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確定申告の季節
２月

16日から３月

15日の間に行
うことといえば？自営業者の方
であれば、すぐに「確定申告」と
いう言葉が出てくるかと思いま
す。一方で、サラリーマンや、主
婦、学生、あるいは年金生活をさ

れている方にとってはあまりなじみが
ないかもしれませんね。でも、お金を受
け取ったり、支払ったりして生活してい
る以上、税金と無縁ではいられません。
気付かぬうちに申告漏れになっていた
り、逆に戻ってくるお金があったりする
可能性があります。税金は、支払うべき
ものを忘れると罰則が課されることも
あります。一方で、払いすぎている税金
は、基本的に申告しなければ戻ってきま
せん。ちょっと納得しにくい仕組みでは
ありますが、法律で決まっていることな
ので仕方ありません。「税金なんて面倒
臭い」と思う方も、この機会に一度、ご
自分の１年の収支をチェックしてみて
はいかがでしょうか。
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★ 平昌オリンピック（2月9日～25日）
2月9日から25日まで17日間にわたり、韓国の平昌（ピョンチャン）で第23回冬季オリンピックが行われます。実施されるのは全7競技102種目。90以上の国と地域から6000人以上が参加します。

Ｆ ｅ ｂ ｒ ｕ ａ ｒ ｙ１（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） 平昌オリンピック開幕※
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

M a r c h１（木） 春季全国火災予防運動（～7 日）
２（金） ミニの日 ミニ豚の日
３（土） 上巳の節供・ひな祭り 耳の日
４（日） 雑誌の日 びわ湖毎日マラソン
５（月） 定休日 サンゴの日
６（火） 啓蟄 弟の日
７（水） サウナ健康の日
８（木） 赤ちゃん&こどもカットの日
９（金） 平昌パラリンピック開幕（～3/18）
10（土） 砂糖の日 サボテンの日
11（日） 大相撲三月場所初日
12（月） 定休日 財布の日 スイーツの日
13（火） サンドイッチデー 新撰組の日
14（水） ホワイトデー 円周率の日
15（木） 靴の日 オリーブの日
16（金） 春の高校野球組合せ抽選会
17（土） JR ダイヤ改正
18（日） 定休日 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（月） 定休日 ミュージックの日
20（火） LP レコードの日
21（水） 春分の日・彼岸の中日
22（木） 世界水の日 放送記念日
23（金） 春の高校野球開幕
24（土） 世界結核デー ホスピタリティ・デー
25（日） 大相撲三月場所千秋楽
26（月） 定休日 カチューシャの歌の日
27（火） さくらの日 仏壇の日
28（水） シルクロードの日
29（木） 作業服の日 マリモの日
30（金） プロ野球開幕
31（土） オーケストラの日
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今月のヘアトピックス

ヘアサポート情報紙

増やしたい毛穴、減らしたい毛穴
いるのです。ただ、ここから出た皮脂や老廃物は、除去しないと毛穴そのものの機能を低下させてしまいます。そのためにもケアは欠かせません。毛穴をケアする方法は、頭皮も顔も基本的に変わりません。どちらも、洗剤を使ってやさしく、ていねいに汚れを落としていきます。頭皮の場合は、髪が生えている分、特にていねいに洗う必要があります。シャンプーをする時は、髪の汚れを落とすと同時に、頭皮を洗うことも意識しましょう。爪を立てず、髪の根元をやさしくマッサージしていきます。こうすることで血行も促進され、髪の健康に繋がっていきます。

皆さんご存じのとおり、人の体のほとんどの場所には毛穴があります。なかでも、頭と顔は特に多い部類に入ります。その数は、頭皮が約 10 万、顔が約20万ともいわれています。しかし人は、毛穴を場所によって「増やしたい」と願ったり、「減らしたい」と思ったりします。髪の薄くなった人は、閉じてしまった頭皮の毛穴が恨めしく思えてきます。一方で、特に女性は顔の毛穴を厄介に感じてしまいます。でも残念ながら、毛穴を増やしたり減らしたりすることはできません。言うまでもなく、毛穴は毛を生やすための場所です。でも、その役割はそれだけにとどまりません。ここには、汗腺と皮脂腺があり、汗や皮脂を出しています。汗は体温を調節する上で欠かせません。皮脂は、皮膚の表面を乾燥などから守るために必要です。また、これらには体の老廃物を排出する働きがあるなど、生きていく上で欠かせない役割を持って

甘エビのガーリック炒め

● タンパク質脂質・糖質と並ぶ三大栄養素のひとつ。体づくりに欠かせません。体の約20％を占めており、髪の主成分でもあります。タンパク質が不足すると、肌荒れや髪のパサつきなどを引き起こします。

★ つくり方
1．甘エビは水洗いし、ザルに上げて水気を取り、小麦粉をまぶします。2．ニンニクはみじん切りにします。レモンはくし形に切ります。3．フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて中火にかけ、香りが出たら甘エビを入れ、中に火が通るまで炒めます。4．塩・コショウをふり、皿に盛ってパセリをのせ、レモンを添えます。

★ 材料 （2人分）
甘エビ 12尾 ニンニク 1片 小麦粉 小さじ2 レモン 1/4個オリーブ油 大さじ2 パセリ(みじん切り) 適量 塩・コショウ 適量

甘エビを炒めてつくる香ばしい一品をご紹介。甘エビの旨みとニンニクの風味がマッチします。殻ごとパクッと食べられるのも魅力。お酒のおつまみにぴったりです。

甘エビ北太平洋に生息するエビで、正式には「ホッコクアカエビ」といいます。ピンクに近い鮮やかな色で、ほんのり甘い味わいなのが特徴。タンパク質やミネラルのほか、ビタミンE、タウリンなどさまざまな栄養素が含まれています。

美しい姿は美しい顔に勝り、美しい行いは美しい姿に勝る。 エマーソン

2018 年 2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。



今回は、本当にピンチ！１月末だという１月になって、やっと走り始めためちゃって～(-_-メ) ひどく傷めた来ないし、これ以上傷めたらと思おまけに寒いし、、、(―_―)!! 後間に合うのかなぁ～。どんな練習こんな短期間仕上げ、今まで経験いったい、どれ程苦しい地獄を体験「陸王」の竹内涼真のように、結果は、次号で報告します。

今年の冬は、寒い日が続くので、春う～ん(―_―)!! 思い浮かぶのは、、、ティー？ いいかも！(^^♪ スキーはようかなぁ～、月曜日の夕方から 5友達と合わせるのは難しいので、「今

元旦、とてもいい天気なのに、車はドロドお金を入れて、車のデータを打ち込数年、寒くなるとモーターが弱まってなっている事で、良く起こることだったので摘まんで引っ張り上げたんですが上だんだん焦ってくるし、、、後続の車後続の車が来るまでと、焦りながらどうしよう？？後続に着きそうな車ました。洗車機のバーが、上がったまプル？の視線が自分の方に。(^_^;)ので、良かったら使ってください。」正月休み明けに、早速修理。リビルト当面、修理を必要となりそうな気になるると思っているんですけどね～、あてには

春、待

走り終わった後の清々しさと、ルを楽しみに2月18日瀬野川

だというのに、全くと言っていいほど、走めた矢先、大好きなエアロビクスをしていてめた訳ではないけれど、あまり負荷をかけ思うと、走ることに対して、気が進まなかっ後、残すは20日。練習をしようかなぁ～。迷う事ばかり。経験がないので、本番が本当に恐ろしい。＼体験する事になるんだろう～、(*￣0￣)/気持ち良く走ってみたいなぁ～

春が待ち遠しい～(^^) 冬は、冬の楽しみ方、スキーぐらいしか思い浮かばない。後ーは、駅伝の事もあるので、今年は無理かな5 時間ぐらい、メバル狙いで！鍋パーティ今やってるから、おいでよ～」って、誘ってくれ

はドロドロ！(>_<) あまりにも、目に余るので込んで、窓を閉めようとしたら、途中で止まってる事、窓ガキスに接触するゴムの部分だったので、いつもの事と思い、上がるスピ上がらない。「えっ！」繰り返しても上がらない車がいないからいいけど、来たらどうしようりながら何度も何度も繰り返したんですが、、、一向車が、現れたので、早めに諦め詰められるがったままなので、後続の車の運転手と助手席事情を話して、同じタイプの車だったので。」と伝えました。あ～、ちょっと、恥ずかしかリビルト品を使用して2万円。ちょっと、痛いになる所は、全くないので、しばらくは、あてにはならないんですよね～、ただただ

待ち遠しいなぁ～(^^)

仲間と餃子園で一緒に飲むビー川河川敷を走ります。(^O^)／

走れていないんです。ていて、ふくろはぎを傷をかけるような練習は出まなかったんです～(^_^;)
。＼(~o~)／/ ｵｩｯ!！ こわっ！

方はあると思うんだけど、は、、、夜釣り？、鍋パーかな。夜釣りは、行ってみパーティーは、休みの関係上、ってくれないかなぁ～(^^ゞ

るので、洗車機に！止まって上がらない。ここ部分が硬化して抵抗が大きくがるスピードに合わせて、指でがらない。「え～！」(~_~;)しよう？＼(◎o◎)／！一向に上がらない。(>_<)められる前にと、バックして外れ助手席に座っている夫婦？カッだったので、「お金を入れているずかしかったなぁ～(T_T)い出費！(ToT)/~~~このままドキイブ楽しめただただ、祈るだけ！

毎年、書いてますが、冬は本当に大嫌い。寒いのは、苦手で、、、(~_~;) 今年の寒さは、かなり堪えています～。(>_<) 「春よ来～い！＼(^o^)／」暖か～い春が、待ち遠しいです。(^_^;)1 月ご来店特典の、「日頃の感謝を込めての 5 分間のマッサージサービス！」なかなか好評でした。いつもは出来ないんですけど、いつも感謝してるんですよ。また、夏の暑さに疲れている頃に、サービスさせて頂きますね。楽しみにしていて下さいね。(^^)待ちきれない人は、ヘッドスパを超えた「ヘッドセラピー」1,800円がお勧めです。20分間程度の施術で、自律神経を正常化させるメニューです。勿論、頭皮や毛髪にもいい、スキャルプ的な要素も含まれています。髪を綺麗にして、心身ともに、リフレッシュしてくださいね。!(^^)!

御受けしたお仕事、気も～ち良く、頑張らさせて頂きますよ～(^^♪ 朝早い時は、ちょっと腫れぼったい寝ぼけた顔をしているかもしれませんが、その辺はご勘弁して下さい～(^^ゞ


