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餅に願いを込めて
お正月に準備する物のひとつに
餅があります。餅は長く伸びるこ
とから、これをお雑煮にして食べ
ることで、長く生きることに繋が
ります。また鏡餅は、その名の通
り丸い鏡をかたどっています。こ

れを供えることで、幸せを運んでくる年
神様を迎え入れることができます。餅に
限らず、それぞれの由来を確認しなが
ら、お正月の準備を進めるのもいいかも
しれませんね。そして、新しく迎える２
０１８年。皆さんもさまざまな目標を抱
いているのではないでしょうか。ただ、
実現できない目標を掲げて「絵に描いた
モチ」にならないように気をつけたいで
すね。また、何も努力せず「棚からぼた
モチ」を期待するのも避けたいところで
す。今年こそはやり遂げる！という強
い気モチをモチながら、モチのようにね
ばり強くがんばっていきましょう。それ
では、よいお年をお迎えください。
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J a n u a r y１（月） お休み 元日 天皇杯決勝
２（火） お休み 初売り 箱根駅伝（～1/3）
３（水） お休み ひとみの日 かけおちの日
４（木） お休み 官公庁御用始め
５（金） 小寒 魚河岸初競り 囲碁の日
６（土） 消防出初 色の日
７（日） 人日の節句（七草の節句）
８（月） 定休日 成人の日 正月事納め
９（火） 風邪の日
10（水） 110 番の日 明太子の日
11（木） 鏡開き 蔵開き
12（金） スキーの日 桜島の日
13（土） 大学入試センター試験（～1/14）
14（日） 大相撲初場所初日
15（月） 定休日 年賀はがきお年玉抽選日
16（火） 籔入り 念仏の口開け
17（水） 阪神淡路大震災記念日 冬土用入
18（木） 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（金） のど自慢の日 空気清浄機の日
20（土） 大寒 二十日正月
21（日） 定休日 初大師・初弘法
22（月） 定休日 ジャズの日 カレーの日
23（火） 電子メールの日 アーモンドの日
24（水） 法律扶助の日
25（木） 中華まんの日 お詫びの日
26（金） コラーゲンの日 文化財防火デー
27（土） 国旗制定記念日 求婚の日
28（日） 大相撲初場所千秋楽
29（月） 定休日 タウン情報の日
30（火） 3 分間電話の日
31（水） 愛妻家の日 皆既月食

D e c e m b e r１（金） 冬の省エネ総点検の日 映画の日
２（土） 全国防災デー 安全カミソリの日
３（日） 福岡国際マラソン 妻の日
４（月） 定休日 人権週間（～12/10）
５（火） 国際ボランティアデー
６（水） 姉の日 音の日
７（木） 大雪 クリスマスツリーの日
８（金） 太平洋戦争開戦の日 御事納め
９（土） 障害者の日 国際腐敗防止デー
10（日） ノーベル賞授賞式 世界人権デー
11（月） 定休日 胃腸の日 国際山岳デー
12（火） バッテリーの日 漢字の日
13（水） 正月事始め すす払い
14（木） 赤穂義士祭・吉良祭 南極の日
15（金） 年賀郵便特別扱い開始
16（土） 紙の記念日 電話の日
17（日） 飛行機の日
18（月） 定休日 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（火） 日本初飛行の日
20（水） 鰤（ぶり）の日
21（木） クロスワードパズルの日
22（金） 冬至 労働組合法制定記念日
23（土） 天皇誕生日 東京タワー完成の日
24（日） クリスマス・イブ 全国高校駅伝
25（月） 定休日 クリスマス スケートの日
26（火） プロ野球誕生の日 ボクシングデー
27（水） 全国高校ラグビー（～1/8）
28（木） 官庁御用納め 身体検査の日
29（金） シャンソンの日
30（土） 全国高校サッカー（～1/8）
31（日） お休み 大晦日 シンデレラデー

★ 胃腸の日 （12月 11日）

日本大衆薬工業協会が 2002

年に制定した記念日。日付は、

「胃に(12)」「いい（11）」の語呂

合わせに由来。クリスマスや忘年

会で胃腸に負担をかけがちにな

るこの季節、食べすぎ、飲みすぎ

にはくれぐれも注意しましょう。
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今月のヘアトピックス
かるなどして、血流を促すことが大切です。乾燥は、髪に直接的なダメージを与えます。髪の水分は通常 10～15％ですが、乾燥によって 10％以下になると表面のキューティクルがはがれやすくなり、髪が傷んでいきます。これは、トリートメントやオイルを活用して保湿することが有効です。室内であれば、加湿器を使うのも良いでしょう。静電気は、特に女性にとっては厄介なものです。長い髪が絡んだりして苦労している方は少なくありません。ただ、静電気は単に髪を絡ませるだけではありません。これも髪表面のキューティクルをはがす原因になります。静電気対策も、オイルや加湿器などが有効です。また、クシやブラシは静電気の発生しにくい木製を使うのがおすすめです。

本格的な冬がやってくると、厳しい寒さに耐えかねて、室内にこもりがちになる方が少なくありません。できるだけ寒さに体をさらしたくないと思うのはごく自然なことです。暑い夏同様、体が苦手とする気候は、髪も同じように苦手とします。冷たい空気が当ることで、髪もダメージを受けてしまうからです。冬場に髪にダメージを与える代表的なものが、冷えと乾燥、そして静電気です。これら３つの大敵を防ぐことが、この季節のヘアケアにとって重要なポイントとなります。肌が冷たい空気に触れると、体温を奪われないようにするため血管が収縮します。ただ、頭皮の血管が収縮してしまうと血流が滞り、毛根に十分栄養が届きません。そうなると、育毛にマイナスとなることは明らかです。帽子をかぶるなどして冷気をブロックするとともに、帰宅後にゆっくりお風呂に浸

冬にやってくる髪の大敵たち

里芋のから揚げ

● ガラクタンタンパク質と炭水化物が結合した物質で、里芋などのヌメリ成分に含まれています。動脈硬化の予防、血圧や悪玉コレステロール値上昇の抑制のほか、脳細胞を活性化させ痴呆を予防する働きもあります。

今回は里芋を使ったから揚げをご紹介。表面はカリッと、中はホクホクに仕上げます。ご飯のおかずやお酒のおつまみはもちろん、冷めてもおいしいので、お弁当にもおすすめです。
★ 材料 （2人分）里芋 300g みりん 大さじ1 しょうゆ 大さじ1 塩 少々おろしニンニク 少々 片栗粉 大さじ3 サラダ油 適量
★ つくり方
1．里芋は皮をむき、鍋に水とともに入れて火を通します（レンジでと熱してもOK）。2．ザルに上げて水気をきり、みりん、しょうゆ、塩、おろしニンニクとともにポリ袋などに入れて揉み、味をつけます。3．片栗粉をまぶし、170℃に熱したサラダ油できつね色になるまで揚げます。

サトイモサトイモは、稲作が行われる前は主食だったとの説もあります。根ではなく地中で育った茎の肥大したものがサトイモで、中心に親芋ができ、周りに子芋が育ちます。独特のヌメリが特徴。カリウムやガラクタンなど、さまざまな栄養素が含まれています。

悲しみと喜びはつながっている。 フィリス・ディラー
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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。



今年も、あっという間に、、、という早いですよね。やりたい事、やらなきずに、直ぐに終わっちゃいます。今ょう～(^^♪ 自分もたくさんありますなきゃいけない事から始めようと思2018年、一人でも多くのお客様いきます。ご意見、ご要望、何でもおっ

カープ、ＣＳ敗退という非常にスッキない結果で、シーズンを終える形になりました。(>_<) あれだけ盛り上がっていに、カープという言葉も聞く事も無に、、、来年の飛躍に期待しましょうサンフレッチェも、調子が上がらず残留するには非常に厳しい状況に。神戸に勝って、残り２試合を残して圏脱出！後はホームで、ＦＣ東京、最終節アウェーで、柏。調子を落としてい東京に勝って、最終節を迎えられるとけど。(~_~;) 何が起こるか解らない圏脱出したという事は、2勝すれば他のチームの結果はあてにせず、2て、気持ち良くＪ１残留を確実なものに目指せ！３連勝！Ｊ１残留！＼(^o^

サンフレッチェ、最後の最後まで、(

来年もよろしくお

最近、プヤしょう競り合い来

ニュースレターに書き忘けたん？」「いくらかかったんって、自分の愛車「デリカいて、何人かのお客様に自分としては、とても快適古い車に乗っているというが、平成８年式、来年22良く売れた車ではありますがじ車を見かける事は少なく車検は、昨年の夏に故障したままエアコンも直して、22～た。̂ _^; 「いつまで、乗るつもり聞かれますが、自分でも正直乗り心地もいいし、便利もいいし四駆だし！飽きのこない(^^♪ 一応、次回、高額な潮時とは、思っているんですがなんですかね～(^_^;) そのるんでしょうね～、覚悟はしていですが、8月に車検を受けたので検まで、気持ち良く乗れる

という感じでしたが、みなさんはいかがでしたかやらなきゃいけない事があるなら、直ぐに実行今からよ～く考え準備して、2018 年 1ます。全部やろうと思うと、結局何にも出来思います。今は、準備をして、2018からスタに、少しでも多くの良い刺激を与える事がでもおっしゃって下さいね。来年もよろしくお

にスッキリしになりまっていたの無く静かう！がらず、Ｊ１何とかして、降格最終節、としているＦＣられるといいらない。降格すれば確実！勝をしなものに！o^)／

(―_―)!!

もよろしくお願いします。<(_ _)>

最近、どの車も純正からインチアップしたサイズになっていて、80タイヤを履く車は無くなってきてるんでしょうね。お陰様で、ヤフオクで、競り合う事も無くブリジストンの良いタイヤをお安く手に入れる事が出来ました。この冬は万全です。(^_^)v

忘れていたら、「車検受かったん？」「何年式？」リカスペースギア」につ聞かれました。(^^ゞ快適な車なので、あまりっているという意識はないのです22年目になります。ますが、最近、流石に同なくなりました。(^^♪したまま放置していた～23 万円かかりましるつもりなん？」とも、正直、全く解りません。もいいし、ディ―ゼルない良い車なんですよ～な修理代がかかる時が、んですが、それが、いつその日は、突然やってくはしているつもりなんけたので、再来年の車れる事を願ってます。(^^)

たか？一年って、本当に実行しないと、何にも出来月 1 日から実行しまし出来ないので、一番やらからスタート！(^O^)／が出来るように頑張ってくお願いします。<(_ _)>

<(_ _)> 今年は、カメムシ、良く目にしました。カメムシが多い年は、雪が良く降るっていうけど、寒い冬になるんですかが～。あ～嫌だ、嫌だ！寒いの大嫌い。(>_<) 先日、洗濯をして、干そうとした時、洗濯物の中からカメムシを発見！＼(◎o◎)／！更に、ビックリしたのは、死んでるだろうと思ったのに、生きてたんですよ～、凄いと思いません？衣類等と一緒に洗濯されたのに生きてるなんて、もう、ビックリ！！でも、流石、カメムシ。しつこさＮＯ１！しぶといですが～今年も、あっという間でしたが、ありがとうございました。来年も、元気に、明るく、そして、楽しくをモットーに、お仕事頑張りますので、よろしくお願いします。


