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感謝を伝える
３月９日は「サンキューの日」で
す。これは説明するまでもなく、
数字の語呂合わせに由来します。
「ありがとう」と、感謝の気持ち
を伝える日として制定されまし
た。ただ、一般にはそれほど広く

認知されていないようです。「誰に感謝
を伝えたらいいの？」という疑問が出て
くることも、その一因かもしれません。
ある調査によると、感謝の気持ちを一番
伝えたい相手として「親」を挙げた人が
最も多くを占めていたとのことです。で
も実際は、照れくさくてなかなか伝えら
れない人が多いようです。３月は卒業
シーズン。 また、３月 は

11月に次いで結
婚式が多い月でもあります。そうした意
味からも、この月は親に対して感謝の気
持ちを伝えるのに適した時期といえる
でしょう。５月の母の日、６月の父の日
を待たず、３月９日にさりげなく日頃の
感謝の気持ちを伝えてみるのもいいか
もしれませんね。
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Ma r ch１（木） 春季全国火災予防運動（～3/7）
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 サンゴサ日
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） アメリカメジャーリーグ開幕
30（金） プロ野球開幕
31（土） オーケストラの日

A p r i l１（日） エイプリルフール 新会計年度
２（月） 定休日 国際子どもの本の日
３（火） シミ対策の日
４（水） あんぱんの日 どらやきの日
５（木） ヘアカットの日
６（金） 春の全国交通安全運動（～4/15）
７（土） 世界保健デー 労務管理の日
８（日） 花まつり・潅仏会 シワ対策の日
９（月） 定休日 美術展の日 大仏の日
10（火） 女性の日 ヨットの日 駅弁の日
11（水） メートル法公布記念日
12（木） パンの記念日
13（金） 浄水器の日 喫茶店の日
14（土） 椅子の日 パートナーデー
15（日） 定休日 よいこの日 遺言の日
16（月） 定休日 大志を抱く日
17（火） 春土用入 ハローワークの日
18（水） 頭髪の日 （毎月 18 日）
19（木） 食育の日 飼育の日
20（金） 郵政記念日 女子大の日
21（土） 民放の日
22（日） よい夫婦の日 アースデー
23（月） 定休日 地ビールの日 シジミの日
24（火） 植物学の日 秘書の日
25（水） 国連記念日 国際盲導犬の日
26（木） よい風呂の日
27（金） 哲学の日 悪妻の日
28（土） 労働安全衛生世界デー
29（日） 昭和の日 畳の日
30（月） 定休日 振替休日 図書館記念日

★赤ちゃん&こどもカットの日

（3 月 8 日）

赤ちゃん筆センターが 1999 年

に制定した記念日。赤ちゃん・子

どもの専用理容室の存在を PR

する日とされています。 日付は、

。さん（3）」と。ぱつ（8）」（＝散髪）

の語呂合せに由来します。
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今月のヘアトピックス 抜け毛で髪をセルフチェック
のかけ方など、日頃の手入れの仕方に問題があるかもしれません。食生活の偏り、睡眠不足、また髪を乾かさずに寝ているといった生活習慣も大きな要因です。カラーリングやパーマの頻度が多いことも原因になります。何が原因かを考えることで、日常生活そのものの見直しにも繋がります。髪の毛の根元、つまり毛根の部分も重要なチェックポイント。ここが白くふっくらしていれば、とりあえず頭皮は健康だといえます。毛根にふくらみがなく弱々しい毛は、成長途中で抜けてしまったものです。これが多い場合は、脱毛症になっている可能性が高いといえます。生活習慣やケアの方法の見直しはもちろん、場合によっては皮膚科に相談することも検討しましょう。

枕の上、排水口、部屋の床など、髪の毛はどこにでも落ちています。掃除をしても毎日のように目にする毛にうんざりされている方も多いかと思います。人によっては、自分の髪がそれだけ減っているのではないかと不安になる方もいるでしょう。そんな髪の毛を、ときにはチェックしてみてはいかがでしょうか。抜け毛は髪の状態を知る上で重要な情報源になります。まず多くの人が気にしている本数。1 日に抜ける本数はおおよそ 50～100。抜け毛の多い秋になると、200本くらいになる場合もあります。単純に本数だけで髪の状態は測れませんが、極端に増えた場合は頭皮、あるいは体のどこかに異常があるかもしれません。毛先の状態も見てみましょう。特に女性は気にされる方が多いかと思います。枝毛が多い場合は、それだけ髪が傷んでいるということです。ドライヤー

人生は学校である。そこでは幸福より不幸の方が良い教師である。 フリーチェ

菜の花の白あえ

●カルシウム人体に最も多く含まれるミネラルで、大半は骨や歯の成分になっています。骨や歯だけでなく、髪の生育にも欠かせません。また、イライラの抑制など、さまざまな生理作用を発揮します。

菜の花同じ「菜の花」でも、黄色い花を観賞するものや油を採るものは別の品種。食用の菜の花は、若くて柔らかい葉やつぼみをいただきます。各種ビタミンのほか、カルシウム、鉄分などが多く含まれている栄養価の高い食材でもあります。
★ つくり方
１．菜の花は塩を少し入れた熱湯でさっとゆで、水気を切って 2ｃｍの長さに切り、だし醤油をかけて冷まします。２．ボウルに白みそ、練りごま、砂糖を入れて混ぜ、水切りした豆腐を加えてなめらかになるまで混ぜます。３．菜の花を加えて軽くあえます。

★ 材料 （2人分）
菜の花 1束 だし醤油 大さじ1/2 豆腐 1/2丁練りごま 大さじ1 白みそ 大さじ1 砂糖 小さじ1 塩 少々

今回は菜の花を使った春を感じる一品をご紹介。ちょっとほろ苦い味わいでおつまみにぴったりです。練りごまのコクと風味が菜の花のおいしさを引き立てます。
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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。



長かった寒～い、寒～い冬でしたが寒くて、片付かなかった事も山済みになっして、気候のいい春を楽しみましょう暖かくなると、服装も明るいカラーのものも、明るく変えていくといいですよねの方はおっしゃって下さいね。春夏

春めいてきま

いい写真が撮れました～～（*^_レース後だから、緊張から完全ち溢れた、めっちゃいい笑顔をみ

2 月 18海田町駅伝含めた船越4年連続した。(^良く、暖た。みんなでしたが目の出場今までのる、3 分がいましの最高記録ので、みんなからいん？ととても、と思いました表向き、に意義がある味があるんねているからは、仕方っぱりモチベーションいじゃないですか目標持って来年、僕

でしたが、日が暮れるのも遅くなり、やっと春めいてきみになってませんか？早めに片付けて、ょう～(^O^)／ 気候のいい時期って、長くはないるいカラーのものを着る事が多くなってきます。すよね～。お客様に合ったカラーをご提案春夏、カラーを楽しみましょう！（*^_^*）

めいてきましたね～(^^)

_^*）に解放され、安心感に満みんなしてますね。(^_^;)

18 日、第三日曜日、恒例の海田町駅伝に、若いお客様１人を船越 52 歳同級生チームで年連続4回目の出場を果たしま^^♪ 今年は、とても天気暖かい気持ちのよい日でしみんな練習不足だったみたいでしたが、終わってみれば、1 回出場に次ぐ、好記録！中でも、までのチーム最高記録を上回分 50 秒で走ったメンバーがいました。＼(◎o◎)／！今まで最高記録は、自分の記録だったみんなから悔しいんじゃなと、言われましたが、僕は、いい風を吹かしてくれたいました。!(^^)!確かに、「参加し続ける事がある。」それは、それで意があるんだけど、「年々、年を重ねているから、記録が悪くなるの仕方がない。」これじゃ～、やっぱりモチベーションが上がらなじゃないですか～、出る以上はって！、、、ですよ～(^^♪僕が記録を塗り変えます！

めいてきました。(^^♪お花見やドライブなどをくはないですからね。それに合わせて、髪の色させて頂きます。ご希望

今年に入って、耳の中が、痒かったのか、つつく事が多くなって、だんだん荒れてきて、耳の中から汁が出るようになって、、、流石にもうヤバイと思って耳鼻科へ。(~_~;)つつき過ぎていたようで、鼓膜が腫れて、聴力も落ちている状態。(>_<)「これは、かなり良くない状況だよ。ほっておいたら、耳が聞こえなくなるよ！」って、脅されました。＼(◎o◎)／！それは困ると思い、せっせと通院。その度に消毒され、薬を塗って綿花を詰められました。綿花を詰められるとホント聞こえなくて。(*_*; 聞こえない状態を体験、そして実感。(―_―)!!やっぱり不便だし、困るし、本当に気分が悪い。３月中旬には治りそうだけど、結構、時間も医療費もかかったなぁ～＼(~o~)／ 花粉症の影響もあるのかなぁ～耳をつつく事、これからは気をつけよう～っと！(^^)

昨年は、苦戦したＪリーグが開幕しました。いや～、とりあえず良かったですね～。!(^^)! 開幕戦で、良く解説で今年を占う一戦という言葉を使われますが、昨年ほどそれを実感した事はなかったですからね。(^_^;) 得点力があげる為に入団したティーラシンの得点での勝利。結構、攻められていたけど、無失点での勝利。とにかく開幕戦で勝ち点３を取れた事は本当に大きいし良かったと思います。気がかりは、やはり得点力、そして、千葉のケガですが、今、いい流れは、サンフレにあると思うので、一戦一戦、チーム力をあげて、今年は優勝争いに絡んでいってもらいたいです。(^^♪

先日、日本に来て５か月という２０代のベトナムの男性が、来店してくれました。(^^♪今までも、チリ、ブラジル、スイス、モンゴルなどのお客様が、来店してくれた事はあったけれど、今回のようにほとんど日本語が話せないお客様は初めてでした。(^^ゞ直ぐに日本人ではないと思ったので、何処の国の人までは、聞けたんですけどね～、後は、スマホでヘアカタログを見ながら、どんな感じにしたいかを聞き出す事が精一杯。^_^;「自分がしてもらいたいヘアスタイルがあるからここに来た。」って事が、強く感じ取れたので、英語で会話は出来たんだろうと思ったのですが、それよりも、求めているそのヘアスタイルを早く理解して、細かい所までも近づけてあげたいというのがあったので、特に会話は、気にせずに、写真を見ながら、そして、顔の表情を見ながら、そして、簡単な絵を描いて理解し合いながら、楽しく仕事をさせてもらいました。(^^♪帰る時に、笑顔を見せてくれたので、気に入ってもらえたようで、とても嬉しかったです。(^^)また、来てくれるといいんだけど。その時は、もっとコミュニケーションとろうかな。


