お休みカレンダー
・ 営 業 時 間 /
AM8:30
~PM6:30
・定休日/月曜・火曜連休
・パーマ、カラー、カット、
受付時間/ PM5：00 まで

・電話予約/ 0562-48-5658
・メール予約/ info@bs-oz.com

2020 年 6 月 110 号

大府市美容室オズ

号

お客様感謝祭

6 月 1 日～7 月 31 日まで

👈検索 HP

スタッフブログも見てね！更新
中

長い自粛生活が続きましたね！ 「白髪を見るたびに気が滅入っていたけど、若返って元気が出た!」「思いきって来てよか
った!」「髪が綺麗になると気分が良くなる～免疫力が上がる！」などなど、女性にとって年齢関係なくオシャレは必要だと思
います。 長い引きこもり生活は心身ともに辛いものです。 髪を綺麗にし身だしなみを整えることで気分もスッキリします。
また、美容室に来て頂きリフレッシュ出来たと言って頂けることが私達の喜びでもあるのです。 そこで、6 月 1 日から 7 月
31 日まで『お客様感謝祭』を開催させて頂きますので期間中は商品だけでも良いのでご利用ください。

ヘアースタイルの賞味期限って知っていますか？
「なんとなく扱いづらくなってきたな・・・だけどそんなに困るわけでもないし・・・」と、何となく間が空き気づいた時にはすごく伸びていて、
自分でもびっくり！そんな事ってありませんか？ ヘアースタイルが綺麗な形を保っていられるのは、平均で 1 ヶ月～1 ヶ月半と言われ
ています。 美容業界ではこれをヘアースタイルの賞味期限と呼んでいます。スタイルや長さによって差はありますが、1 ヶ月～1 ヶ月半
前後から「髪の毛が伸びてきたな・・・・」「手入れがしにくくなったな・・・・・」などで、跳ねたり手入れに時間がかかるようになってきます。
困りはしないけど老けた感じに見えますよね。 「やっぱり女性だったらいつも綺麗な状態でいたい・・・！」 と思うのが本音ですよね。

◎次回予約には、こんな特典もありますのでおすすめです！
◆自分の予定が決めやすい。
◆時間を無駄にしない。
◆いつも綺麗な状態が維持できる
◆行きたい日に断られない
◆スタンプ特典もあります
◆無料で変更キャンセルができる ※できるだけ変更は、3 日前までにお願いします。

この時期、美容室に行っても大丈夫なの？ と不安な方もいら
っしゃると思いますので、一般の美容室の見解をのべてみます。
美容師は一般の方に比べると衛生管理、消毒に関しての知識を

この（コロナ）時期に美容室へ
行っても大丈夫なの？

（洗脳）叩き込まれております。 専門学校の学科の授業で感染
症予防や、消毒に関しての授業もあり、公衆衛生・環境衛生、感
染症、衛生管理技術、人体の構造及び機能、皮膚科学、美容物
理化学、美容技術理論などを勉強します。 国家資格を持っている
美容師はすべて修得済みです。毎年定期的に、技術講習と併用し
て衛生管理講習会（美容組合加盟店だけ）もあります。今回のコ
ロナ騒動に限らず平常時から店内の衛生管理を心掛けておりますの
で、持病のある方や高齢のお客様にも安心して頂けるよう衛生管理
に努めていますのでご安心ください。

[厚生労働大臣認可安心安全登録店]

梅雨のカビ対策を紹介！ カビを防ぐためにできる方法はコレ！
梅雨時になると、室内のカビに悩まされるという人は多いでしょう。この時期は湿度や温度が高く、
1 年で最もカビが生えやすい時期です。
「カビ対策をして、今年こそカビに悩まされない梅雨にしたい」
と考えている人もいるでしょう。そこで今回は、梅雨時期のカビ対策を紹介します。
◆梅雨にカビが発生しやすい理由や影響◆
梅雨時にカビが生えやすい理由は温度と湿度
カビの胞子は、空気中にたくさん漂っています。ただし、カビは低温で乾燥した場所では繁殖しません。
カビの繁殖に必要なのは、20～30℃の気温と 70%以上の湿度です。梅雨時の気温や湿度は、
まさにカビが生えるのに最適なものになるため、カビが生えやすくなります。
見えにくい場所にカビが生えやすくなる
家の中でカビが生えやすい場所といえば、浴室や洗面所・キッチン・トイレなどの水回りです。
これらの場所は、こまめに掃除をしてカビ対策をしている人も多いでしょう。
しかし、梅雨の時期はクローゼットや押し入れの中、天井やカビの隅、エアコンの中などにもカビが
生えやすくなっています。
カビを放置しておくと健康に悪影響が出る
カビは、成長すると胞子を飛ばします。カビの胞子は目に見えないほど小さく、空気と一緒に体内に入
り込むこともあるでしょう。その結果、ぜんそくやハウスダストアレルギーを発症することもあります。
ホコリっぽく湿度が高くなりやすい場所に注意する
カビは、前述した湿度や温度のほかに、ホコリや石けんカスなど栄養源がある場所に繁殖します。
ですから、クローゼットや押し入れの中・布団やマットレス・タタミなど、温度や湿度が高くなり、なお
かつカビの栄養分が豊富な場所は、梅雨の時期にカビが生えやすくなるでしょう。
◆梅雨のカビ対策◆
基本は低温と低湿度
カビは、20℃以下で湿度が 70%を下回ると生えにくくなります。家の中を 20℃前後にして低湿度に
保ちましょう。エアコンのドライ機能や除湿機、除湿剤などを利用してください。
掃除をこまめにする
カビの栄養源はホコリや石けんカス、皮膚のかけらなどです。掃除をこまめにし、汚れを取り除き
ましょう。なお、エアコンは内部の掃除が難しいので業者に依頼するのも 1 つの方法です。
◆カビ予防の方法◆
押し入れやクローゼットは風を通す
押し入れやクローゼットは、定期的に風を通しましょう。扉を開けて扇風機で風を送ったり、
エアコンをドライで運転したりします。また、収納物をぎゅうぎゅうに詰めこまず、3 割ほどの空きを
持たせてください。
エアコンをドライ運転する
湿度が高い日はエアコンをドライ運転すると除湿ができます。湿度の高い日はエアコンをドライ運転に
切り替えましょう。また、エアコンを運転させた後、1 時間ほど送風でさらに運転しておくと、エアコ
ン内部のカビを予防できます。
梅雨時は家中をこまめに点検する
梅雨の時期は、家中をこまめに点検し、カビが生えてないかどうかを確認しましょう。
靴箱の中や、窓枠なども定期的にチェックするといいでしょう。

めざせ！健康診断オール A！ 健康診断に向けて気をつけておきたいこと
多くの方が年に一度は、健康診断を受けられますよね。みなさんは、健康診断を受ける前に準備は
されますか？健康診断も事前の準備、つまり「生活習慣の見直し」が大切です。
あなた自身と大切なご家族の将来のため、そして仕事や大好きな趣味を続けるためにも、健康は大切
な財産です。失ってからその重要性に気づくことのないよう、日頃からからだのメンテナンスを怠ら
ないようにしましょう。

健康診断前に気をつけたいこと
血中脂質
・主食やアルコールの摂り過ぎを控える

・丼物など単品やファストフードを控える

・外食は野菜料理のある定食を選ぶ

・揚げ物や肉の脂身は控える

・適度な運動を行う
血圧
・減塩は大切なポイント！

・生野菜を多めに摂る

・十分な睡眠と休養でリラックスを！

・血圧測定の前は、深呼吸を 2，3 回繰り返す

肝機能検査
・健診前 2～3 日は休肝日に

・油っこいものは控える

・大豆製品や魚など、良質なたんぱく質を摂る
血糖
・食事は欠食なく朝昼夕 1 日 3 食食べる

・野菜から順番に食べる

・食べ過ぎを控える

・食後に軽めの運動を！

健康診断でいちばん多い所見は？
健康診断ではたくさんの検査を行いますが、所見で最も多い項目は、
血中脂質、続いて血圧、肝機能検査、血糖となっています。
（所見あり：健康診断などの結果、何らかの異常が認められたことをいい、
通常、要経過観察や要再検査、要治療などの判定がある）
最も所見の多い血中脂質は、血液中の中性脂肪や
LDL コレステロール（悪玉）が多い場合、
また HDL コレステロール(善玉)が少ない場合に、
「脂質異常症」と判定されます。
この血中脂質や、血圧・血糖の異常は、内臓脂肪の蓄積が
原因になる場合もあります。
それぞれが軽症でも、複数重なれば、より動脈硬化が
進みやすいので注意が必要なのです。
そのため、内臓脂肪の蓄積（腹囲）と、血中脂質・血圧・血糖は、
「メタボリックシンドローム」判定の指標となっています。
健康診断は年に一度のからだの通信簿。できればオール A で乗り切りたいものですよね。
直前でも取り組めるポイントご紹介しましたが、一年を通して日常生活に気をつけ、良い生活習慣を
心がけることが最も大切！ぜひ今日からできる健康習慣改善に取組んでいただきたいと思います。

梅雨の語源は、温度が高く黴（かび）が生えやすい時期で「黴雨（ばいう）」と言わ
れたが「梅雨」に転じたとか、梅の実が熟す頃だからなどの説があります。

【牡羊座】
ラッキーカラー
ピンク
ラッキーアイテム
プリンター

負けず嫌いが仇となって、痛恨のミスで自己
嫌悪に陥るかも。モチベーションが下がると
運気も下がります。すぎたことをあまり気に
せず、後の成功につなげるようポジティブに
考え方を変えることで運気が上がりますよ。

【蟹座】
ラッキーカラー
黄色
ラッキーアイテム
掃除機
ちょっとした事に気を配ると予想以上に好
感度がアップします。何気なく見すごしてい
た事に注意してみると、意外な真実に気づけ
るでしょう。忘れていたとこを掃除したり、
普段あまり話さない人にも声をかけてみて。

【天秤座】
ラッキーカラー
シルバー
ラッキーアイテム
鏡
Do
好きな人からの好感度を上げたいあまり無
理をしてしまいそう。無理をすると疲れて、
長続きしません。自分らしく自然体でいれ
ば、おのずとお互いに引き合います。フィー
リングを大切にすると開運に向かいます。

【山羊座】
ラッキーカラー
ベージュ
ラッキーアイテム
シャーペン

チャレンジ精神を持ち努力を続けることで
達成感を得られます。今まで積み上げてきた
ものの結果が見えるでしょう。自分では気づ
かなくても、知らず知らずのうちに周囲から
頑張りを認められそう。

【牡牛座】
ラッキーカラー
ダークブラウン
ラッキーアイテム
スニーカー

パワーにあふれた生命力を感じ、生き方を見
直すことになるかも。ペットや小さな子ど
も、小鳥のさえずりに耳を傾け、純粋無垢な
気持ちになることでパワーをもらえます。今
まで描いてきた人生設計を思い出してみて。

【獅子座】
ラッキーカラー
オレンジ
ラッキーアイテム
手紙

自分に自信が持てず、何事においてもやる気
が起きなくなりそう。本当に信頼できる人に
悩みを打ち明けてみて。良いアドバイスがも
らえたり、話すだけでもスッキリします。日
記やメモ帳に悩みを書いても良いでしょう。

【蠍座】
ラッキーカラー
紫
ラッキーアイテム
万年筆

絶好調の運気の波に乗り、活動的に過ごせそ
う。新しいことを始めると素敵な発見やご縁
に結びつきます。外出の予定がなくても、ア
ンテナを張っておきましょう。あなたにとっ
て、宝物と呼べるものがみつかるはず。

【水瓶座】
ラッキーカラー
黒
ラッキーアイテム
雑誌

仕事でも対人面でも、さまざまな変化のせい
で不安定になるかも。周囲と良い関係を築こ
うと、できるだけポジティブに振る舞うこと
で自然と状況が好転。心も体も調子が良くな
るでしょう。活発に行動すると運気アップ。

【双子座】
ラッキーカラー
青
ラッキーアイテム
フルーツ

あまり気分が乗らず、何をしてもダラダラし
てはかどらないかも。ため息をつくたびに運
気が下がってしまいます。まずは窓を開けて
大きく深呼吸。酸素を取り込んでみると、ど
んどん運気が良くなってやる気が出るはず。

【乙女座】
ラッキーカラー
赤
ラッキーアイテム
自転車

自信がなくてできなかったことに着手する
チャンスがありそう。勇気を出して、苦手だ
と思っていた事にも挑戦してみて。これから
の自分の生き方や物の考え方に、必ず役に立
つでしょう。大きく前進するチャンスです。

【射手座】
ラッキーカラー
白
ラッキーアイテム
コーヒーカップ

働きかけを待つのではなく、みずから率先し
て行動を起こすことが幸運につながります。
堅いクルミを割るような気持ちで、結果のこ
とは気にせず、まずは勇気を出してみましょ
う。ポジティブさや自信を得られます。

【魚座】
ラッキーカラー
黄緑
ラッキーアイテム
花束

日常的な習慣や、行動を通じてステキな出来
事に遭遇するかも。例えばいつものコーヒー
に別のフレーバーを足して SNS に感想をア
ップしてみるなど。自信を持って行動するこ
とで、運気も上昇して良い日になります。

レ シ ピ

お好み焼きとご飯を一緒に食べたような一品。
まわりのご飯がカリッと香ばしく焼けておいしいです。

材料（2 人分）
<具材>
ご飯(炊きたて) … 茶碗 1 杯分
キャベツ(みじん切り) …
ツナ(缶) …

1/8 個分

60g

ピザ用チーズ …

40g

顆粒だしの素 … 小さじ 1/4
卵

… 2個

サラダ油 … 大さじ 2
<仕上げソース>
トンカツソース … 適量
マヨネーズ … 適量
かつお節 … 2～3g
青のり … 適量

作り方

1

ボウルに卵を溶きほぐし、＜具材＞の材料を加えて混ぜ合わせる。

2

フライパンにサラダ油の半量を入れて中火にかけ、(1)の半量を
丸い形になるようにのせ、フライパンに蓋をして両面こんがりと焼く。

3

同様にもうひとつ作り、器に盛って＜仕上げソース＞の材料を
お好みでかける。

このレシピのポイント・コツ
ツナは汁ごと使って OK です。

