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このたびの東日本地域の大震災により、被害を受けられた皆様に、何か、お役に立てればと思い
このたびの東日本地域の大震災により、被害を受けられた皆様に、何か、お役に立てればと思い
お店に募金箱を設置しました。ご来店頂いたお客様のご協力で被害を受けられ
お店に募金箱を設置しました。ご来店頂いたお客様のご協力で被害を受けられた方々に、寄付する事が
被害を受けられた方々に、寄付する事が
できました。心から御礼申し上げます
さてさて

ホルモンの秘密
男性ホルモンと女性ホルモンは体のはたらきだけでなく、ココロの動きにも作用するそうです
の動きにも作用するそうです
男性ホルモンと女性ホルモンは体のはたらきだけでなく、
たとえば・・・口喧嘩
たとえば・・・
男性と女性だと、やはり女性のほうが強いように思います。
みなさんはどうですか？？男性は男性ホルモンのアンドロゲン
みなさんはどうですか？？男性は男性ホルモンのアンドロゲンの分泌で体を発達させます。
アンドロゲンの分泌で体を発達させます。
しかしこのホルモンは言語をつかさどる左脳の働きを制御する作用があるそう。
をつかさどる左脳の働きを制御する作用があるそう。
しかしこのホルモンは
幼少期に男の子より女の子のほうが早く言葉を覚えるのはこのためなんだとか。
幼少期に男の子より女の子のほうが早く言葉を覚えるのはこのためなんだとか。
なるほど～。納得です。 女の子は口が達者ですよね
男性はその逆に空間認識や完成を司る右脳の働きを活発にします。
の働きを活発にします。
男性はその逆に空間認識や完成を司る
男性が地図に強いこと、女性が口喧嘩に強いのはこのためだそうですよ
ではでは

ちなみに、私もかないません

テーマ：
テーマ：BＥＡＵＴＹ
根元のボリュームがでない。。分け目がぺたんとなる。。。つむじが割れる。。。
根元のボリュームがでない。。分け目がぺたんとなる。。。つむじが割れる。
これらの現象は、「立毛筋」
これらの現象は、「立毛筋」（りつもうきん）が働いていないんです
「立毛筋」（りつもうきん）が働いていないんです
「立毛筋」とは、字の通り、毛を立たせる筋肉。 頭皮の中にあるのですが、これが、頭皮の炎症によってだら～んと伸び
てしまい、
毛を支えなくなることで、毛が立ち上がらなくなるんです。 なので、以前も紹介しましたが、「冷水シャワーで冷やす」
なので、以前も紹介しましたが、「冷水シャワーで冷やす」
と、
伸びてしまった立毛筋が縮まり、 再び毛を支えて立ち上げてくれるんです

ただし、炎症が慢性化してしまっていると、

なかなか立毛筋を働かせるのが困難です
立毛筋が一番効いている状態が、みなさんも経験がある、
立毛筋が一番効いている状態が、みなさんも経験がある、「鳥肌」
が、みなさんも経験がある、「鳥肌」の状態ですよ
「鳥肌」の状態ですよ
あとは、赤ちゃんがモヒカンみたいに柔らかい毛なのに立っている
あとは、赤ちゃんがモヒカンみたいに柔らかい毛なのに立っているのも、頭皮が健康な証拠です
赤ちゃんがモヒカンみたいに柔らかい毛なのに立っているのも、頭皮が健康な証拠です

髪と頭皮の関係は稲とたんぼみたいなもの
稲がうまく育たない時は、田んぼにもなんらかの原因があるのと同じです
まずは頭皮の血行をよくすることが大切
ブラッシングブラシで頭皮からしっかり髪をとかす、シャンプーのときにちょっとマッサージをしてあげる、
シャンプー前に、シャンプー後にトニックをつけてあげる、美容室でマッサージをしてもらう。
それと、どんなに仕事が忙しくても排泄の旺盛な時期は、清潔な状態を保つため
髪は、できるだけ洗って寝るのをおススメします。
髪と髪がお習字の筆のようにベッタリしていると、頭皮が呼吸不全になってしまいます
髪と髪がお習字の筆のようにベッタリしていると、頭皮が呼吸不全になってしまいます

市販の白髪染めクリームの恐怖・・・
とあるサロンさんのブログに、とても恐ろしい事が書いてありましたので、許可を得て、掲載します
白髪でお悩みのアナタが、くいつく商品。なんでも光で白髪が染まる
白髪でお悩みのアナタが、くいつく商品。なんでも光で白髪が染まる？？らしいですね。
光で白髪が染まる？？らしいですね。

「還元剤をつかっていないから体によい」
「お手軽」
「簡単」 など、通販やテレビショッピングなどかなり出回っているようで
す。
なぜ危険かというと、成分に硝酸銀
なぜ危険かというと、成分に硝酸銀という物が入っています。
硝酸銀という物が入っています。 硝酸銀は光に反応して黒くなるそうです。

写真のフィルム

みたいですね。
それによっって白髪が黒く染まってみえるしくみです。問題はその後です。
硝酸銀はアンモニアと反応して雷銀
硝酸銀はアンモニアと反応して雷銀という物質にかわり、その雷銀は少しの刺激でも、爆発
雷銀という物質にかわり、その雷銀は少しの刺激でも、爆発する恐ろしい物質です。
という物質にかわり、その雷銀は少しの刺激でも、爆発する恐ろしい物質です。
ご存じですか？
パーマ剤の１液の主成分はチオグリコール酸アンモニウム
パーマ剤の１液の主成分はチオグリコール酸アンモニウムとアルカリ剤です。
アンモニウムとアルカリ剤です。 ということは、
この手のクリームをお使いの方がパーマをかけようとすると、髪の中で小さな爆発が起こって、皮膚はとてもしみるし、断毛
してしまうこともあるようです。
せっかく綺麗になろうと思って美容室にいって、髪が緑色やら断毛で髪がなくなってハゲちゃった、
、なんて。
。 とんでもない
ですね。
美容師さんに感光性ヘアクリームを使っていると言わない限り、 美容師さんも髪の色からだけでは判断できないのです
美容師さんも髪の色からだけでは判断できないのです。
のです。
その上こういうクリームをお使いになったあと、美容室でカラーすると、クリームを使った部分が全部みどり
その上こういうクリームをお使いになったあと、美容室でカラーすると、クリームを使った部分が全部みどりになってしまい
みどりになってしまい
ます。
いずれにしても、感光性白髪染クリームは 美容室にいってキレイになる という夢をうちくだいてしまうものです。
お使いになっておられる方はそのあたりを充分御理解になられてご使用ください。行きつけの美容室がございましたら
クリームの外箱とか、内容成分表示を持っていって よくご相談なさる事を強くおすすめします。
「光（太陽光）にあたって発色染色する」通販等で販売されているカラー剤をお使いの方へ
「光（太陽光）にあたって発色染色する」通販等で販売されているカラー剤をお使いの方へ
「アルカリ、ジアミン、酸化剤を使用していませんので毛髪、頭皮を傷めません」などの広告で
主に通販等パブリックで販売されているクリームタイプのカラー剤（￥5000
。このカラー剤を使用した方について、
主に通販等パブリックで販売されているクリームタイプのカラー剤（￥5000 程度）
。このカラー剤を使用した方について、
その後「どんな色のカラーをしても緑色に発色する」
「白っぽくなる」等の事故が発生しています。
その後「どんな色のカラーをしても緑色に発色する」
これはこのカラー剤に含まれる成分（硝酸銀）が、一般カラー剤に多く含まれるアンモニアと反応して起るものです。
「硝酸銀」AgNO3
「硝酸銀」AgNO3 は、銀を硝酸で溶かすと得られ水に溶けやすい性質があります。
毒性が強く頭皮に直接付着した場合、手をすぐに洗い流してください。また、日光の下で有機物に触れると還元され黒色を呈
毒性が強く頭皮に直接付着した場合、手をすぐに洗い流してください。また、日光の下で有機物に触れると還元され黒色を呈
します。
硝酸銀は液体アンモニアと反応して雷銀（Ag3N
硝酸銀は液体アンモニアと反応して雷銀（Ag3N または AgNH2）になります。
AgNH2）になります。
雷銀は非常に敏感な化合物でちょっとした摩擦でも爆発する恐ろしいものです
みなさーん。気をつけて下さいね～

テーマ：LIFE
テーマ：LIFE

悩んでいる方も多いのでは？

ピークは過ぎたかとは思いますが、昨年よりもひどい今年の花粉症。
お悩みの方も多いと思います。(
お悩みの方も多いと思います。(現在日本人の 1/3 が花粉症といわれているそうです)
が花粉症といわれているそうです)
お薬を飲むと眠くなるし、営業中はマスクもつけにくいし。。。などなど問題がたくさんあることと思います。

そこで、今私が気になっているのは、
バナナです！！
東京理科大の研究機関がマウスに対して行った実験で、バナナの摂食がスギ花粉によるアレルギー反応の抑制に
関与していることが示唆されたそうです。
まだヒトに対する臨床実験は行われてないそうですが。
量は 1 日 3～4 本と少し多めですが、ジュースにするなどで摂取すると可能なのではないでしょうか？
薬よりも天然の物の方が安心できるかと思いますので、よろしければ取り入れてみてください。

シーズのオーガニックシャンプー
シーズのオーガニックシャンプー
よく「泡をつけたまま時間をおくの？」
よく「泡をつけたまま時間をおくの？」とお客様
「泡をつけたまま時間をおくの？」とお客様にびっくりされることが多々あります。
とお客様にびっくりされることが多々あります。
泡のまま１０分は置いてください。
シャンプーだけどただのシャンプーじゃない

ゆうなら髪の美容液
ゆうなら髪の美容液みたいなものです
美容液みたいなものです

なので泡のついた状態で時間をおけばおくほど
シャンプーの有効成分が髪の内部にぐ～んと浸透さらに、頭皮の汚れをじんわ～りと浮き上がらせてくれます
ツルツル感がありますが、適度に流して下さい、体には影響ありません。
ツルツル感がありますが、適度に流して下さい、体には影響ありません。
さらつやヘアーに導いてくれるという、すごいシャンプーなのですよ
ご愛用のお客様の多いシャンプーでホームケアで使って頂いている方々は
天使のコース施術後も
カラーのツヤ感や手触りが持続するとおっしゃってくださっています。
シャンプーというだけの認識だけではなく、美容液として丁寧に洗って下さいね★
シャンプーというだけの認識だけではなく、美容液として丁寧に洗って下さいね★
（私も、お風呂の中で泡泡にしています

）

Ｑ．市販のシャンプーの時よりゴワつくのですが？（初めて御使用された方からの質問）
Ａ．シリコンが入っているシャンプーに慣れているせいだと思います、シャンプーはもともと汚れを落とすものです
たかがシャンプーされどシャンプーです。それと、市販のシャンプーで体を洗えますか？
シーズの人気のシャンプーは体、顔が洗えます。最低でも、４ヶ月以上お使い下さい。

テーマ：シーズの新しいメンバー
テーマ：シーズの新しいメンバー 中島 千香子（なかしま ちかこ）
１９９１年 １０月２８日 A 型 さそり座

・ １月からシーズのメンバーです、お客様がキレイになったところ、笑顔でお帰り
１月からシーズのメンバーです、お客様がキレイになったところ、笑顔でお帰り
頂くところを見るのが大好きです。思わず微笑んでしまいますよね
そんな、毎日をお手伝いさせて下さい。
そんな、毎日をお手伝いさせて下さい。
よろしくお願いします

テーマ：紫外線対策
日焼け止めクリームにＳＰＦ５０とか表示がしてありますよね、数字はご存知のように、時間を表しています。ＳＰＦ５０ですと、約１７時
日焼け止めクリームにＳＰＦ５０とか表示がしてありますよね、数字はご存知のように、時間を表しています。ＳＰＦ５０ですと、約１７時
間

日本では、必要ないですね！ＰＡ++とか
とかの表示です。日本では、ゴルフ、ビーチ、スキーでも
で十分です。
日本では、必要ないですね！ＰＡ
とかの表示です。日本では、ゴルフ、ビーチ、スキーでも++で十分です。
の表示です。日本では、ゴルフ、ビーチ、スキーでも

因みに+++は、赤道付近に波乗りでも行かれる方ならどうぞ！数値が大きいと肌への負担も考えられます。
は、赤道付近に波乗りでも行かれる方ならどうぞ！数値が大きいと肌への負担も考えられます。
因みに
は、赤道付近に波乗りでも行かれる方ならどうぞ！数値が大きいと肌への負担も考えられます。紫外線の恐怖
紫外線の恐怖屋外２分
屋外２分でシワ
２分でシワ
を作り始めるのです。洗濯物を干すうちに・・・２０分
を作り始めるのです。洗濯物を干すうちに・・・２０分たつとこんがり日焼けが始まります。
２０分たつとこんがり日焼けが始まります。
日焼け止めクリームを塗るなど対策を行う事で、シミ・シワの８０％
日焼け止めクリームを塗るなど対策を行う事で、シミ・シワの８０％は防げますよ！
シミ・シワの８０％は防げますよ！
３月から８月は同じ紫外線。もうすでにレッドカードですよ。おまけに花粉などで肌荒れ シミ シワ のもとです。

５月定休日
日月
日火 水 木 金 土

６月定休
日月火水木金土

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14

5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28 29 30

最後まで、お目通し頂き、ありがとうございました。

