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今月のヘアトピックス
これが中期成長期に入って下から伸びてくることによって、古い毛は抜けていきます。このヘアサイクルが短くなったのが、男性型脱毛症（AGA）です。髪の毛は通常 2～6 年かけて成長しますが、この期間が数ヵ月から 1 年程度まで短くなってしまうため、十分成長しない状態で脱毛に至ってしまうのです。AGAでなくても、生活習慣やストレスによってヘアサイクルに乱れが生じることがあります。通常、脱毛に至る髪の毛は1日に50本から100本。これよりも多い場合は、ヘアサイクルに乱れが生じている可能性があります。抜け毛が多いと感じたら、ご自分の生活を一度見直してみるのが良いかもしれませんね。

言うまでもなく、髪の毛は毎日伸びています。でも、永久に伸び続けるわけではありません。その一本一本には寿命があります。髪の毛は、成長して抜け、そしてまた新しい毛が生えるという流れを繰り返します。これが「ヘアサイクル」です。毛は皮膚の中の毛母細胞が分裂することで伸びます。この伸びている期間が「成長期」。成長期を細かく分けると初期、中期、後期の3段階になりますが、ここで毛は太く長くなっていきます。この成長期が、通常2～6年続きます。その後にやってくるのが「退行期」。毛母細胞の分裂が衰え、だんだん伸びにくくなっていきます。この状態が通常2～3週間続きます。その後「休止期」に入ります。ここで細胞分裂は完全にストップし、毛は成長しなくなります。この期間が約3ヵ月続きます。ただ、この段階ですでに次の毛が生まれており、初期成長期に入っています。

ヘアサイクルってご存知ですか？

オクラのポン酢あえ
今回は、栄養たっぷりの夏野菜オクラを使ったシンプルな一品をご紹介。同じく夏野菜のトマトとあえます。緑と赤の彩りも鮮やか。ビールのおつまみや前菜におすすめです。
★ 材料 （2 人分）
オクラ 8 本 トマト 1 個 ポン酢醤油 大さじ 1 塩 適量
★ つくり方1．オクラはガクをとり、塩で全体をこすってうぶげ毛をとり、熱湯で 1 分ゆで、水にとって水気を切ります。2．オクラは斜め半分に、トマトはヘタをとって一口大に切ります。3．ボウルにオクラとトマト、ポン酢醤油を入れてあえます。

●ムチンタンパク質と多糖類が結合した物質で、オクラや長いも、納豆のネバネバ成分がこれにあたります。胃などの粘膜を保護するほか、タンパク質の吸収を促すので、タンパク質を主成分とする髪の生育にも繋がります。

オクラアフリカ原産の野菜で、日本では昭和 40 年代から本格的な栽培が始まりました。「オクラ」という名称は日本語ではなく英語です。βカロテンやカリウム、カルシウムなどを含んでおりとても栄養豊富。ネバネバ成分のムチンを含むことも特徴です。

回り道の旅が真の喜びをもたらす。 サミュエル・スマイルズ
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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。

7月 8月

タコで夏バテ予防
７月２日は半夏生です。といって
も、「半夏生って何？」と思う方
が少なくないかもしれませんね。
読み方は「はんげしょう」。雑節
の一つで、夏至の日から数えて

11

日目を指します。名前の由来には
諸説ありますが、ハンゲショウという草
の葉が半分白くなり、化粧したかのよう
に見える時期であるという説が有力な
ようです。一般にはなじみの薄い日では
ありますが、地域によってはこの日にタ
コを食べるという習慣が伝えられてい
ます。タコの足のように苗がしっかり根
付くようにという、農家の願いが込めら
れた習慣ですが、「土用のたこは親にも
食わすな」という言葉があるほどこの時
期のタコはおいしいのも事実です。ま
た、タコには疲労回復に役立つタウリン
などが多く含まれており、夏バテ予防に
も役立ちます。暑い季節を元気に乗り切
る意味でも、タコ料理を味わってみては
いかがでしょう。

ヘアーサロンふじはら
広島市安芸区船越 2 丁目 42－12TEL 082-822-0505FAX ０82-822-5880E-mail hair_salon_fujihara@yahoo.co.jpURL http://hairsalon-fujihara.com定休日 第3日曜日、毎週月曜日※ 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。
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J u ｌ ｙ１（土） 山開き 海開き こころの日
２（日） 半夏生 たこの日 うどんの日
３（月） 定休日 ウィンブルドン（～7/16）
４（火） 梨の日 アメリカ独立記念日
５（水） あなごの日 ビキニスタイルの日
６（木） ピアノの日 サラダ記念日
７（金） 七夕 小暑 ポニーテールの日※
８（土） 質屋の日 中国茶の日
９（日） 大相撲七月場所初日
10（月） 定休日 納豆の日 潤滑油の日
11（火） 米大リーグオールスターゲーム
12（水） 人間ドックの日 洋食器の日
13（木） 盆迎え火 生命尊重の日
14（金） プロ野 球 オールスターゲーム（～7/ 15 ）
15（土） 盂蘭盆会 中元（新暦）
16（日） 定休日 籔入り 盆送り火
17（月） 定休日 海の日 漫画の日
18（火） 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（水） 夏土用入
20（木） Ｔシャツの日 月面着陸の日
21（金） 日本三景の日 自然公園の日
22（土） 下駄の日 ナッツの日
23（日） 大暑 大相撲七月場所千秋楽
24（月） 定休日 劇画の日
25（火） 土用丑の日 かき氷の日
26（水） 幽霊の日 日光の日
27（木） スイカの日 政治を考える日
28（金） 全国高校総合体育大会（～8/20）
29（土） 白だしの日 福神漬の日
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

A u g u s t１（火） 夏の省エネ総点検の日 水の日
２（水） ハーブの日 パンツの日
３（木） ハサミの日 はちみつの日
４（金） 夏の甲子園組み合わせ抽選会
５（土） 世界ビールデー ハコの日
６（日） 広島原爆の日 ハムの日
７（月） 定休日 立秋 夏の甲子園開幕
８（火） ひげの日 親孝行の日 タコの日
９（水） 長崎原爆の日 薬草の日
10（木） 帽子の日 健康ハートの日
11（金） 山の日 ガンバレの日
12（土） 国際青少年デー 航空安全の日
13（日） 左利きの日 月遅れ盆迎え火
14（月） 盆休み 専売特許の日
15（火） 盆休み 終戦記念日 精霊流し
16（水） 盆休み 女子大生の日
17（木） パイナップルの日
18（金） 頭髪の日 （毎月 18 日） 米の日
19（土） 俳句の日 バイクの日
20（日） 定休日 交通信号の日 蚊の日
21（月） 定休日 献血記念日 噴水の日
22（火） チンチン電車の日
23（水） 処暑 白虎隊の日
24（木） 地蔵盆 愛酒の日 ラグビーの日
25（金） 即席ラーメン記念日 川柳発祥の日
26（土） 人権宣言記念日
27（日） 寅さんの日
28（月） 定休日 テニス全米オープン開幕
29（火） 焼肉の日 ケーブルカーの日
30（水） 富士山測候所記念日 冒険家の日
31（木） サッカーW 杯アジア予選（対豪）

★ ポニーテールの日（7 月 7 日）
1995 年に日本ポニーテール協会が制定した記念日。ポニーテールの普及などを目的に設けられました。日付は、七夕の織姫がポニーテールであったことや浴衣が似合うことなどに由来します。



「レモンのハチミツ漬け」オススメですよ～(^^♪レモンの効能は、高い疲労回復、風邪予防、免疫力アップ！(^^)/ハチミツの効能は、高い殺菌作用、豊富なビタミン、シワやくすみ予防に美肌効果、整腸作用、ダイエット効果、動脈硬化を予防、口内炎予防、そして何より疲労回復に最適な食材なんですよ。夏バテ防止に最高でしょ！(^^) それと、熱処理されていないハチミツ、「マヌカハニー」は、健康面により効果的でオススメなんですよ。今年の夏は、「レモンのハチミツ漬け」を食べて、元気に乗り切りましょう！

今まで通り、ポイントカードによるサービスは、引き続き行っていきますので、うま～く御利用して下さいね。ポイントカードには、二つのサービスがあります。一つは、10 ポイントで、500 円引き。誕生日月にご来店されたら500円引きとなります。後、ご来店時に、次回の予約をされて、その日にご来店していただくと、「ポイント2倍、3倍！！」というサービスもさせて頂いています。是非、予約して帰ってください。詳しくは、お気軽にお尋ねくださいね。8 月 1 日（火）より 3,000 円につき、100 円程度の値上げをいたします。今までと同様、いや、今まで以上に努力をして、お客様に、技術、サービスを提供し、これからも、新しいものにも、しっかり目を向けて、良いものは取り入れ、良い情報はお客様に伝えていきま～す。（*^_^*）

ポイントカードをうま～く御利用下さい。<(_ _)>
１３日（日）は、朝 7時より通常営業致します。

１４日（月）、１５日（火)、１６日（水）をお休みさせていただきます。

送迎、営業時間、休日営業等に関して、遠慮なくご相談下さい。「こうしてもらえないかなぁ～、こうしてくれたら助かるんだけど。」という話があれば、話してみてください。「送迎に関しては、出来れば送迎します。」「営業時間に関しては、出来れば、朝早くても、夜遅くてもします。」「休日営業に関しては、特に用事が無ければやります。」その他、来店したくても、来店出来ない問題があれば、何でもご相談下さい。笑顔で対応し、解決に努めさせて頂きます。藤原学にお任せ下さ～い！頑張りま～す。(^^♪

お盆休みのお知らせ

遠慮なくご相談を！(^^)

まずはお好みの太さにレモンを輪切りカットします。（食べやすいように種も取っておきます）輪切りしたレモンをタッパなどの容器に入れ、レモンが少し浸かる程度にハチミツを入れます。※マヌカハニーがオススメ！その後、容器のまま冷蔵庫に入れ、一晩寝かせます。数時間おきにチェックしてみて、もしハチミツが分離している場合は、スプーンで軽く混ぜて馴染ませてあげてください。置いておく時間はお好みですが、2日程浸けておくとよりハチミツの味がレモンに染み込み、甘さも程よくなり美味しく仕上がりますよ。

サンフレッチェ、いったいどうなるのするのって感じですよね？こんなまで抜けて？？？サッカースタジもぶっ飛んでそれどころじゃないよね終了って感じで、まだ十分間に合うとそうなんだけど、今シーズン、全くないので、何処をどうしたらいいのなくなっているのが、現状じゃない「あ～この重い雰囲気を一掃してうな救世主が現れないかなぁ～。」「ベテラン？若手？新加入選手？ないや～」欲は言いません。とにかく降格圏内を脱出して、Ｊ１に残って(^O^)／、ただそれだけです。(*_*;

サンフレッチェ、深刻！(>_<)

「はーふたいむ」、４年目に突入！のですが、なかなか良いアイデアも今年の梅雨は、広島では、6月末現は結構涼しい、寝苦しくない日が続雨が明ける７月中旬ぐらいから降る雨は、やっぱり梅雨らしく降った方なく、降れば豪雨ってことになってそれなりに降って、夏らしい暑い夏

7月7日で、52歳になりました。一言言って、信じられないです。(^^ゞ これからも、年齢に逆らって、いろいろ楽しんで、仕事のエネルギーに変えて頑張りま～す！～～ (^^♪

ニュースレター

突然降って湧いた話にた。(^^ゞ 休みの前日にＫ！いつもと違う休みのクワク。(^^♪ ジェット20 年以上も前。想像をくそれは、「モンスターもうビックリ！＼(◎oすのが精一杯。気持ちいいけスキーに例えるなら上級で降りる感じかな～。後風、最高に気持ちが良かったた幼馴染に感謝です。一足早を過ごす事が出来ました

どうなるの？どうこんな時に塩谷スタジアムの話ないよね。前半うと思えばく良い所がたらいいのかも解らじゃないのかな。してくれるよ。」「それは、なんでもいとにかく、勝ってって欲しい～*_*;

(^^♪ ネタ切れもあり、このパターンをも頭に浮かばず、悪戦苦闘の毎日です。(現在、梅雨らしい激しい雨も無く、あまり続いています。空梅雨なんですかね～？、るんですかね～？水不足ということは、今方がいいんでしょうね。でも、最近は、ちて、甚大な被害が起きるので、、、考えさせ夏がくる事が1番ですね。今年は何をし

スレター、4年目に突入！

に飛び着いちゃいましに誘ってもらい、即Ｏみの過ごし方なので、ワット、最後に乗ったのはを遥かに超え、まさしー」あまりのパワーに◎)／！９０キロを出ちいいけど、怖かった～、上級のコースを直滑降後は、昼寝。青空、海かった～。誘ってくれ一足早い夏、いい休日ました。また、よろしく！

を少しは変えたいと思う(~_~;)り蒸し暑さも無く、朝晩それとも、良くある梅今、耳にしないけど、梅ちょうどいいって事が少せられますね。て楽しもうかな～(^^♪

(^^♪


