
母の日の贈り物
毎年５月第２日曜日は母の日。言
うまでもなく、母親をねぎらい、
感謝の気持ちを表す日です。由来
には諸説ありますが、20世紀初頭
にアメリカ人のアンナ・ジャービ

スという女性が、母の死後その墓に白い
カーネーションを飾ったことを始まり
とする説が一般的です。日本では、昭和
初期に当時の皇后誕生日である３月６
日が母の日とされましたがあまり普及
せず、戦後アメリカ同様に５月とされま
した。ところで、母の日イコール赤いカ
ーネーションというイメージが定着し
ていますが、先に見たとおり初めは白い
カーネーションだったのです。赤いカー
ネーションは、亡くなった母親に贈る白
と区別して、健在の母親に贈るものとし
て広まっていきました。母親がご健在の
方はもちろん、亡くなられている方も、
感謝の気持ちを込めてカーネーション
を贈ってみてはいかがでしょう。

季節のたより
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５月 ６月
J u n e１（木） 衣替え チーズの日 真珠の日

２（金） ローズの日 路地の日
３（土） 測量の日 ムーミンの日
４（日） 歯の衛生週間（～10 日）
５（月） 定休日 世界環境デー 老後の日
６（火） 楽器の日 兄の日 補聴器の日
７（水） 緑内障を考える日
８（木） 世界海洋デー バイキングの日
９（金） ロックの日 リサイクルの日
10（土） 時の記念日 緑豆の日
11（日） 傘の日 雨漏りの点検の日
12（月） 定休日 恋人の日 バザー記念日
13（火） サッカーW 杯アジア最終予選（イラク）
14（水） 世界献血者デー 手羽先記念日
15（木） ゴルフ全米オープン（～6/18）
16（金） 和菓子の日 無重力の日
17（土） おまわりさんの日
18（日） 定休日 頭髪の日 父の日
19（月） 定休日 ベースボール記念日
20（火） 健康住宅の日 ペパーミントデー
21（水） 夏至 冷蔵庫の日
22（木） ボウリングの日 かにの日
23（金） 日本陸上競技選手権（～25 日）
24（土） UFO の日 ドレミの日
25（日） 住宅デー
26（月） 定休日 露天風呂の日 雷記念日
27（火） ちらし寿司の日
28（水） パフェの日 貿易記念日
29（木） 佃煮の日 ビートルズ記念日
30（金） トランジスタの日

Maｙ１（月） 定休日メーデー 語彙、 扇の日
２（火） 八十八夜 緑茶の日
３（水） 憲法記念日 世界報道自由デー
４（木） みどりの日 ラムネの日
５（金） こどもの日 立夏 おもちゃの日
６（土） ゴムの日 コロッケの日
７（日） 博士の日 粉の日
８（月） 定休日 世界赤十字デー
９（火） 呼吸の日 メイクの日 告白の日
10（水） 愛鳥の日（バードウィーク～5/16）
11（木） 日本プロゴルフ選手権（～5/14）
12（金） 看護の日 アセロラの日
13（土） 愛犬の日 カクテルの日
14（日） 母の日 大相撲五月場所初日
15（月） 定休日 国際家族デー
16（火） 旅の日
17（水） 生命・きずなの日※
18（木） 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（金） ボクシング記念日
20（土） 森林の日 世界計量記念日
21（日） 定休日 ウォークラリーの日
22（月） 定休日 サイクリングの日
23（火） キスの日 ラブレターの日
24（水） ゴルフ場記念日 伊達巻の日
25（木） 主婦休みの日 アフリカデー
26（金） ル・マンの日 ラッキーゾーンの日
27（土） 百人一首の日 小松菜の日
28（日） 大相撲五月場所千秋楽
29（月） 定休日 こんにゃくの日 幸福の日
30（火） プロ野球セ・パ交流戦（～6/18）
31（水） 世界禁煙デー

★生命・きずなの日（5月 17 日）日本ドナー家族クラブが2002年に制定した記念日。ドナー（臓器提供者）となった人たちを記念するとともに、生命の大切さ、絆の大切さについて考える日とされています。新緑の季節はすべての生命が萌え立つという意味で、5月に設けられました。
髪にうれしい旬レシピ

● ビタミンＥ抗酸化作用があり、体内の脂質の酸化を防ぎます。これにより、生活習慣病や老化を予防することができるといわれています。また、血行を促進させるので、育毛にも役立ちます。

今月のヘアトピックス
かなくなり、結果的に脱毛へと繋がっていくので
す。
五月病は一過性の不調なので、通常は時間の経

過とともに改善していきます。しかし、五月病を
きかっけにうつ病になり、ストレスを感じる状態
が続いてしまうケースも珍しくありません。
症状を改善するには、物事を前向きに考える、頑張りすぎない、適度に気晴らしをするなど、心
を健康に保つよう努めることが大切です。同時
に、生活習慣を見直すことも重要です。栄養や睡

眠の不足も、結果と
して脱毛の原因に
なります。しっかり
食べ、しっかり睡眠
をとる。また、スポーツなどで適度に
汗をかくことも有
効です。

新年度がスタートして約１ヵ月。緊張感がほぐ
れてくる一方で、心身に不調をきたしてうつ病の
ような状態になる方がいます。これがいわゆる
「五月病」。ゴールデンウイーク明けに症状が出
やすいことからこう呼ばれますが、もちろんこれ
は正式な病名ではありません。医学的には「無気
力症候群」や「適応障害」などと呼ばれます。具
体的には、やる気が起きない、強い不安や焦りを感じる、眠れない、食欲がない、体がだるいとい
った症状が見られます。
五月病は、心や体の不調にとどまらず、髪にも
悪影響を及ぼします。ストレスによって血流が悪
くなることがその原因。体内の自律神経には副交
感神経と交感神経がありますが、リラックスした
状態では副交感神経がはたらき、血管が拡張されます。しかし、ストレスを感じた状態では交感神
経がはたらき、血管が収縮します。こうして血流
が悪化し、髪の元となる毛母細胞に十分栄養が届

五月病がもたらす髪への悪影響

今回はレタスを使ったシンプルなチャーハンをご紹介。手軽につくれて、あっさりとした味わいが楽しめます。レタスの緑と卵の黄色がマッチして彩り鮮やか。焼豚などを入れてもおいしくいただけます。

♡ つくり方1．レタスは1口大、ネギはみじん切りにします。2．熱したフライパンにごま油をしき、溶き卵を入れます。3．卵が半熟状態になったらご飯を入れて混ぜながら炒めます。4．ネギ、塩、コショウ、醤油、レタスを順に入れ、軽く炒め合わせます。

♡ 材料 （2人分）レタス 100g 卵 2個 ご飯 茶碗2～3杯 ネギ 10cm程度塩 少々 コショウ 少々 醤油 少々 ごま油 大さじ2

レタスチャーハン レタス地中海沿岸・西アジア原産の野菜。日本では1000年以上前から栽培されていましたが、一般に普及したのは戦後のこと。春から夏にかけてが旬ですが、季節によって産地が移るので年間を通して出荷されています。ビタミンCやE、カルシウム、鉄などの栄養素を含んでいます。

ヘアーサロンふじはらが、髪を大切にするみなさんにお届けするニュースレターです。
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店長の藤原学です。今年は、気温間から10日ぐらい遅くまで楽しめまし粉症。今まで、花粉症で苦しむほど耳の穴が痒くて荒れるし、目を触てから、症状が強く出るようになったからぱり辛いですね～(>_<)病気とは違何と言っても気分がすぐれない。

サンフレッチェ、勝てませんね～(こりゃ～重症かな～、攻めているのに取れない。これって本当に流れが悪にかく決定力がない。どうすればか？(~_~;) う～ん、、、自分が監督ならントップには、切れのいい若い森島るかな。動き回って、相手のディフを崩してもらいたい。現在、ワントッいる工藤は、２列目のサイドおいて参加させるかな～、ドリブルなどオフェスに優れた選手だと信じてるので、てますよ！(^^♪ メンバーは、決してりしてません。早くいい流れを！カープ不安は、やっぱり中継ぎ、抑え！ここがしっかりすれば、文句なしですよね！

マリノス戦、観戦してきました。(~

初入荷！小売店で、売上No.1「定価1,600円を 只今、1,0001日たったの35秒間の泡エステお肌がツルツル！(^^♪ 今が、

宮島一日詣りの帰りの事時２０分ぐらいだから、い２号線。海田方面に向ちょうど、南区スポーツセンターール辺りで、赤いスポーツカーがードで、右から縫うように左折。（仁保橋方面へ）。らいの勢いで、追い抜かれ＼(◎o◎)／！「そんなにに、、、」と思いながら自分って、信号で、右折車線ツカーが止まって、次によそ見をしていて、前をーの前に逆走して塞ぐようが。そして、強面の人が転手に、「、、、、降りてこいや怒って叫んでました。「まぁ怒りに触れても仕方がないよ出ようとせず。信号が変はみんな追い越して右折シーンをスマホで録画してる人もいるんだろうなぁ越して帰宅。「どうなったんだろう

気温が例年に比べて上がらなかったからか、しめましたね。(^^♪楽しいお花見されまししむほどではなかったけど、今年は、自分としては触ると、充血し腫れるし、鼻は流れ出るしなったから、ヒノキなのかな？何でもいい違うような気がするけど、症状がある時は集中力も欠けて、病の気分。今年だけだっ

―_―)!!のに点が悪い。とどうすればいいのなら、ワ森島にさせのディフェンスワントップにおいて、攻撃などオフェン期待しして見劣カープのここがし(^^♪ !

~_~;)

いつかの石けん」100ｇ 洗顔に！0円！なくなり次第終了！テで、毛穴の黒ずみを分解！、お買い得！！お試しあれ！(^○^)

事です。土曜日の朝７普段よりも車は少な向かって走っていて、ツセンター東雲屋内プーツカーが、凄いスピうに追い越してきて、ハッと目が覚めるぐかれ左折って感じで。そんなに急いでも変わらんの自分も左折。仁保橋を渡線に先頭にそのスポーに自分の車。ちょっと、を見ると、スポーツカぐように止めた黒い車が、スポーツカーの運こいや～！」メッチャまぁ～、の運転じゃ～がないよな。」運転手は、変わったので、右折車右折。自分は、こういうして、ネットに投稿すぁ～と思いながら追いたんだろう？」(^_^;)

桜の開花が遅く、１週されましたか？春と言えば、花としては一味違ったような。るし、つまるし。桜が落ちでもいいけど、花粉症ってやっは、辛いし、苦しいし、だけだったらいいけど。(~_~;)

関節が、痛くならない為に始めた筋トレ！全くしていなかったので、徐々にと、ゆっくり始めた筋トレ！慣れてきたら、多少は無理しないとと、頑張った筋トレ！
その結果、、、痛くて痛くて筋肉痛？ が、治まらないよ～(ToT)/~~~
年齢なんですかね～、若い時とは違うんですね。(―_―)!!
やっぱり、無理は何事にも禁物というお話です。反省！(>_<)

5月末と言えば、毎年、母校の船越中学校の職場体験を受け入れてきましたが、今年は、とても残念なのですが、受け入れを止めました。正直、本当は止めるつもりはなかったのですが、あっさりと止める事になってしまいました。始めて何年になるかは覚えていませんが、きっかけは、熱心に取り組んでいる先生の熱意で受け入れたと、記憶しています。職場体験期間中も、生徒の事が気になるのか、校長先生や、先生方が、一日に1度来られていました。そして、内容は毎年変わってはいましたが、生徒には、職場体験での目標を持たせ、そして、自分たちにする質問事項を考えさせるなど、少しでも充実した時間が送れるような配慮がされていました。1日目が終わった後には、反省と、2日目の目標、2日目が終わった後には、反省と、最終日の目標、最終日を終えての感想といった感じのレポートも書くようにされてて、そのレポートを見て、自分もアドバイスしたり、目標が達成できていたら褒めてあげたりで、楽しく充実した時間が送れていました。最終日には、先生にアンケートの封筒を渡され、書いたら封を閉じて子供に渡すよう頼まれました。その内容で、一番印象に残っているのは、「この職場体験を終えての感想」というものです。自分は決まって「良かったか、悪かったかは、職場体験をした子供次第です。来て良かったと思ってもらえるなら成功だし嬉しいです。」と書いてました。ところが、昨年は先生は１度しか来ないし、レポートもアンケートもない。子供も何を話したら良いのか解らない。自分が今までの事を考えながら話をするしかありませんでした。子供も自分が考えた事ではないから、ピンとこなかったと思います。その様子を見ていると意欲的でないので印象良くないですよね。終わった後、子供の印象も薄いし、スッキリしない気分でした。でも、自分は、子供が例年に比べて悪かった訳ではないと思うんですよね。子供は、初めてなんだから、先生がいろいろ考えさせて準備してあげないと。昨年の子供たちが可哀そうに思えました。職場体験というのは、大人から見れば良い事だけど、もし、仕方がなく来て過ごすという事があるならば、大人のエゴだと思います。だから、やる以上はちゃんとやらないと。<(｀^´)> 今の先生の事情は自分には解りません。始めた頃の先生と、今の先生の「職場体験」に対する思い、考え方がずれているように思えます。準備をしっかりして、職場体験を少しでも充実させてやろうと、先生方には取り組んでもらいたいです。それを伝えたかったのですが、電話がかかってきたので、「今年は止めようと思います。」と、言うと、「そうですか。」という一言で、終わっちゃったんですよね～(>_<)。「どういうことですか？」ともっとくらいついて、しっかり理由を聞いて頂きたかったんだけど、、、(~_~;) 藤原 学


