お休みカレンダー
・営業時間/ AM8:30 ~PM6:00
・受付時間/

PM5︓00 まで

・定休⽇/ ⽉曜・⽕曜連休

・電話予約/ 0562-48-5658
2021 年 5 ⽉ 121 号

・メール予約/ホームページから予約
⼤府市美容室オズ

どちらの⽅がお客様にとって良いのか迷っていました。

検索 HP

スタッフブログも更新中︕

次回予約を頂いて、準備をしっかりしてお客様をお迎えした⽅が良いのか︖ お客様の好きな時間に来てもらって、お客様をお
迎えした⽅が良いのか迷っていました。 どちらの⽅がお客様に良いのか迷っていました。 昨年はコロナ渦の中で、蜜を避けるた
めにも次回予約をお願いしていました。お陰様で現在は 98％まで次回予約を頂けています。予約をして頂いて、どうでしたかと
聞いてみると、計画が⽴てやすくて便利。 都合の良い時間に予約が取れる。 待たなくても良いなどのお話を聞きます。 現在
では 3 ヶ⽉〜半年先までのご予約も頂いています。 結果からみてみると予約制は役に⽴っているようです。 病院通い、孫の
お世話、習い事等などで時間の無駄がなく、忙しい⽅には便利だそうです。

感染対策をかねてリニュアルオープンしております。

コロナ対策を兼ねて居⼼地の良い空間をコンセプトに、店内改装をおこないました。お客様に少しでも安⼼してご来店頂くため
に、設計の専門家と協議し改装してあります。店内滞在中は、特注の飛沫防止パーテーションと、好評の最新式椅子やシャン
プー台に加え、コロナ渦でもリラックスして頂くために、壁紙・照明器具も目に優しいものに思いきって変えることで好評頂いており
ます。 本来 4 席のセット椅子を 3 席にしてある空間や、2 台のシャンプー台との空間など、設備にも気を配り設計してあります
ので今後とも安⼼してお越しください。 美容商材会社の話では、パーテーション設置の美容室は 1 割もないそうです。

目安は１ヶ⽉〜１ヶ⽉半が正味期限です︕
「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・・」、いつのまにかあいだが開き過ぎて、気づいた時にはすごく伸
びていて、そんな事ってありませんか︖ ヘアースタイルを綺麗な形で保っていられるのは、平均 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。スタイルや⻑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・・・・」「⽩髪が目⽴ってきたな・・・・」と憂鬱になってきます。⼿⼊れも思うようにいかなくなってきます。
指定席や特級券と同じで時間を有効に使いましょう。 次回予約をしないほうが、もったいないですね︕

◎次回予約には、こんな特典もあります︕
◆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

こどもの日(端午の節句)の由来や意味は？何をする日？
こどもの日の由来や意味は？端午の節句との違いは？
こどもの日について何となく理解していても、その意味や由来まではしっかりと説明できないという方
もいるでしょう。こどもの日について、どのような意味が込められているのかを紹介します。
◆端午の節句は中国から伝わった風習
中国ではその昔、旧暦の 5 月に病気が流行り、亡くなる方が多くいました。邪気払いとして菖蒲を家の軒先
に吊るし、菖蒲の葉を浮かべた酒を飲んで身を清めたことが、端午の節句の由来とされています。
中国の端午の節句の風習は、奈良時代に日本に伝わり、発展・定着したと考えられています。
「端午」とは、5 月の最初の午（うま）の日のことを指します。「午（ご）」という文字の音と「五」の
語呂合わせから、5 月 5 日が端午の節句として親しまれるようになったといわれています。
◆「菖蒲」と「尚武（しょうぶ）
」の読みから男の子の節句に
日本ではもともと端午の節句＝女性の行事とされていたようです。しかし、武家時代になると「困難に立ち向
かい、強く成長する」という意味の「尚武」と「菖蒲」の読みが同じことから、武家のあいだで縁起が良いと
いわれ始めました。次第に端午の節句＝「男の子がたくましく成長するように願う行事」として定着したとい
われています。
◆こどもの日は昭和時代に制定された
こどもの日は、法律で定められている国民の祝日です。内閣府は、こどもの日を「こどもの人格を重んじ、こ
どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」という祝日であると定めています。
親は子どもの健やかな成長や幸せを願い、子どもは両親に感謝の気持ちをもつ日という意味が込められてい
るのですね。
こどもの日（端午の節句）には何をする？
◆兜や五月人形を飾る
男の子の初節句の際に、五月人形を購入して飾る家庭は多いものです。兜やよろい、金太郎飾りといった五月
人形に限らず、 刀、破魔矢などを飾る場合もあるでしょう。端午の節句の飾り物には、男の子を病気や災い
などから守るという意味が込められています。
◆こいのぼりを飾る
こいのぼりを飾る風習は江戸時代から始まりました。もともとは男の子の健康や成長、出世を願う意味を込め
て真鯉だけが掲げられていましたが、昭和以降は家族の象徴となる緋鯉や子鯉なども加わるようになったと
されています。
◆菖蒲湯に浸かる
中国では菖蒲の葉の形が刀に似ていることから、男の子にとって縁起の良い植物として扱われてきました。
菖蒲湯は香りが良いだけでなく、血行促進や保温効果があるといわれています。

スキンケア効果倍増の使い方を伝授！
コットンは化粧水や乳液を塗る時に使うと、スキンケア効果を UP させてくれるメリットが
あります。コットンの使い方から、おすすめのコットンをお伝えします。

コットンを使って化粧水や乳液などを顔になじませると、
実は手を使った時よりも、肌へのなじみがよいことがわかっているんです。

化粧水や乳液のうるおいを肌にきちんと届けるためにも、正しいコットンの使い方をマスターし
ましょう。
1. 手のひらにコットンをのせ、化粧水や乳液などを
含ませます。
2. イラストのようにコットンを横長に中指と薬指に
のせ、人差し指と小指で両端をはさみます。
Point
乳液などがしみ込みにくい場合は、たれ落ちしないようにコットンをふたつに折って、
軽く含ませてから使うのがおすすめです。

1. 洗顔後、化粧水は 500 円硬貨大、乳液は 10 円硬貨大より、それぞれやや大きめを目安に
コットンに含ませます。
2. ほおや額などの面積の広い部分から、コットンで化粧水・乳液をなじませましょう。
コットンは顔の内側から外側に向かって動かすとスキンケア効果 UP♪
この時、コットンを持つ手を少し丸めると、
肌へのフィット感も高まります。
また、首も年齢が現れやすいパーツなので、
下から上に向かって丁寧になじませましょう。

以下のような特徴のあるコットンは、肌へ負担をかけてしまう可能性があるので避けましょう。
・毛羽立ちや縫い目が目立つもの
毛羽立っていると繊維が肌に残ってしまうため、かゆみなどの原因になる恐れが。
縫い目が肌に当たると刺激になって、肌荒れを起こす可能性があるので避けましょう。
・小さいもの、薄いもの
小さいコットンだとチョコチョコと何度もつけることになるため、なじませるのに時間がかかる
うえ、ムラづきの原因に。また薄いと化粧水や乳液の水分を留めておくことができず、ベタベタと
使いづらくなることも。
良質なコットンは上記 NG 条件に該当しないような、ソフトな肌触りで、面積が大きく、適度に
厚みがあるもの。そんな特徴を兼ね備えたコットンを選べば、いつものスキンケアを格上げする
ことができますよ♪

五月の雨と書いて「さみだれ」と読みます。「さ」は耕作を意味する古語と言われ、
田植えの頃に降る雨のことを五月雨と言います。つまり梅雨のことです。
継続的にいつまでもだらだらと続くことのたとえを五月雨式とも言います。

【牡羊座】
ラッキーカラー
シルバー
ラッキーアイテム
ヘアブラシ

【牡牛座】
ラッキーカラー
黄色
ラッキーアイテム
香水

【双子座】
ラッキーカラー
オレンジ
ラッキーアイテム
ボール

直感が冴えて、明るい話題やイベントがあり

先が見えない状況にアタフタしそう。待つと

気が重かった問題も解決に向かって、気分も

楽しく過ごせそう。うれしい結果や出来事が

協力者が登場します。ハッキリしない物事

スッキリしそうです。周囲からの助けがあっ

近づいてきています。大げさにハメを外して

や、どうしたらいいか決めにくい時は保留に

たりと、うれしい援助や厳しい意見もありま

楽しむことで、さらにラッキーが舞い込みそ

すると時間が解決してくれるでしょう。人間

すが、心を開いて耳を傾けて。得られるもの

う。アイデアは積極的に提供しましょう。

関係では受け身でいるのが吉。

が必ずあるはず。人との触れ合いを大切に。

【蟹座】
ラッキーカラー
ピンク
ラッキーアイテム
財布

【獅子座】
ラッキーカラー
水色
ラッキーアイテム
ハーブティー

【乙女座】
ラッキーカラー
紫
ラッキーアイテム
スカーフ

細かい用事が増えて、自分の時間が少なくな

気力と行動力が湧いてきそう。目標は高めに

焦ればあせるほど空まわりするので、落ち着

り気分が滅入りそう。目立たないポジション

設定すると運気上昇。持ち前の実力が発揮さ

いた行動を心がけて。あまり高い目標を立て

ばかりが回ってきて、割に合わないと感じて

れ、のびのびと行動できます。上を目指すこ

ず、手の届きそうなことから始めると良いで

しまうかも。けれど実務能力が高まってるの

とで現状の問題が解決するでしょう。今まで

しょう。思いのほか段取り良く進むから、何

で周囲も認めてくれるから踏ん張ってみて。

やりたかった事に目を向けるのも良いかも。

をやっても作業が楽しくできるはず。

【天秤座】
ラッキーカラー
青
ラッキーアイテム
映画

【蠍座】
ラッキーカラー
ゴールド
ラッキーアイテム
クリップ

【射手座】
ラッキーカラー
黄緑
ラッキーアイテム
扇子

気に入った案があれば、深く考える前に実行

家族や身近な人にも、感謝の気持ちを言葉で

迷ってたことで解決の道が見えそう。気持ち

すると良い結果に。ため込んでいた不満や、

伝えると運気アップ。普段は近ければ近いほ

がすっと晴れます。新しい企画をするなら、

一言いいたいと思ってたことがあれば伝え

ど照れくさくて言葉にできないことも、思い

過去にとらわれず長期的な計画を立てまし

てみましょう。意外にも相手は素直に聞き入

切って口にしてみましょう。お手伝いをした

ょう。またセミナーやスクールなどに参加す

れるはず。環境を変えるチャンスです。

りして、態度で表すのも良いかも。

るにも最適。向上心が開運への近道です。

【山羊座】
ラッキーカラー
コーラルピンク
ラッキーアイテム
紙袋

【水瓶座】
ラッキーカラー
ブラウン
ラッキーアイテム
スイーツ

【魚座】
ラッキーカラー
赤
ラッキーアイテム
めざまし時計

優柔不断な態度が不要な誤解を招くかも。返

イベントなどの楽しい誘いや役立つ情報が

何気ない日常の中に目標を作るのに最適。地

事はハッキリ伝えて。返事や返信は早めに正

たくさん入って来そう。対人運が良く、人と

道に前に進んで。他人の言動にとらわれずに

確にすることで相手に迷惑がかからず、良好

の交流から得るものが増えそう。興味を感じ

自分の直感や気持ちを大切にして、気の向く

な関係を続けられます。手帳のチェックや財

ることは積極的にどんどん参加しましょう。

まま行動すると運を引き寄せます。週末の予

布の整理をすると運気アップ。

活動的に行動すると運気も上昇しそう。

定を立てると張り合いが出て良いかも。

レ シ ピ

揚げずに作れる唐揚げ。
オーブンで作るからヘルシーです。

材料（2 人分）
鶏もも肉 … 1 枚
塩

… 適量

粗びき黒コショウ

… 適量

<調味料>
しょうゆ … 大さじ 1.5
酒

… 大さじ 1.5

ハチミツ … 小さじ 1
ゴマ油 … 小さじ 1
ニンニク(すりおろし) …

1 片分

ショウガ(すりおろし) …

1 片分

片栗粉 … 大さじ 3
キャベツ … 2～3 枚

作り方
1

プチトマト …

2個

鶏もも肉はひとくち大に切り、塩、粗びき黒コショウを振る。
キャベツはせん切りにして水に放ち、パリッとしたらザルに上げて水気をきる。
プチトマトはヘタを取って洗っておく。

2

ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉を加えてしっかりと
もみ込み、片栗粉を全体につけて余分な粉をはらう。
※時間があるときは 1 時間程、漬け込みましょう。
一晩漬け込むとよりおいしく仕上がります。

3

クッキングシートを敷いた天板に(2)を並べ、250℃に予熱したオーブンで
12～15 分、おいしそうな焼き色がつくまで焼く。
器にキャベツ、プチトマトと一緒に盛る。

このレシピのポイント・コツ
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、
ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

