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芸術に親しむ
暑さがやわらぎ、少しずつ秋の気
配が感じられるようになってく
ると、「○○の秋」という言葉を
耳にするようになります。その定
番の一つとして挙げられるのが
芸術。芸術というと、なんとなく

高尚なイメージを持たれる方がいます
が、一方で最近は気軽に楽しむ人も増え
ているようです。絵手紙、写真、書道、
陶芸など、分野はさまざま。芸術に打ち
込むのは非常に有意義なことです。た
だ、せっかく芸術に力を入れるのなら、
一つの分野だけに集中するのではなく、
あえて異なる分野にも触れてみること
をお勧めします。視野を広げることは、
発想の幅を広げることに繋がります。考
え方が柔軟になれば、趣味をより深く楽
しめるようにもなります。ひいては、人
間関係や人生にも深みをもたらしてく
れるでしょう。たまには寄り道をしなが
ら、芸術に親しむというのがいいかもし
れませんね。
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O c t o b e r１（日） 衣更え コーヒーの日 日本酒の日
２（月） 定休日 豆腐の日 望遠鏡の日
３（火） 登山の日
４（水） 中秋の名月 イワシの日
５（木） 世界教師デー 社内報の日
６（金） F1 日本グランプリ（～10/8）
７（土） バーコードの日
８（日） 骨と関節の日 商店街の日
９（月） 定休日 体育の日 鯛の日
10（火） 目の愛護デー 銭湯の日
11（水） 安全・安心なまちづくりの日
12（木） 豆乳の日 大陸発見記念日
13（金） さつまいもの日 引越しの日
14（土） プロ野球クライマックスシリーズ開幕
15（日） 定休日 富士６時間耐久レース
16（月） 定休日 世界脊椎デー ボスの日
17（火） 貯蓄の日 カラオケ文化の日
18（水） 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（木） 海外旅行の日 バーゲンの日
20（金） 頭髪の日 ヘアブラシの日
21（土） 国際反戦デー あかりの日
22（日） パラシュートの日
23（月） 定休日 電信電話記念日
24（火） 米大リーグ Wシリーズ（～11/1）
25（水） 世界パスタデー
26（木） プロ野球ドラフト会議
27（金） 読書週間（～11/9）
28（土） プロ野球日本シリーズ（～11/5）
29（日） とらふぐの日 おしぼりの日
30（月） 定休日 香りの記念日 初恋の日
31（火） ハロウィン 日本茶の日

S e p t e m b e r１（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） 環境衛生週間（～10/1）
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）

★ 環境衛生週間（9月 24日～10月１日）
環境衛生の保全や啓発のため、1987 年に厚生省によって定められました。この期間は、国や自治体によって廃棄物のリサイクルや、ごみの散乱防止、公共施設の清潔保持などについての啓発運動が実施されます。
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今月のヘアトピックス
を持っているようです。欧米人の場合は直毛が少なく、80％以上がクセ毛です。さらに、黒人はほとんどがクセ毛（縮毛）です。また、元々直毛でも、生活習慣やホルモンバランスの変化、あるいは加齢によって髪質が変わり、クセ毛になる場合もあります。クセ毛対策には、日頃のケアが重要です。頭皮を清潔にすることはもちろん、洗髪後にしっかり髪を乾かすことや、紫外線を避けるといったことを心掛けましょう。クセ毛そのものを直すにはストレートパーマをかけるといった方法もあります。ただ、無理にストレートを目指すのではなく、クセ毛を生かした髪型にすることもひとつの方法です。クセ毛を直すのではなく、うまく付き合っていくという考え方も大切かもしれませんね。

クセ毛に悩む人は少なくありません。思ったような髪型ができない、湿気が多いとクシャクシャになる……。特に女性は、なんとかストレートにしようと努力している人が多いようです。では、そもそもなぜクセ毛になってしまうのでしょうか。髪の毛は大まかに見ると円筒状になっています。しかし、厳密には必ずしもそうではありません。断面がほぼ円形であれば直毛になりますが、これが潰れた楕円形あるいは三角形のような形になっているとクセ毛になります。これは、髪の主成分であるタンパク質の繊維が均一かそうでないかの差です。繊維が均一でないのなら均一に生えてくるようにしたい、と思う方もいるかと思いますが、髪質は遺伝によって決っています。残念ながら、現在の科学技術では、生えてくる段階でこれを変えることはできません。日本人は直毛が多くを占めるといわれていますが、実際は半数以上の人がなんらかのクセ毛

どうしてクセ毛が生まれるの？

さんまのカルパッチョ
今回は、秋の味覚の代表格、さんまを生でいただくメニューをご紹介。野菜とドレッシングをあわせてさっぱり味に仕上げます。お酒のおつまみや前菜におすすめです。
★ 材料 （2人分）
さんま（刺身用） 1尾 タマネギ 1/2個 レタス 1枚 プチトマト 2個パセリ 適量 オリーブオイル 大さじ2 酢 大さじ1 塩 適量 コショウ 適量
★ つくり方
1．さんまは薄い削ぎ切りにし、タマネギはスライスしリ水にさらし、レタスはひと口大に切り、プチトマトは4等分に切り、パセリはみじん切りにします。2．オリーブオイルと酢、塩、コショウを混ぜリドレッシングをつくります。3．野菜とさんまを皿に盛り、ドレッシングをかけ、最後にパセリをのせます。

● ビタミンAビタミンＡには皮膚を正常な状態に保つ働きがあるので、頭皮や髪の健康維持には欠かせません。気管支などの粘膜にも働くので、風邪の予防に繋がります。さらに、目の健康維持に欠かせない栄養素でもあります。

サンマサンマは漢字で書くと「秋刀魚」。文字通り秋が旬の魚として古くから親しまれてきました。黒目の周りが透明で、口先が黄色く、太っているものがおいしいとされています。ビタミン A・B2やカルシウム、鉄分のほか、DHAや EPAなどさまざまな栄養素を含んでいます。

必要なことはただ一つ、できると信じることだ。 アンソニー・ロビンズ
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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。



今年の夏は、雨が少なく、連日の猛暑いつになったら、過ごし易くなるんこんな感じですけどね。「若い時はが大好きで、毎週のように海に行ってはないけど、あまり海に行って遊ばなくな昔は、何処にでも日焼け用オイル塗って、一日中、太陽の下で焼いてまし一度、背中が、もの凄く焼けた時があって

今年初、ビジターのパフォーマンスで人戦を観戦しました。落ちついて見自分的にはしっかり楽しめました。鈴木誠也の故障が気になるところでるけど、自分的にはドラフトが気になるなぁ～。是非、広陵の中村を 1 位でて、くじで引き当てる場面が見てみたいす。(^^) 問題は、やはりサンフレッチェ！う～ん！(>_<)といった試合が、入っても続いています。なかなか勝んね。9月には降格争いをしているームとの直接対決が多くあり、ここで越ししないと、J1の残留は、かなりくなる。それぐらい、メチャクチャ試合です。連勝して、10月以降のームの試合に望めると、ちょっと余裕来ていいんだけどなぁ～

サンフレッチェ、9月勝ち越し必修

夏も暑かっ

長時間、立っていると何かうか、痛くなるというか、ニングシューズに変えてみた動きやすく楽な感じでいいっていると、靴底のクッシかさとして感じて、逆に疲す。表現の仕方が難しいんでんな時、今まで疲れると思靴に履き替えると楽に感逆に、靴底の硬いシューズをったら、ランニングシューズにこれまた快適に感じるんでたもんなんですかね。仕事辛くなってくると一番きついのているんですよ。＼(~o~)ていても何の問題もなかっ長年の積み重ねによるものなのかものなのか？それとも、ただいだけなのか？靴は大切だと思っているのでまうんです。^_^;

猛暑！暑かったですね～^_^; お盆が過ぎてもるんだろうって感じですよね。とは言ってもは、、、」ていうフレーズは、あまり言いたくなって真っ黒になって遊んでました。(^_^)vばなくなった今、ただただ暑いのは、ちょっと「コパトーン」が売られていて、一番焼けるいてました。今の時代ではありえない、恐ろしいがあって、酷いシミが、残ってるんですよ

マンスで、巨見れて、(^^)/になるところではあになるなで指名してみたいではりサンフレッチ後半に勝てませいる下位チここで勝ちかなり難し大切なの上位チ余裕が出

修！！

大好評！洗顔せっけん「いつかの石鹸」グレープフルーツの香りも入荷しました！1,600円（税抜き）

かったけど、残暑も厳しい～

か足裏が、疲れるとい、辛くなるので、ランえてみたんです。始めは、じでいいんですが、長時間立ッションの良さが、柔ら疲れを感じてくるんでしいんですが、、、(~_~;) こ思っていた靴底の硬いじたりするんですよ。ズを履いていて辛くなグシューズに履き替えると、じるんですよね～、どういっ仕事をしていて、足裏がきついので、本当に困っ)／ 以前は、何を履いもなかったんだけどなぁ～、ねによるものなのか？年齢的なただ単に、靴が合わな
ので、慎重になってし

ぎても、残暑も厳しい～^_^;ても、最近の夏は、いつもくないけど、若い時は夏v 今でも夏が嫌いな訳でちょっと辛いです。(^_^;)けるタイプを買って必ずろしい行為ですよね。ですよ～あ～あ！(T_T)/~~~

～^_^; 今年の夏も、一日中暑くて暑くて、、、^_^;「体力が持ちませ～ん！」って、感じでしたが、何をさておき、この夏は、私にとって「ハチ」、ひと言に尽きます。外に一歩出ると、ずーっと、ハチに狙われているんじゃないかと思うぐらいハチを良く見ました。ハチを見る度に、「ハチ、ハチ、ハチ～」って、叫んで逃げて、殺してもらいました。(~_~;) ハチに刺された後の24時間の激痛は、忘れられません。もう、二度と味わいたくありません。「アナフィラキシーショック」という事もあるし、ハチに対する恐怖心は、無くなる事はないでしょうね～。みなさんも、気をつけて下さいね。

(ﾟﾛﾟ)/(ﾟﾛﾟ)/(ﾟﾛﾟ)/ｵｫｰ、こわっ！

幼虫が、みんなでこっちを見てるみたい！白い幕を張った所には、今にも飛び出そうとしていた成虫、穴が開いたところは、巣立っていった穴なんでしょう。いったい、何匹のハチが、、、(―_―)!!

外にメダカの水槽を置いているんですが、アシナガバチをよく見かけていたんです。「台にしているお酒のケースが、何か怪しい。」殺虫剤を買ってきたので、一番にそこへ！噴きかけてみると、予想はしていた筈なのにビックリ！＼(◎o◎)／！ハチがいっぱい飛び出してきたんです。慌てて、殺虫剤をハチに向かって噴射！ハチはみんな飛び去っていきました。ホッとしたのも束の間、殺虫剤の影響だと思うのですが、水槽の水に油が浮いている状態になっているので、殺虫剤がかかったのだと思い急いで、メダカのお引っ越し。恐る恐るお酒のケースをひっくり返すと、、、ありました。(^_^;)


