★ 暑中見舞いの日

（6 月 15 日）

昭和 25 年のこの日、郵政省が初め
て暑中見舞いハガキを発売したこ
とを記念して定められました。友
人・知人との連絡はほとんどメール
という人が増えた昨今ですが、とき
には手書きで暑中見舞いを送って
みてはいかがでしょう。

6月

7月

J u n e

J u ｌ ｙ

１（木）

衣替え チーズの日 真珠の日

１（土）

山開き 海開き こころの日

２（金）

ローズの日 路地の日

２（日）

半夏生 たこの日 うどんの日

３（土）

測量の日 ムーミンの日

３（月）

定休日 ウィンブルドン（～7/16）

４（日）

歯の衛生週間（～10 日）

４（火）

梨の日 アメリカ独立記念日

５（月）

定休日 世界環境デー 老後の日

５（水）

あなごの日 ビキニスタイルの日

６（火）

楽器の日 兄の日 補聴器の日

６（木）

ピアノの日 サラダ記念日

７（水）

緑内障を考える日

７（金）

七夕 小暑 ポニーテールの日

８（木）

世界海洋デー バイキングの日

８（土）

質屋の日 中国茶の日

９（金）

ロックの日 リサイクルの日

９（日）

大相撲七月場所初日

10（土）

時の記念日 緑豆の日

10（月）

定休日 納豆の日 潤滑油の日

す。つばの広いものをかぶることで直射日光を遮り、

11（日）

傘の日 雨漏りの点検の日

11（火）

米大リーグオールスターゲーム

顔を紫外線から守ることができます。特に女性の場

では逆に、帽子が髪に及ぼす悪影響にはどんなも

12（月）

定休日 恋人の日 バザー記念日

12（水）

人間ドックの日 洋食器の日

合、夏は大きな帽子がないと外出できないという方

のがあるのでしょうか。まず締め付けがあります。

13（火）

サッカーW 杯アジア最終予選（イラク）

13（木）

盆迎え火 生命尊重の日

は少なくありません。でも、帽子をかぶると髪に良

小さめの帽子をかぶった場合、頭皮の血流が妨げら

14（水）

世界献血者デー 手羽先記念日

14（金）

プロ野球オールスターゲーム（～7/15）

くないとも言われます。実際のところどうなんでし

れ、育毛に悪影響を及ぼします。ただ、これは締め

15（木）

暑中見舞いの日※

15（土）

盂蘭盆会 中元（新暦）

ょう？ 結論としては、どちらも正しいということに

付けの少ない帽子をかぶることで防げます。一番の

16（金）

和菓子の日 無重力の日

16（日）

定休日 籔入り 盆送り火

なります。つまり、髪に良い場合もあれば悪い場合

問題は汗です。頭が蒸れて雑菌が繁殖しやすくなり、

17（土）

おまわりさんの日

17（月）

定休日 海の日 漫画の日

もあるということです。

抜け毛を招く可能性が高くなるのです。暑いときに

18（日）

定休日 頭髪の日 父の日

18（火）

頭髪の日 （毎月 18 日）

19（月）

定休日 ベースボール記念日

19（水）

夏土用入

20（火）

健康住宅の日 ペパーミントデー

20（木）

Ｔシャツの日 月面着陸の日

21（水）

夏至 冷蔵庫の日

21（金）

日本三景の日 自然公園の日

22（木）

ボウリングの日 かにの日

22（土）

下駄の日 ナッツの日

23（金）

日本陸上競技選手権（～25 日）

23（日）

大暑 大相撲七月場所千秋楽

24（土）

UFO の日 ドレミの日

24（月）

定休日 劇画の日

25（日）

住宅デー

25（火）

土用丑の日 かき氷の日

26（月）

定休日 露天風呂の日 雷記念日

26（水）

幽霊の日 日光の日

27（火）

ちらし寿司の日

27（木）

スイカの日 政治を考える日

28（水）

パフェの日 貿易記念日

28（金）

全国高校総合体育大会（～8/20）

29（木）

佃煮の日 ビートルズ記念日

29（土）

白だしの日 福神漬の日

30（金）

トランジスタの日

30（日）

梅干の日 プロレス記念日

31（月）

定休日 蓄音機の日 こだまの日

201７ 年 6 月号
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。

今月のヘアトピックス

帽子って髪にいいの？ 悪いの？

日差しの強い夏は、帽子をかぶる方が多くなりま

うした意味において、帽子は髪にとってプラスであ
ると言えます。

先に述べたとおり、帽子は紫外線を遮ってくれま

頭を覆えば、どうしても汗をかいてしまいます。そ

す。そのため、顔だけでなく髪も紫外線から守るこ

の対策としては、できるだけ風通しの良いものを選

とができます。紫外線は髪の内部にまで届き、タン

ぶ、室内では脱ぐといったことが挙げられます。そ

パク質を変化させてしまいます。これにより、髪の

して何よりも重要な

水分が失われてパサついたり、ツヤやハリが失われ

のは言うまでもな

たりすることに繋がります。特に、カラーリングで

く、しっかり髪を洗

メラニン色素が少なくなっている場合は紫外線によ

って清潔にすること

るダメージを受けやすいので、注意が必要です。こ

です。

鮎の塩焼き
鮎料理の定番、塩焼きをご紹介。塩を振って焼くというシンプルな料
理ですが、魚を焼くグリルやオーブンがないという方は少なくありま
せん。そんな方のために、今回はフライパンを使います。

TEL 082-822-0505
FAX ０82-822-5880
E-mail hair_salon_fujihara@yahoo.co.jp
http://hairsalon-fujihara.com
URL
第 3 日曜日、毎週月曜日
定休日
※
第１日曜日は、休みません。＼(^o^)／
営業時間 平日 8：00～19：30 日曜日 7：00～18：00
※ お客様の送迎を行っております。ご希望の方
がいらっしゃいましたら是非ご相談下さい。

季節のたより

★ 材料 （2 人分）

服装に悩む季節

広島市安芸区船越 2 丁目 42－12

６月１日は衣替え。冬服から夏服
に替わる日です。ただ言うまでも
なく、この日に服装を替えねばな
らないという決まりがあるわけ
ではありません。北海道ではこの
日より遅く、沖縄ではこの日より
早く設定されています。制服のある学校
や職場では、衣替えを境にガラッと雰囲
気が変わります。しかし、体感温度には
個人差があるため、服装を替えたときの
暑さ寒さに悩む人は多いようです。そう
したことから、最近は長めに移行期間を
設けるところも増えてきています。制服
がない学校や職場でも、この時期は服装
選びに悩む方が少なくありません。１日
の気温の変化が激しい日もあるため、羽
織るものを携帯するなど、体温調節をす
る準備を忘れないようにしたいところ
です。天気予報などを確認しながら、可
能な範囲で服装の調節ができるように
備え、体調を崩さないようにしましょ
う。

ヘアーサロンふじはら

はーふたいむ 2017.6

アユ 2 尾 塩 適量 棒ショウガ 2 本
たで酢 適量 ※すだちやポン酢などでも OK

★ つくり方
1．アユは包丁の先で軽くしごいてウロコとヌメリを取り、腹を押さ
えてフンを除き、サッと水洗いして水気を拭き取ります。
2．アユ全体にまんべんなく塩を付けます。
3．フライパンにクッキングシートの敷き、アユを乗せて弱火で両面
をじっくりと焼きます（15～20 分）
。
4．皿に移し、棒しょうが、たで酢を添えます。
はーふたいむ 2017.6

ア ユ
日本のほぼ全域に生息する魚。
「香魚」「年魚」
とも呼ばれます。資源保護のため、一般的に 11
月から 5 月は禁漁とされています。ビタミン
B1・D・E など、各種ビタミンをたくさん含む
ことが特徴。内臓にはビタミン A もたっぷり。
カルシウムや
タンパク質も
豊富です。

●ビタミン D
カルシウムやリンなどの吸収に欠かせない栄
養素。骨の健康に大きく関わると同時に、髪の
成育にも貢献します。食物からだけでなく、日
光を浴びることによって体内でつくり出すこ
ともできます。

ただ健康のみが人生なり。

ハーゲドルン

ニュースレター
スレター、3 年継続！＼(^o^)
(^o^)／
お陰様で、このニュースレター「はーふたいむ」
、３年継続達成！＼(^o^)／ 始めた当初は、一体
どうなることかと、とても不安でしたが、今まで何とか続ける事が出来ました。(^_^;)
ネタ切れによる原稿の遅れなど、多
多々大変な事はありますが、これからも、全力で継続に努めてい
きます。お客様からのネタの提供、
、新企画、大歓迎です。どしどし、ご意見を下さい。<(_ _)>
４年継続を目指して、頑張りま～す
す！(^^♪
藤
藤原学

8 月 1 日より、3,000
円
円に付き、約
100 円の値
上
上げをさせて頂きます。
ご
理
理解の程、
よろしくお願い
し
します。<m(__)m>

サンフレッチェ、勝てないなぁ～(―
―_―)!!
サンフレッチェ、攻めていても、全
全く点が取
れる気がしない。相手のチームも、前線の選
手が点を取っていないから、攻められて
められていて
も、威圧感を感じる事も無く、楽に
に戦えてい
るんだろう。流れが悪過ぎる。今のフォワ
のフォワー
ドの中で、点を取って調子を上げてくる
げてくる選手
がいるんだろうか？出てこない限り
り、今の状
況を打開する事は出来ない。とにかく
とにかく、取る
べき人が取る事！早く、救世主が現
現れる事を
願わずにはいられない。「このまま
ままじゃ～、
Ｊ２に落ちちゃうよ～、早く出て
てきてくれ
～。」(ToT)/~~~
カープは、ピッチャーに若干の不安
不安があるけ
ど、今年も最後まで楽しませてくれそう
くれそう！

5 月 25 日朝、パソコン
ンのカルテを起動させ
て開くと、カルテの中の
の施術内容の部分全体
に、たくさんの「ファイル
ファイルが見つかりません」
の文字。＼(◎o◎)／！「
！「えっ！」
「バックア
ップしてなかった～、どうしよ
どうしよう？」自分な
りにいろいろやってはみたが
みたが、、、2,001 年
からの来店日、施術内容
施術内容等が全くダメ。う～
ん。(―_―)!!「いや～、困ったぞ～。」16 年
前にこのカルテを作ってもら
ってもらった会社に電
話。
「データが壊れている
れている可能性が高いので、
バックアップがないのであれば
であれば、復旧は難し
い。」との見解。一応、駄目もとで、復旧の
ヒントを教えてもらい、
、今のデータをそのま
まキープして安全策を取
取りながら、あれでも
か～、これでもか～と、何度もトライ。(~_~;)
やりながら、本当に落ち込みましたよ。16
年分の苦労して、お客様一人
客様一人一人の、そして、
一つ一つの仕事の内容
内容を打ち込んで残して
きた物が失われると思うと
うと。これからの仕事
にも多少影響が出るだろう
るだろうし、、、(T_T)
それが、27 日夕方、復旧
復旧に成功！(^O^)／
「いやっ～、助かった～
～」(^_^;)
全て元通りに。明日から
から、バックアップを欠
かさずに気をつけま～す
す。(^_^)v

痛みが、軽くなったとはいえ、筋肉痛？が、スッキリ
しません。症状が軽くなったとはいえ、花粉症？が、
スッキリせずに、花粉症対策の眼鏡をはずせません。
眼鏡かけてると、鼻は痛いし、締めつけられるからか、
頭痛くなるし。(ToT) 「もう、嫌だ～。
」
ダブルで、スッキリしない日々！続いています。(>_<)
あ～、いつになったら、スッキリするの～～(― ―)!!

写真のように、長さを変え
ずに軽いヘアスタイルを
実現できますよ～!(^^)!
「髪の毛量が多い」「硬い」「クセ毛」などの髪の悩みをカットだけで解決！
毛先だけがスカスカでなく、髪の密度を一定にすることで、手入れがしやすく、カットの持ち
が良い、そしてサロンで創ったスタイルが自宅で簡単に再現しやすい髪に整えます。

8 月 1 日より、値上げさせて頂きます。<(_ _)>
自分が、この仕事に就いてから、30 年を超えました。消費税というものが付いてから、今までイメ
ージ的に少しずつメニュー価格が上がってきたと感じられてきたと思いますが、働き始めた頃と、ほ
とんど変わっていないのが現状です。例えば、総合調髪（カット+顔剃り）
、現在は男性の場合、3,550
円（税抜き）ですが、30 年前は、3,500 円を頂いてました。光熱費、材料費など、30 年の間に、
かなり上がってきました。材料費は、上がっただけではなく、どんどん良い物に変わってもきました。
そんな中、長引く不景気、消費税もあって、値上げ出来ずに今までやってきましたが、この度、8
月 1 日から 3,000 円に対して、約 100 円の値上げをさせてもらう事にしました。今までと、同様
のサービスの継続に努めさせてもらうと同時に、更に、より良いサービスを提供できるように努力し
ていこうと考えて居りますので、ご理解の程宜しくお願い致します。<(_ _)>

