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★ヘアブラシの日（10 月 20 日）
全日本ブラシ工業協同組合が制定
した記念日。日付は「とう(10)」
・
「はつ(20)」の語呂合せに由来し
ます。健康で美しい髪を保つには、
髪質にあった良質のヘアブラシを
使うことが欠かせません。良いヘア
ブラシの使用は、髪のトラブル防止
にも繋がります。

１（日）

衣更え コーヒーの日 日本酒の日

１（水）

犬の日 全国すしの日

２（月）

定休日 豆腐の日 望遠鏡の日

２（木）

キッチン・バスの日 白秋忌

３（火）

登山の日

３（金）

文化の日 文具の日 みかんの日

４（水）

中秋の名月 イワシの日

４（土）

ユネスコ憲章記念日

５（木）

世界教師デー 社内報の日

５（日）

津波防災の日 いいりんごの日

６（金）

F1 日本グランプリ（～10/8）

６（月）

定休日 お見合い記念日

７（土）

バーコードの日

７（火）

立冬 鍋の日 知恵の日

８（日）

骨と関節の日 商店街の日

８（水）

刃物の日 いいお肌の日

９（月）

定休日 体育の日 鯛の日

９（木）

119 番の日 換気の日

10（火）

目の愛護デー 銭湯の日

10（金）

11（水）

安全・安心なまちづくりの日

12（木）
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今月のヘアトピックス

スポーツがもたらす髪への影響

スポーツの秋です。心地良い秋の風を感じながら、

からは皮脂などがしっかり分泌されています。これ

技能の日 トイレの日

スポーツを楽しむ方も多いでしょう。適度な運動は、

が髪のトラブルの原因になるので、運動をした後は

11（土）

煙突の日 介護の日 チーズの日

体の健康にメリットをもたらします。同様に、髪の

髪も清潔にするようにしましょう。

豆乳の日 大陸発見記念日

12（日）

大相撲九州場所初日

健康にも良い影響をもたらします。特に有酸素運動

スポーツによる物理的な刺激が髪に影響を与える

13（金）

さつまいもの日 引越しの日

13（月）

定休日 いいひざの日 うるしの日

は全身の血行を良くし、髪に多くの栄養を届けるこ

こともあります。その具体例として、サッカーのヘ

14（土）

プロ野球クライマックスシリーズ開幕

14（火）

世界糖尿病デー いい石の日

とに繋がります。ウォーキングや軽いジョギングな

ディングが思い浮かびますが、実際のところどれだ

15（日）

定休日 富士６時間耐久決勝

15（水）

七五三 きものの日

どがおすすめ。もちろん、他のスポーツでも血行の

け悪影響があるかは不明です。アメリカンフット

16（月）

定休日 世界脊椎デー ボスの日

16（木）

ボジョレー・ヌーボー解禁

促進という意味では効果がありますが、普段あまり

ボールなどでかぶるヘルメットの刺激も気になりま

17（火）

貯蓄の日 カラオケ文化の日

17（金）

肺がん撲滅デー 将棋の日

体を動かしていない方はケガにご注意を。

す。これも実際にどれだけ影響があるかはわかりま

18（水）

頭髪の日 （毎月 18 日）

18（土）

頭髪の日 （毎月 18 日）

19（木）

海外旅行の日 バーゲンの日

19（日）

定休日 世界トイレの日 家族の日

20（金）

頭髪の日 ヘアブラシの日※

20（月）

定休日 ホテルの日 毛皮の日

21（土）

国際反戦デー あかりの日

21（火）

世界テレビデー

22（日）

パラシュートの日

22（水）

いい夫婦の日 ボタンの日

23（月）

定休日 電信電話記念日

23（木）

勤労感謝の日 いい家族の日

24（火）

米大リーグ W シリーズ（～11/1）

24（金）

鰹節の日 オペラ記念日

25（水）

世界パスタデー

25（土）

ＯＬの日 松葉ガニの日

26（木）

プロ野球ドラフト会議

26（日）

大相撲九州場所千秋楽

27（金）

読書週間（～11/9）

27（月）

定休日 ノーベル賞制定記念日

28（土）

プロ野球日本シリーズ（～11/5）

28（火）

税関記念日 太平洋記念日

29（日）

秋の土用丑の日 おしぼりの日

29（水）

いい服の日 いい肉の日

30（月）

定休日 香りの記念日 初恋の日

30（木）

鏡の日 シルバーラブの日

31（火）

ハロウィン 日本茶の日

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。

たらされることもあります。その一つが紫外線。涼

によって脱毛が促されることは実際

しくなってくると日差しを浴びてもあまり苦になら

にあります。これは機械性脱毛症と

なくなりますが、紫外線がなくなるわけではありま

呼ばれます。

せん。真夏ほどではないにせよ、秋も強い紫外線が
降り注ぐので、帽子などで髪を守りましょう。
が乾燥してくると汗が目立たなくなりますが、頭皮

しいたけのバターソテー
旬の生しいたけを使った手軽にできる一品をご紹介。シンプルなに付
けなので、しいたけの旨みが存分に楽しめます。お酒のおつまみにお
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すすめ。できるだけ肉厚のものを準備しましょう。

★ 材料 （2 人分）

秋の土用丑の日

広島市安芸区船越 2 丁目 42－12

せん。ただ、ヘルメットで頭皮を圧迫し続けること

帽子をかぶると、今度は汗が気がかりです。空気

月 日は「土用丑の日」です。
そう言われてもピンと来ない方
が多いかもしれませんね。これは
あくまでも秋の土用丑の日です。
ウナギを食べることでおなじみ
の日は夏の土用丑の日。つまり、
土用は春夏秋冬の年４回あるのです。そ
れぞれ、立春、立夏、立秋、立冬の前
日間を指します。そして、暦に十二支を
当てはめた中で、丑の日が土用の期間に
該当するのが「土用丑の日」になるわけ
です。古来、夏の土用は「ウのつくもの」
「黒いもの」を食べると良いとされてい
ます。ウナギにはそうした理由もありま
す。同様に、秋は「タのつくもの」や「青
いもの」を食べると良いといわれていま
す。たとえば、「タ」の付くタマネギ、
タコ、「青い」サンマやナスが挙げられ
ます。季節の変わり目にあたる土用は体
調を崩しやすい時期。ゆかりのある食品
を食べて、元気に秋を満喫しましょう。

ヘアーサロンふじはら

一方、スポーツをすることで髪にデメリットがも

生しいたけ 6 個 バター 10g 塩 少々 コショウ 少々 しょうゆ 適量

★ つくり方
1．生しいたけは石づきを切り落とし、汚れを拭き取り、4 等分します。
2．フライパンでバターを熱して溶かし、シイタケを入れて炒めます。
3．火が通ったら塩、コショウ、しょうゆをかけます。
りお好みでホウレンソウなどの野菜を一緒に炒めたり、あとで刻みネギを散
らしたりしても OK

いろいろと心配な面もあります
が、スポーツでストレスを解消する
ことが、髪にとってプラスであるこ
とは確かです。

シイタケ
日本では最もポピュラーなきのこであるシイタ
ケ。干したものはもちろん、生でも現在は人工
栽培で 1 年中手に入れることができます。天然
物は春と秋が旬。低カロリーで、
食物繊維やビタミン D、
エリタデニンといった
栄養素を多く含んで
いることが特徴です。

● エリタデニン
シイタケ特有の成分で、生にも干したものにも
含まれています。高血圧や動脈硬化の予防に効
果を発揮するとともに、血流を良くするので、
髪の生育にも役立ちます。
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自覚している病気は半ば癒されている。

西洋のことわざ

台風１８号
号が、過ぎ去って、秋へ！！(^^)
三連休に、台風 18 号が、日本縦断
日本縦断しそうだと騒がれましたが、広島では、
、大きな被害はなかった
ですね。ちょうど、自分のお休みも
みも重なってしまったので、何をしようかと
かと考えた結果、きっと１
日中、外を出歩く事も出来ないと思
思い、普段出来ない、大掃除、そして、大
大片付けをすることに。
いつも、諦めてた床の汚れ、埃だら
だらけの本棚やオーディオラックを中心にし
にしたんですが、なかなか
大変でした～。(~_~;) 床の汚れ、時間
時間は、かなりかかりましたが、白く綺麗
綺麗になって、部屋が明る
くなりました。(^^♪ 本棚、オーディオラックは
オーディオラックは、中の物を全部出して整理
整理してみると、必要でな
いものがいっぱい。メッチャ、スッキリ
スッキリ！！＼(^o^)／ 掃除をしていると、ここもここもと、気に
なる所が出てきて、あっという間に
に連休終了！疲れはしたけど、終わった後
後は、気分いいですね。
最近、ハマっているハイボール！
最近
スッキリ
スッキリしていて飲み易く、
早く酔
い
いがまわって、
次の日に残らないの
がいい
がいい。そして、何と言っても、糖

このエアライズという商品は、理学療法士が考案
した、履くだけで足裏についた２つのくぼみが姿
勢を矯正し、連動して顔の筋肉を刺激しながらリ
フトアップへと導く今話題の靴下です。
履くだけで 6 つの効果！しかもその項目が、興味
があるものばかり。リフトアップ、姿勢矯正、ダ
イエット、むくみ防止、ウエストシェイプ、ヒッ
プアップ！私は即購入し、今、毎日履いてるんで
すよ～(^^♪ 現在、ひどい花粉症と、頭痛持ちで
はありますが、後は全く問題なく、いたって健康
です。
（*^_^*）しかし、私の目標は、200 歳！(^^)/
健康だからと言って、立ち止まってはいられませ
ん。健康と美に関しては、追求し続けますよ～、
みなさん～私に付いて来て下さいね～（*^_^*）

質０、プリン体０というのが、自分
質
の
の体には、実に優しい～(^^ゞ

サンフレッチェ、一つでも多くの金
金星を！
カープ優勝！おめでとうございま す！後
は、今年こそ日本１になって欲しい
しいです
ね。自分の中で、今一番気になるの
のは、何
と言っても「サンフレッチェ、J1 残留！」
残
９月、何とか最悪な状況は免れまし
したが、
まだまだ予断は許されません。現在
現在、前半
戦と比べて、失点が少なくなり、パトリッ
パトリッ
クの加入、シウバの調子が上向きという
という事
もあって、チームの状態も上昇中！とって
もいい感じになって来ていると思い
います。
後の残り試合、全て上位チーム。考
考えたく
はないですが、サッカーの場合全て
て負けで
終わる可能性もあります。今のいい
いい流れを
大切にして、一つでも多くの金星 を掴ん
で、少しでも勝ち点を積み上げてい
いっても
らいたい。後は工藤選手だけなんだ
だけどな
ぁ～^_^;

日中は、まだまだ暑いです
すが、朝晩は、涼しく
というよりは、肌寒くなって
ってきました。秋です
ね～(^^♪ 秋と言えば、
、、、みなさんは何です
、
か？食欲の秋？スポーツ
スポーツの秋？読書の秋？他
には、、、、^_^; 自分は、や
やっぱりスポーツの秋
ですかね。自然を感じなが
がら、ランニングやテ
ニス、いいですね～!(^^)!! ダイビングをする友
達も地元に帰って来たので
で、久し振りにダイビ
ングもいいかも！でも、その前に機材のメンテ
そ
ナンスをする必要があるだろうけど。(^^ゞ
景色のいい所をドライブしたり、海、山、川で、
バーベキューというのもいい
もいいですね～。(^^)
まぁ、何をするにも天気次第
天気次第。天気が良くて、
このような過ごし方が出来
出来たら、自分としては
最高なんですが、みなさんはどうですか？
この秋、一日でも多く、こ
このような休日が送れ
たらいいなぁ～。＼(^o^))／ その為には、自分
が企画しないとね。都合良
合良くって感じで、誰か
は、絶対に動いてはくれ
れません。「自分がやら
なきゃ、誰がやってくれる
るん！」自分から動い
て、楽しい事、たくさんしましょう！(^^)/

１． 夜は必ず洗顔しましょう！
メイクの汚れがあると、毛穴の詰まり、シミ、シワ、ニキビの原因になります。流す時
は、３２℃前後のぬるま湯、しっかり流しましょう。
２． やさしい洗顔料を選びましょう。
強過ぎるものだと、肌を乾燥させてしまいます。赤ちゃんや、妊婦さんでも使える優し
いものを選びましょう。
３． やさしくなでるように洗いましょう。
洗顔の時、強くこするのは、シミ、シワ、たるみの原因になります。

