﾊﾟｰﾌﾟﾙ
系のコンビ柄で
す。パンツに合
わせるのはもち
ろん、スカート
にはネイビーや
ブラック系のタイツを合わせて
いただくのもよいと思います。
サイズ：22.0～24.5㎝
￥27000 ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾂｳｨｰﾄﾞ
ファスナーあり

日頃、靴のお手入れがわからないという方はぜひご参
加ください！ご質問にもわかりやすくお答えしますよ♪
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

＊開催日時：１月２７日(金)10：30～12：00
＊場所：プラウド店内

＊参加定員：10名

＊参加費：￥500-(税込み)
＊持ち物：革靴1足(パンプス、レザースニーカー等OK！)と革カバンや
革財布など小物1つ
＊申込方法：1/21までに店頭/メール/TEL/FAXで「1/27の靴のお手入れ
セミナー参加したい！」とご連絡ください。
定員になり次第締め切らせていただきます。

④甲部はストレッチ素材！
Ganter (ｶﾞﾝﾀｰ：ﾄﾞｲﾂ)
ー普通幅～ややゆったり幅ー
一見ｶｼﾞｭｱﾙｼｭｰｽﾞですが甲部分
はストレッチ素
材。指や甲が靴に
触れると自然とｽﾄ
ﾚｯﾁ素材に吸収され
圧迫感なくお使いいただけます
￥42120 ﾌﾞﾗｯｸ 上記約23.0㎝
*他のｻｲｽﾞはお取り寄せ

5. 「住吉川を一緒に歩きませんか！」ノルディックウォーキング開催
地元、東灘区の「ひがしなだ健康くらぶ」さん主催のウォーキングイベントです。ポールを使って歩いた
り、ゲームやストレッチ、筋トレなどみんなで一緒に楽しく体を動かしましょう！初めての方大歓迎です。
---------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++———-

＊開催日時：１月１5日(日)9：00～11：00

このマークののぼりが目印

＊集合場所：住吉川周回コースの国道2号線の南西➡

一周５Kmの周回コースを

＊参加費：￥1000-(税込み)

休憩を入れながら歩きます。

少雨決行

★NW用ポールレンタル出来ます。￥500-(税込み)
＊参加定員：２０名(定員になり次第締め切ります)
＊服装-持ち物：運動できる服装(汗-防寒対策をしっかりと)、
紐靴(スリップオンはダメ)、水分等。
＊申込方法：1/12までに店頭/メール/TEL/FAXでご連絡を♪(お名前・連絡先・身長)

3

～ひとりごと～
今回は娘に翻弄された話です(笑)。
先月のある日曜、中１の娘の新人戦(運動部)がありました。会場は北区の中学校、試合開始は９時。
前日の土曜の夜、私は帰宅が遅くなる予定だったので出先から電話で娘に翌朝の自宅を出る時間を６：25と確認。
(通っている中学校に40分集合、50分に北区へ出発）。その時娘が「明日は唐揚げとだし巻きとゴマ団子があったら
頑張れるねんけど・・」ピクニックと勘違いしてるんじゃないかと思いつつも頑張りの足しになるんならと承諾しました。
そして当日。朝早く希望のおかずを作ろうとすると弁当箱と水筒がない！前日、娘が出し忘れ。我が家では帰宅後
弁当箱等を出し忘れたら自分で洗うことになっているので娘をたたき起こして洗わせました。段取りが狂うわ。
そして6時過ぎ、朝食を食べていた娘が突然、「ゼッケン縫ってもらうの忘れとった！」何だとー！！そうです、試合
前日にｾﾞﾞｯｹﾝをもらいﾕﾆﾌｫｰﾑへ縫い付ける作業(４隅だけでなく一周全部縫う)があった！私もうっかりでしたが、前
日、弁当箱を出さなかったくらいですからｾﾞｯｹﾝも出すわけがない。「お父さん起こして縫ってもらい！」休日で完全に
寝ていた主人はいきなり起こされ針仕事(笑)。20分頃弁当完了。でもまだゼッケンが！そこで私は自宅前で自転車
の前カゴに娘のクソ重たいｶﾊﾞﾝを乗せて待機。30分過ぎ、やっと娘が出てきて学校へ向かって走る、私も自転車で
走る。中学校は坂の上。途中で気が付いて娘に「自転車乗って学校近くの皆に見えないところで乗り捨てて。私が
持って帰る」「ありがとう！」と走り去る娘。あ～やれやれ、なんとか出発には間に合ったはず。坂をゆっくり上って自
転車を発見してさぁ帰ろとしたところ、えええ—！自転車の鍵がかかってる！・・・殺意が湧く・・・。仕方なく鍵のか
かった後輪を持ち上げ坂を下りはじめましたが重いし自転車泥棒みたいで怪しいしで、携帯で主人に鍵を持って来
てと頼みました。起床からたった2時間ほど。子ども一人に親が翻弄され殺意も漂うｻｽﾍﾟﾝｽ並みの朝でした(笑)。
で、試合結果は・・なんと優勝！(9ﾁｰﾑ中)。結果はよかったけど、娘よ、もうちょっとしっかりしてくれ。
2017年もどうぞよろしくお願いします。
(り)
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＊定休日は、毎週日曜と月曜 ＊営業時間は、火～土 → 10：00～18：00、 祝日 は、10：00～17：00の営業です。
年末年始休暇は12/31～1/4までお休みです。1/5～営業いたします。1月28日(土)は臨時休業いたします。
＊専用駐車場はございません。近隣の駐車場をご利用願います。場所はHPでご確認いただくか当店へお尋ね下さい。

