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若い世代の活躍
若い世代、特に

10代で大人に負け
ない実力を発揮する少年少女は、
いつの時代も大きな注目を集め
ます。最近では、たとえば４月の
卓球のアジア選手権女子で優勝
した平野美宇選手（

11）や、水泳
女子で次々と日本記録を塗り替えてい
る池江璃花子選手（

16）らが挙げられま
す。若手が活躍するのはスポーツの世界
に限りません。将棋の藤井聡太四段（

14）
は、デビューから破竹の勢いで勝ち続
け、

29連勝という大記録を達成しまし
た。実力はもちろん、その言葉や落ち着
いた姿勢は

10代とは思えませんよね。そ
うした活躍する若い人たちにはマスコ
ミやファンをはじめ、多くの人が期待を
寄せます。しかし過去には、周囲が大騒
ぎする中で実力を発揮できなくなり、表
舞台を去っていった人も少なくありま
せん。応援しつつも、やはり静かに見守
るという優しい気持ちを忘れないよう
にしたいですね。
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August１（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 夏の甲子園開幕日
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 月遅れ盆
16（水） 盆休み 月遅れ盆送り火
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
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） サッカーガ杯アジア予選（対豪）

September１（金） 防災の日 キウイの日 くいの日
２（土） 靴の日 宝くじの日
３（日） 草野球の日 ベッドの日
４（月） 定休日 くし、クラシック音楽の日
５（火） サッカーW杯アジア予選（対サウジ）
６（水） 黒の日 黒豆の日 黒酢の日
７（木） クリーナーの日
８（金） 白露 明治改元の日
９（土） 重陽の節句 救急の日
10（日） 大相撲九月場所初日
11（月） 定休日 アメリカ・愛国者の日
12（火） マラソンの日 宇宙の日
13（水） 世界の法の日
14（木） メンズ・バレンタインデー
15（金） 老人の日 ひじきの日
16（土） マッチの日 競馬の日
17（日） 定休日 キュートな日
18（月） 定休日 頭髪の日 敬老の日
19（火） 苗字の日
20（水） 秋彼岸入 空の日 バスの日
21（木） 秋の全国安全週間（～9/30）
22（金） 孤児院の日
23（土） 秋分の日 秋彼岸
24（日） 大相撲九月場所千秋楽
25（月） 定休日 主婦休みの日
26（火） 伊勢湾台風の日 ワープロの日
27（水） 世界観光の日
28（木） プライバシーデー パソコン記念日
29（金） クリーニングの日 洋菓子の日
30（土） 国民体育大会（愛媛・～10/30）

★ 帽子の日 （8月 10日）
全日本帽子協会が制定した記念日。日付は「ハッ（8）」と「ト（10）」の語呂合せに由来。夏は強い紫外線が降り注ぐ季節。外出するときは髪や肌を守るために、帽子を上手に活用しましょう。また、帽子は熱中症対策にも有効です。
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今月のヘアトピックス

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

デメリットもあります。2 つ目が石鹸シャンプー。これは弱アルカリ性で頭皮にやさしいことが特徴です。肌が弱い方に向いています。3つ目がアミノ酸系シャンプー。これは、髪の毛の主成分であるタンパク質を構成するアミノ酸が含まれたシャンプーのことです。髪や頭皮にやさしいだけでなに、その栄養分にもなります。ただ、値段が高いことがデメリットです。それぞれにメリット、デメリットがありますが、大まかにコストで考えるなら高級アルコール系、育毛の観点で考えるならアミノ酸系、あるいは石鹸ということになります。何を重視するかによって、選択肢も変わってきますが、いろいろ試しながら自分に一番あったものを探してみるのもいいかもしれませんね。

みなさんは普段どんなシャンプーを使っていますか？ シャンプーを選ぶ基準として挙げられるのは、成分、効能、使い心地、香り、値段などさまざま。でも、すべての要素一つ一つをじっにり吟味するのは容易ではありません。多にの方は、自分がこだわるポイントの 1 つか 2 つを満たしているものを選び、その後は同じ商品を習慣的に買っているのではないでしょうか。今回は、知っているようで知らないシャンプーの種類についてご紹介します。まず、シャンプーは大まかに3つの種類に分けられます。1つ目が 高級アルコール系シャンプー。これはスーパーなどで比較的安に購入できるものです。大手メーカーが販売するものの大半がこれに相当します。ここでいう「高級」とは、質や値段が高いという意味ではなに、炭素数が高いという意味です。このタイプのものは泡立ちがよに洗浄力も強い反面、皮脂を必要以上に洗い落としてしまうという

シャンプーといっても種類はさまざま

とうもろこしご飯

● リノール酸不飽和脂肪酸の一種で、血中コレステロール値を下げると同時に血行を促進するので育毛に繋がります。ただ、過剰に摂ると心筋梗塞などを引き起こす可能性があるといわれています。

今回は、夏野菜のとうもろこしを使ったご飯メニューをご紹介。とうもろこしのやさしい甘みと、ごはんに加えたほのかな塩味がマッチします。とうもろこしの鮮やかな黄色も食卓に映えます。
★ 材料 （4人分）とうもろこし 1 本 米 2 合 水 適量 塩 小さじ 1 酒 大さじ1/2 バター 10g
★ つくり方1．米は洗って水気をきり、炊飯器に入れて目盛りまで水を入れ、30分浸水します。2．とうもろこしは包丁で実をそぎ取ります。3．酒、塩を加えて軽く混ぜ、とうもろこしの実と芯を乗せて炊きます。4．炊き上がったら芯を取り除き、バターを加えて軽く混ぜ合わせます。

トウモロコシ米、小麦と並ぶ三大穀物の一つ。日本では、明治時代に本格的な栽培が始まりました。甘みの強さが特徴で、近年はメロンより甘い品種も登場しています。ビタミン、ミネラルをバランス良く含んでいるほか、リノール酸などを含むことも特徴。食物繊維も豊富です。

201７ 年 8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。



スポーツクラブで、時々話をするアロビクスなど、いろいろなスタジオ京どうだった～？」から、始まった自分は、とにかく「どうだった～？」「知らん人ばっかりのスタジオの言。その言葉にキレて、「だから、もう、話さん！」そして、30代のって、捨てゼリフを吐いて帰っていきじさん」がキーワードだったようです言ってないので、謝りようもありませんでこんな思いをしないといけないのか

カープは、強いですね～、セリーグ問題は、やはりサンフレッチェ！監督交代ですが、もう、余裕はありません合だったけど勝てませんでしたじゃリックを中心に点を取る！これしかる事に期待したい！クロスバーも

サンフレッチェ、後半連勝スタートに

広島では、空梅雨で、被害もなく夏今年は、久し振りに汗疹が出来まし外を出歩く気になりませんよね。か疲れるような、、、＼(~o~)／ こんな1時間ぐらいかけて、ゆっくりと！慢大会ですが、これをやりきると、ね～。(^^ゞ ちょっと、きついです熱中症になったらいけないので、し

夏本番！暑

50代後半の独身男性とのトラブルですなスタジオを楽しんで来ると聞いていたので、ロッカーまった話です。それを聞いた30代半ばの男性～？」って、聞いていました。そんな中、の中に入って変なおじさんって思われたん、話したくないんよ～、何であんたらに話男性が謝っている中を「あんただって、変っていきました。よくある普通の会話だと思ようです。謝ろうとも考えたのですが、自分ありません。会っても、笑えないから顔を合いのか？不本意で楽しくない嫌～な関係になっち

セリーグペナントレースの優勝は間違いないで監督交代、三人の新加入選手！どう変わるのか。とにかく、後半戦、連勝して、いい流れをでしたじゃ～、前半戦と同じようになりかねないこれしかないと思う。もう、深く考えずに、こういうーも、せたくない！ゴールの中に、しっかり

に期待！

夏本番！！天気の良い日が続き、朝からした。みなさんは、いかがお過ごしですか～かと言って、何もせずに家にいると、余計な時、僕は何をするか？ 「炎天下で、走！(^^) とにかく、止まらずに走り続ける事達成感を感じられて、しかも、身体もシすが、オススメですよ。イヤ、勧められなしっかり水分を摂って、是非、挑戦してみ
ジェット第２弾！

今回はジェット １５

艇、ボート２艇＆ＢＢ

Ｑのサマーパーティ

ー？ ４０～５０人、集

まって、もう、圧巻で

した。＼(◎o◎)／！

～い日が続いています

ブルです。その人が、東京のエロッカールームで、「東男性も話に加わりました。30 代半ばの男性が、われたんじゃないん？」って一話さんやいけんのん！変なおじさんじゃん！」思うのですが、「変なおとしたら何も悪い事を合わす事も出来ない。何になっちゃいました。

いないですよね。(^^♪わるのかと、いったところれを掴まないと、いい試。しっかり守って、パトこういう形で連勝してくれ叩きこめ～！(^O^)／

晩まで暑いですね。^_^;～？ 特に用が無ければ、計に体がだるくなって、走るんです！」(^^)/事！まるで、暑さとの我シャキッとするんですよないか、、、(^_^;)みてください。

す。^_^; いつも、学君にネタの提供をせがまれるんですが、今回は、いいネタ？いや、痛～いネタが出来ました。(~_~;) ７月 13日、洗濯物を入れるのにサンダルを履くと、何かゴロゴロ。と、思った瞬間足裏に、チカッ！「痛っ！」思わずサンダルを掴み、アシナガバチを叩き殺してました。(^_^)v 病院にも行きましたが、涙が出るほど痛くて一晩中眠れず、激痛が、24時間続きました。(T_T)写真は 1 週間後。アレルギー症状が出て、痒み、腫れ、水ぶくれ。昨年の学君の痛風の腫れに比べれば大した事ありませんが、もう、どうでもいいって感じです。この事がきっかけで、ハチが恐くて恐くて。早く治りますように！(^^)

※ 鏡で白髪の自分を見る事が無くなります。

白髪、髪の傷みを気にする事のないナチュラルな生活！

白髪染めに対する悪いイメージが１８０度変わり、

容姿、そして、気持ちまで、どんどん若返り！

詳しくは、ご来店、もしくは今すぐお電話を！

ＴＥＬ 822-0505 担当 藤原学

「ハリコシカラー」で白髪のない生活を！（*^_^*）

白髪が気になる ⇒ すぐに染める ⇒ 白髪が無くなる

気になるのは髪、頭皮のダメージ。そして、料金！！

「髪、頭皮を傷めない、刺激ない、匂いない」安心して出来るカラー剤を使用！

年間染め放題のカラー会員制！！

365日気分爽快！！＼(^o^)／ 「ハリコシカラー」

2,800 円（税抜き）で、

ご体験できますョ～

お待ちしてます。(^^)/


