４月

５月

A p r i l

M a ｙ

１（日）

エイプリルフール 新会計年度

１（火）

メーデー 語彙の日 扇の日

２（月）

定休日 国際子どもの本の日

２（水）

八十八夜 緑茶の日

３（火）

シミ対策の日

３（木）

憲法記念日 世界報道自由デー

４（水）

あんぱんの日 どらやきの日

４（金）

みどりの日 名刺の日

５（木）

ヘアカットの日※

５（土）

こどもの日 立夏 薬の日

６（金）

春の全国交通安全運動（～4/15）

６（日）

ゴムの日 コロッケの日

７（土）

世界保健デー 労務管理の日

７（月）

定休日 博士の日 粉の日

８（日）

花まつり・潅仏会 シワ対策の日

８（火）

カンヌ国際映画祭（仏・～5/19）

９（月）

定休日 美術展の日 大仏の日

９（水）

呼吸の日 メイクの日 告白の日

10（火）

女性の日 ヨットの日 駅弁の日

10（木）

11（水）

メートル法公布記念日

12（木）

ヘアサポート情報紙

2018 年 4 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。

今月のヘアトピックス

時代とともに変わるヘアカラー

ヘアスタイルの流行は時代とともに変化します

がりを見せました。かつては「不良」のイメージを

愛鳥の日（バードウィーク～5/16）

が、ヘアカラーの流行も同様に時代を反映して変

持たれがちだったカラーリングは、一般的なおしゃ

11（金）

長良川の鵜飼い開き

わっていきます。白くなった髪を黒く染める、いわ

れとして認知されるようになりました。

パンの記念日

12（土）

看護の日 アセロラの日

ゆる白髪染めは古くから行われていましたが、髪を

13（金）

浄水器の日 喫茶店の日

13（日）

母の日 大相撲五月場所初日

明るくするという意味でのヘアカラー、すなわちお

これは、黒髪の美しさを強調したシャンプーが登場

14（土）

椅子の日 パートナーデー

14（月）

定休日 温度計の日

しゃれ染めが日本で行われるようになったのは

したことや、髪の傷みに対する関心の高まりなども

15（日）

定休日 よいこの日 遺言の日

15（火）

ヨーグルトの日 国際家族デー

1960 年代以降になります。

背景にあるようです。

16（月）

定休日 大志を抱く日

16（水）

旅の日

17（火）

春土用入 ハローワークの日

17（木）

18（水）

頭髪の日 （毎月 18 日）

19（木）

2000 年代に入ると、再び黒髪が増えていきます。

70 年代頃から、家庭でも使えるヘアカラー剤が普

そして、近年人気が高まっているのが「暗髪（く

世界高血圧デー

及するようになりました。女性を中心に、髪に明る

らがみ）
」と呼ばれる色です。文字通り暗い色を指し

18（金）

頭髪の日 （毎月 18 日）

さを求める人が増えていきます。ただ、今に比べる

ますが、黒髪よりもやや明るいトーンになります。

食育の日 飼育の日

19（土）

ボクシング記念日

と種類も少なく、若者の中には、オキシドールなど

茶髪よりも落ち着きがあり、黒髪ほど重く見えない

20（金）

郵政記念日 女子大の日

20（日）

定休日 森林の日

で脱色を試みる人もいました。80 年代に入ってもそ

という特徴がありま

21（土）

民放の日

21（月）

定休日 家内労働旬間（～5/31）

22（日）

よい夫婦の日 アースデー

22（火）

サイクリングの日

うした傾向が続きます。 80 年代後半のバブル期に

す。今年の春も、女性

23（月）

定休日 地ビールの日 シジミの日

23（水）

キスの日 ラブレターの日

なると、黒髪が見直されるようになります。しかし、

を中心に暗髪の人を多

24（火）

植物学の日 秘書の日

24（木）

ゴルフ場記念日 伊達巻の日

バブル崩壊後の 90 年代は、再び髪を明るくするこ

く目にすることになり

25（水）

国連記念日 国際盲導犬の日

25（金）

主婦休みの日 アフリカデー

とが流行するようになります。歌手の安室奈美恵さ

そうです。

26（木）

よい風呂の日

26（土）

ル・マンの日 ラッキーゾーンの日

め、明治 5 年のこの日、当時の東京

27（金）

哲学の日 悪妻の日

27（日）

大相撲五月場所千秋楽

府が女子の断髪禁止令を公布しまし

28（土）

労働安全衛生世界デー

28（月）

定休日 花火の日 ゴルフ記念日

29（日）

昭和の日 畳の日

29（火）

プロ野球セ・パ交流戦（～6/17）

30（月）

定休日 振替休日 図書館記念日

30（水）

サッカーキリンチャレンジカップ

31（木）

世界禁煙デー

★ ヘアカットの日 （4 月 5 日）
明治時代のはじめ、女性が男性をま
ねて好んで髪を切るようになったた

た。女性たちがこれに反発したこと
にちなんで「ヘアカットの日」が生
まれました。

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。

営業時間外でのご利用、ご相談下さい。

ごぼうと牛肉のパスタ
今回は旬の新ごぼうを使ったパスタをご紹介。ごぼうと合わせるのは、
相性バッチリの牛肉。シンプルな味付けで、素材の旨みが引き立ちます。

★ 材料 （2 人分）

出会いの季節に

広島市安芸区船越 2 丁目 42－12

４月は、別名「卯月（うづき）」
といいます。この言葉は、旧暦の
４月が卯の花（うのはな）が咲く
時期にあたることに由来します。
ただ、卯の花というと、多くの方
が料理をイメージするのではな
いでしょうか。ご存じの通り、卯の花は
おからの別名でもあります。おもに関東
でそう呼ばれます。その名の元になって
いる実際の卯の花は、空木（ウツギ）と
いうのが本来の和名です。白く小さな花
が密集した状態で咲きます。その様子か
ら、おからの別名として使われるように
なりました。花言葉は「秘密」。新年度
の始まりにはちょっとふさわしくない
言葉かもしれませんね。ただ、これ以外
にも「古風」「風情」あるいは「謙虚」
といった花言葉があります。こちらであ
ればイメージも良さそうです。４月は出
会いの季節。謙虚な姿勢を持ちながら、
気持ちよく新しい人間関係を築いてい
きたいですね。

ヘアーサロンふじはら

んらがその火付け役となり、女性を中心に大きな広

はーふたいむ 2018.4

スパゲッティ 160ｇ 牛肉(薄切り) 100ｇ ごぼう 1/2 本
ニ
ンニク 1 片 赤唐辛子(刻み) 1 本 オリーブ油 大さじ 1 塩 少々
黒コショウ 少々

ゴボウ
市場にはほぼ 1 年中出回っていますが、この
時期旬を迎えるのは「新ごぼう」
「春ごぼう」
と呼ばれる品種。香りが良くやわらかい
ことが特徴です。食物繊維のほか、
各種ビタミンやミネラル
などが含まれています。

醤油 大さじ 1

★ つくり方

● 食物繊維

1．牛肉はひと口大に切り、ニンニクは薄切りにします。ごぼうは水洗いし、
斜め薄切りにして水にさらし、ザルに上げて水気を切ります。
2．スパゲッティは、熱湯に塩を入れ通常より 1 分短くゆでザルに上げます。
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、赤唐辛子、
牛肉、ごぼう、スパゲッティを順に加えて炒め合わせ、塩、黒コショウ、
醤油で味を調えます。

食物繊維は腸内環境を整える働きを持ち、便
秘の解消に役立ちます。また、コレステロー
ルや中性脂肪の値を低下させるので、皮脂の
過剰分泌が抑えられ、頭皮の健康状態改善に
も繋がります。

はーふたいむ 2018.4

整った服装は美辞にまさる。

デンマークのことわざ

春ですね～＼(^o^)／
寒かった冬も終わり、すっかり春になりました。＼(^o^)／ お花見、行かれましたか？お花見ってい
いですよね～、青空の下、綺麗で華やかなピンク色の桜の下で、家族や楽しい仲間と、美味しいもの
食べたり、お酒を飲んだり、楽しい会話をしたり。(^^♪ こういう時しか、昼間から外でお酒を飲む
機会ってないから、テンションも上がりますよね～!(^^)! ただ、昼間にアルコールを飲むと、何故
か頭が痛くなるんですよ～(>_<) それって、もしかして僕だけですか？ ^_^;
今回、早く伝えたい新しい情報やメニューが多くて、
「はーふたいむ」の営業色が濃くなっちゃいました。(^^ゞ

今年、初めてご来店されたお客様がいらっしゃいまして、その時、当店一番のオススメ、
「ハ
リコシカラー」もさせて頂きました。お帰りなる時、「もっと早く、この店知っていれば良
かった～、たぶん、今年の４月、転勤になるんだよね。」と言われました。内容に満足して
頂いた事、とても嬉しかったのですが、
、、転勤という言葉を聞いて非常に残念に思ってまし
た。ところが、東京へ家族で引っ越す予定が単身赴任に。会社で、月に２度自宅に帰る費用
をみてもらえるとの事。そして、何と、半年染め放題のハリコシ会員になってもらえました。
(^^♪ いや～、とても嬉しかったです。こちらでの時間、家族にとってとても貴重な時間だ
と思います。その時間を使って、来て下さる訳です。いい仕事をさせてもらいますよ～(^^)/
そして、時間外労働も惜しみませんよ。ご期待に添えるよう頑張りますので、何でもご相談
して頂けたらと思っております。（*^_^*）

ヒゲが好きな人も、おられるとは思いますが、ヒゲが無ければいいのにと、お悩みの方もおられると
思います。理由として、ヒゲを伸ばす気が無いので邪魔。朝、ヒゲを剃るのに時間がかかる。夕方、
ヒゲが伸びて気になる。ヒゲが綺麗に剃れない。首まであって大変。剃った後、ヒリヒリするのが嫌。
肌がスベスベになりたい。ヒゲが無い方が印象がいいと感じる。ヒゲが無い方が女性に好感が持たれ
ると感じる。ヒゲが無い方が若く見られる。ヒゲが無い方が清潔感がある。ヒゲによって黒ずんだ肌
が嫌。このような悩みを解決するには「ヒゲ脱毛」というものがあります。一般的には、ＴＢＣなど
のエステサロンでされていますが、男性にとっては、興味はあっても、敷居が高過ぎて行き辛く、現
実味として感じる事が出来ない「ヒゲ脱毛」だと思います。そこで、身近に感じられて、現実味のあ
る「ヒゲ脱毛」にする為に、当店で、メニュー化を目指しています。お客様が安心してして頂ける最
新の脱毛機は、高額です。助成金の申請をするつもりです。そこで、導入を心待ちにされているお客
様にお願いがあります。当店で、「ヒゲ脱毛」をメニュー化する事に対しての期待や思いなどを文章
にしてくれませんか？お客様一人一人の思いが、審査員の心に届いてくれる事に期待したいのです。
一人でも多くの声を届けたいと考えています。締め切りは 5 月 10 日まで！是非、ご協力よろしく
お願いします。実現させましょう！(^O^)／

やはり、不安適中～^_^; 開幕してリーグ戦 3 連勝！ルヴァンカップ 2 連勝で迎えたこの一戦。ル
ヴァンカップでは、リーグ戦には出場していないＦＷの工藤と、渡の得点で勝利しているが、リー
グ戦で、ＦＷが得点したのは、開幕戦でのティーラシンの 1 得点のみ。昨年、得点力が無かった
為、オフにＦＷを補強。勝利している事で、改善されたかのように見えるが、ジュビロ戦を見て、
全く改善されてはいないように感じました。前線にボールが渡っても、点が取れるような感じが全
くしない。昨年同様全く面白くない試合、押され気味で、負けていても仕方が無いような試合でし
た。やっぱり、
「ＦＷが点を取って勝利する」というのが一番！このままでは、得点出来ないＦＷ
が、焦り、迷い、得点出来ないＦＷにパスを出すＭＦが、得点させてやりたいという思いが強くな
って、焦り、迷い、ＤＦは失点してはいけないというプレッシャー。徐々にチームのバランスが崩
れて、勝てない状態に陥るようになる。こういう時には、ドリブラーによるチャンスメイクが一番！
1 人では潰されるので、ドリブルで切り込める柏、柴崎、工藤、森島を前線に入れて、何度もチャ
レンジさせて、チャンスを作り出して得点に繋げる試合をして欲しいなぁ～＼(^o^)／ 守備が安定
している間に、ＦＷによる得点力アップさせて、ワクワクする試合見たいですね～(^^♪

朗報！

今まで、白髪染めで、かぶれるお客様には、ヘナ 100％、カラートリートメント、マニキュア、マ
ロンなどのメニューをオススメしてきましたが、欠点も多く、全てにおいて、満足させるレベルの
メニューでは、ありませんでしたが、第 5 世代のカラー「輝髪ザクロペインター」期待出来ます。
(^○^) まず、かぶれる要素であるジアミンが入っていない事。根元まで、しっかり染める事ができ、
地肌についても染まりません。退色は無いとは言えませんが、普通のカラーと同様にもちます。色
味は、ウォームブラウン、イエローブラウン、ナチュラルブラックがあり、混ぜ合わせる事で、ほ
ぼお客様の好みの色を作りだす事が可能です。脱色剤は入っていないので、髪を明るくする事は出
来ませんが、傷める事がないので、安心して短いサイクルでも染める事が出来ます。

革新的なウェ―ブ形状が実現！根元から毛先まで、大きくて均一なリッジ感の強い理想的なカールを
形成する事が可能になりました。トップのボリュームが欲しくてパーマをするけど、直ぐにダメにな
る。そういう方に特にお勧めのパーマシステム「エウレカ」！近未来のロッドを使用し、従来のロッ
ドでは出来なかった根元からの立ち上がりや強いリッジ感のあるカールを形成するので、安定したボ
リュームと、パーマのもちが良くなりました。

