
１月 ２月

スポーツの冬
２０１８年に予定されている大
きなイベントとしてまず思い浮
かぶのは、やはり平昌（ピョン
チャン）オリンピックですよね。
２月９日から

16日間にわたって
熱戦が繰り広げられます。メダル

獲得が期待される日本人選手も多く出
場するこの大会を心待ちにされている
方も多いでしょう。この時期はウィン
タースポーツに注目が集まりがちでは
ありますが、１月は他のスポーツでも注
目の大会が目白押しです。元旦の全日本
実業団駅伝、サッカー天皇杯決勝。続い
て箱根駅伝、さらにはバスケットボール
やラグビーの日本一を決める試合もあ
ります。サッカーやラグビーの高校日本
一を決める試合、テニス全豪オープン、
大相撲などもチェックしたいところで
す。テレビ中継されるものも少なくあり
ません。年の初めにスポーツを観戦し、
新たな感動や発見を楽しむというのも
いいかもしれませんね。
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★ 皆既月食 （1月 31日）
皆既月食とは、月のすべての部分が地球の影にかかる現象。この日、日本全国で皆既月食の全過程を見ることができます。21 時前から満月が欠け始め、皆既食を経て、24 時過ぎに元の満月に戻ります。

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※

Ｆｅｂｒｕａｒｂ１（木） プロ野球キャンプイン ニオイの日
２（金） ツインテールの日 夫婦の日
３（土） 節分 大豆の日 乳酸菌の日
４（日） 立春 西の日 世界対がんデー
５（月） 定休日 笑顔の日 双子の日
６（火） ブログの日 抹茶の日 海苔の日
７（水） フナの日
８（木） つばきの日 郵便マークの日
９（金） 平昌オリンピック（韓国・～2/9）
10（土） 左利きの日 ふとんの日
11（日） 建国記念の日 仁丹の日
12（月） 定休日 レトルトカレーの日
13（火） 苗字布告記念日 NISA の日
14（水） 聖バレンタインデー ネクタイの日
15（木） 春一番名付けの日
16（金） 確定申告（～3/15）
17（土） スーパーラグビー開幕
18（日） 定休日 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（月） 定休日 プロレスの日 天地の日
20（火） アレルギーの日 歌舞伎の日
21（水） 国際母語デー 漱石の日
22（木） 猫の日 おでんの日
23（金） 富士山の日 妊婦さんの日
24（土） サッカーＪ１開幕
25（日） 東京マラソン 夕刊紙の日
26（月） 定休日 パナマ運河開通記念日
27（火） 冬の恋人の日 女性雑誌の日
28（水） ビスケットの日
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今月のヘアトピックス
７．牛に毛をくっつけたら、髪をとかす道具に変わってしまいました。なぜでしょう？
８．家族で外出していたら、突然雨が降ってきました。誰も傘を持っていなかったので、みんな髪の毛がびしょ濡れになってしまいました。でも、なぜかお父さんだけは濡れていません。どうしてでしょう？

今回は、髪をテーマにしたなぞなぞです。ご家族みなさんでお楽しみください。
１．頭のいい子がよく通う店があります。それはどこでしょう？
２．髪を伸ばすことが禁止されている職業は何でしょう？
３．登板前に必ずシャンプーをするピッチャーがいます。どんなピッチャーでしょうか？
４．電話で話していたら、なぜか髪の毛が痛くなってきました。なぜでしょう？
５．おばあさんの髪に白い蝶（ちょう）のような虫がついていました。それは何でしょう？
６．頭を洗ってほしいと頼んだら、何度も殴られました。どうしてでしょう？

迎春！髪にちなんだ なぞなぞ８選

【答え】１．理髪店（利発 ＝賢いこと）２．警官（毛いかん）３．先発ピッチャー（洗髪）４．携帯電話だったから（毛痛い）５．白髪（しらガ）６．「洗髪（1000発）お願いします」と言ったから７．USHI（牛）＋K（毛）＝KUSHI（くし）８．お父さんの頭には髪がなかったから

白菜とベーコンのスープ

● ビタミンＣ老化の原因になる活性酸素を抑える働きを持っています。コラーゲンの生成を助けるので、皮膚・粘膜の強化や、疲労回復に役立ちます。体外に出やすい栄養素でもあるため、日常的に補給することが大切です。

ハクサイ冬野菜の代表格として知られ、寒い季節の食卓によく登場します。シャキッとした食感とクセのない味わいが特徴。水分の多い野菜ですが、ビタミンＣをはじめ、カリウムやマグネシウムなど、さまざまな栄養素が含まれています。

★ つくり方
1．白菜は食べやすい大きさに、ベーコンは幅2cmに切ります。2．鍋に水とコンソメを入れて煮立て、白菜とベーコンを入れます。3．再度煮立ったら中火にしてアクを取り、4～5分煮ます。4．白菜が柔らかくなったら火を止め、塩・コショウで味を調えます。

★ 材料 （2人分）
白菜 2枚 ベーコン 2枚 固形コンソメ 2個 水 600cc塩・コショウ 少々

今回は旬の白菜を使うあったかメニューをご紹介。やわらかくて甘みのある白菜と、旨みのあるベーコンがマッチします。寒い日の食卓にぴったり。朝食のメニューにもおすすめです。

覚えていて悲しむより、忘れて笑うほうがずっとましだ。 クリスティーナ・ロセッティ
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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。



2018、始まりました～(^^♪ 年末れてるという方も多いかと思いますがスタートをきりましょう！例年に比をして、インフルエンザ、風邪には

サンフレッチェ、良かったですね～いろいろな人に、「もう、無理よ！」Ｊ２じゃろ！」何度も何度も、言われまた。(^_^;) 「まだ、解らんよ～、サッカーは何が起こるか解らんのじゃけ～」あ～、信じて良かった～、厳しい残り試合ではあったけど、何とかギリギリ、Ｊ１に残ってくれました。新監督の元、新生サンチェ、今年はどういう試合を見せてくれるのか。昨年は、見ていても、面白くない試合ばかりだったので、いい試合を多く見たいですね。上位チームでの争いで、ラドキドキするような試合を楽しみています。カープは、凄い盛り上がりの中
2年連続で、悔しい思いをしましたね。年は、3度目の正直、確実にリーグ制して、日本一を実現してもらいたいです。

サンフレッチェ！ばんざーい！＼(^o

今年もよろ

「か見せして公表グ、ショックシャツの
写真は何度撮ても結果じ。老けたなぁ嫌だ嫌だ

いや～、今回は走り始め、全ていい訳になるけど、秋っかけを失い、10月末に月イマイチ調子が悪く走月は急に寒くなって、、、全いや～、間に合うかなぁ～。上がる事は期待できませんしくなく、気持ち良く走れるるんです。距離は1㎞。「多くの人がそう思うと思1㎞。されど、1㎞。」なんです短いだけに、スピード、持続力される距離なんです。まともにに苦しく地獄を見る距離ですかね。頑張れば、必ずオーバり、後半は、苦しく、そしてもがきながら動かして、這ルを目指すって、感じなんでけで、ぞーっとします。(しても、結局は地獄を見るんですが出来ていれば、苦しむ時間るかなぁ～、っていう事です張ってみて、3月 vol.45頑張るぞ！

年末年始、如何お過ごしになられましたか？いますが、「一年はあっという間！」早めに体調比べて、寒い日が多いようなので、疲れをには気をつけましょう！今年もよろしくお願

すね～(^^♪「もう、言われましサッカー」あ～、合ではあ１に残って新生サンフレッてくれる白くない試多く見たハラハな試合を楽しみにしり上がりの中、したね。今実にリーグ制覇をいです。

o^)／

ろしくお願いします。<(_ _)>

いや～、これってヤバくないです？ヤバいですよね～、おなか！」おせしたくなかった写真ですが、あえ公表。お恥ずかしい～(^_^;)ランニン、腹筋を怠った結果なんでしょう～ショック～(>_<) 戒めにして、夏にはＴシャツの似合う身体に！<(｀^´)>
は、正直。撮り直し結果は同しかし、けたなぁ～嫌だ嫌だ～～

出遅れました～(~_~;)秋は、雨が多く走るきに風邪をひいて、一ヵ走る気が起こらず、12全ていい訳です。(>_<)～。モチベーションが、ん。当日、少しでも苦れる事を望んで練習すえっ！たった1㎞！」うのですが、「たかが、なんですよ。^_^;持続力、持久力が要求まともに頑張れば、非常距離と言えば解りやすいずオーバーペースになそして、動かない身体を這うように自分のゴーじなんです。今、考えただ(~_~;) まあ～どっちにるんですが、いい練習時間が少しでも短くなです。とりあえず、頑5で、ご報告しますね。

？ 暴飲暴食で、胃腸が疲体調を平常に戻して、いいれを溜めないように健康管理願いします。<(_ _)>

<(_ _)>

おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。<(_ _)> あ～、またまたまたまた・・・年を取っちゃいました～(^^ゞ「元気で正月を迎えることが出来る。」これほど幸せな事はないので、年をとっていくことは、あまり考えないようにしましょう！（*^_^*）年末年始は、5日間のお休み。美味しいものを食べて、大好きなパチンコをして、リフレッシュ！＼(^o^)／充電もバッチリ！今年もバリバリ働きますよ～!(^^)!年始より、メニュー単価が、4,000 円を超えたお客様に左の抽選券を進呈します。この機会いに是非サイドメニューをしてみて下さいね。お手頃なオススメメニューは、セラミド・マミサージ＆パミク 500円白髪ぼかし 1,600円～2,100円まつ毛パーマ 2,000円ヘミドセラピー 1,800円勿論、パーマ、カラー大歓迎です！パーマは、オシャレなヘアースタイルを作る手段だけではなく、トップのボリュームを出したり、手ぐしだけで、セットし易くしたり、お客様の悩みを解消する手段でもあるんですよ。（*^_^*）


