
 

 ちょっとしたものや何気ないお土産を素敵なプレ

ゼントに変えてしまう「ラッピング」。ラッピングは贈

る相手に喜んでもらおうとする心使いです。ラッピン

グ上手はプレゼント上手と言えるかもしれませんね。  

 不器用な人でも手軽にできるのは「リボンラッピン

グ」です。リボンをかけるだけのシンプルなラッピン

グながら、リボンの使い方によってプレゼントがぐっ

と華やぐこと請け合いです。数種類のリボンで花をか

たどったり、リボンの先をカールさせたり、包み紙と

の組み合わせで季節感を出せるのも魅力ですよ。 

 リボンラッピングの方法は本やインターネットを

参考にするといいでしょう。「おしゃべりリボン」とい

うホームページには、ラッピングコーディネーターの

五味栄里先生によるラッピングが数々紹介されてい

ます。あっと驚くアイデアが満載で、さっそく試して

みたくなるものばかり。プレゼントと一緒にあなたの

気持ちにもリボンをかければ、これ以上の“プレゼン

トの達人”はないと思いませんか？ 

 衣替えの季節ですね。とはいえ今は通

年使えるものも多く、衣替えというより

クローゼットの整理をかねて手持ちの

洋服を見直してみましょう。どんなにお

気に入りでも、何年も袖を通していない

ものは思い切って処分することをおす

すめします。たとえまだ着られるとして

もです。体型は昔のままでも年齢ととも

に雰囲気は変わりますし、デザインにも

流行があります。特にジャケットは肩の

ラインに年代が表れてしまい、野暮った

く見えてしまうものです。お気に入りで

も 5 年をめどに見直して、その代わり新

しい装いにチャレンジしてみましょう。 

 手始めに、今なら大振りのブローチや

ネックレスをアクセントにしたファッ

ションはいかがですか？ インパクト

のあるアクセサリーは手持ちの服を今

風に見せるお助けアイテムです。ネック

レスの重ねづけも新鮮ですよ。何年も同

じ髪型をしているなら、ヘアスタイルを

変えてみるのもおしゃれの秘訣。似合う

洋服も変わってイメージチェンジには

もってこいの方法です。  

お気に入りの洋服も 
5年が限度？ 
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「リボンラッピング」でプレゼントの達人に！ 

輝くステキな女性にささげる、ミニ情報誌です。 

“つくれる文具屋さん”の木阪賞文堂がお届けする 

回 覧 



［Ｑ］ 今ある和室と洋室をつなげてひと部屋にした

いと思います。リフォームで可能でしょうか。 

 

［Ａ］ リフォーム自体は簡単ですが、フローリング

と畳では厚みに違いがあります。一般的に畳は厚みが

55mm、フローリング床材は 12 ～ 15mm。約

40mm の差を埋めるために、リフォームの際は下地

を作る必要があるでしょう。床下地をさわると費用が

かさむので、低いほうを高いほうにあわせてコストを

抑えるわけです。また、建具や

間仕切り壁を取り払っ

て完全にひと部屋にす

ると、壁や天井をさわ

るのでよけいに費用

がかかります。どの程

度の費用でどこまでリ

フォームできるかを業

者と相談し、予算を考

慮しながら方法をご検討

ください。 

 ごはん一杯で約 180kcal。このカロリーを消費す

るには自転車を 1 時間弱こがなくてはなりません。

なかなか大変ですね。ところが、1 回の入浴で 300

～ 400kcal 消費できる方法があるんです。それが

「高温反復法」。熱めのお湯に短時間、繰り返し入る

ことでカロリーを消費するお風呂ダイエットです。 

 お湯の温度は 43 度くらい。入浴前にぬるめのシャ

ワーを浴び、それから浴槽につかります。 

ぬるめのシャワー → 湯船に 2 分 → 体を洗う →

湯船に 2 分 → シャンプー → 湯船に 2 分。これで

終了です。 

    

 お湯が熱めですからゆっくりと、少しずつ湯船に

体を沈めていきましょう。また、入浴後は思いのほか

体が疲れています。お風呂上りには必ず30分～1時

間ほど休憩をとるようにしましょう。体調と相談し

ながらくれぐれも無理はしないでくださいね。 

「味覚障害」にご用心 

老化をストップさせるヒケツ 

和室と洋室をつなげたい 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

「何を食べても美味しくない……」。これは味覚障害の始まり

かもしれません。味覚は加齢に伴って減退しますが、女性は

40 代、男性は 50 代から症状が増え始めるそうです。原因は、 

①体内の亜鉛不足（亜鉛は味覚を正常に保つ働きがある） 

②薬剤によるもの（抗生物質など亜鉛の吸収をさまたげる薬

剤の投与で味覚が減退する） 

③舌の乾燥や炎症（歯の疾患などで唾液の分泌が減ると舌が

乾燥して味を感じにくくなる） 

④糖尿病、肝臓障害、腎臓障害などの病気  ⑤心因性 

 食品添加物は亜鉛欠乏症を招くおそれがあるので要注意。

亜鉛は緑茶や抹茶、牡蠣、黒ゴマ、レバーなどに多く含まれて

います。特に黒ゴマは栄養価も高いので、すりつぶしておかず

に混ぜてもいいですね。味覚障害は早期治療が大切です。「お

かしいな」という状態が２週間以上続いたら耳鼻咽喉科で検

査してみましょう。 

Ｑ 
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「高温反復法」でお風呂ダイエット 

美味しくいただいてますか？ 



 正式名称は「アスパラガス」。アスパラガスに太陽

光を当てて緑色にしたものがグリーンアスパラ。土

をかぶせて太陽光を当てずに白くしたものがホワイ

トアスパラです。太陽をいっぱい浴びた青物野菜は

栄養価満点ですし、初夏の訪れを告げるような鮮や

かな緑色を見ると心まで満腹になりますね。 

 グリーンアスパラは２月頃から出始めますが、こ

の時期はハウス物。露地栽培はこれから 盛期をむ

かえます。旬のアスパラガスはすじが少なく甘味が

あります。機会があれば獲れたてをかじってみてく

ださい。生でもしっかりと甘味を感じることができ

るでしょう。 

●材料（2人分） 
グリーンアスパラ：1／2束、セロリ：大1／2本、豚ロース薄切り肉：100g、梅肉：1個分、

酒：大さじ1、塩：少々、サラダ油：小さじ1 

＜Ａ＞片栗粉：大さじ1／2、酒：大さじ1／2、塩：少々 

しゅん 



梅雨が明けたら子どもたちが待ちに待った夏休み！ 

今年の夏休みは「よっちゃんイカ」を食べて 

温泉か遊園地に行こう！ 

8 月末まで毎月 30 組 60 名にチャンスありです。 

 昭和 38 年に設立された「よっちゃん食品工業（株）」

の「よっちゃんイカ」は駄菓子の代表選手。「くじつき」

「イカソーメン」「エスニック風味」とどんどん仲間を

増やし、今ではパチスロの台にもなっているほど長い

間愛されてきた理由は、「よっちゃん」こと代表取締役

会長・金井芳雄さんのユニークなお人柄によるのかも

しれません。この会長、なんとキャラクターのよっちゃ

んをあしらったロールス・ロイスをお持ちだそうです。 

 初代よっちゃんロールス・ロイスが誕生したのは昭

和 50 年。当時、「（我が社の）車体にイカの絵を描くな

んて！」と天下のロールス･ロイス社からクレームが来

たそうですが、よっちゃんの奇抜な発想は話題になり、

今でも広告塔としての役目を果たしているそうです。 

 そんなユニークなよっちゃん食品工業で、「日本の遊

園地 1 日券 1 日宿泊券セットのペア」、または「平日の

み選べる日本の温泉地 1 泊宿泊券ペア」が当たるキャ

ンペーンをやっています。対象商品についているキャ

ンペーンロゴの点数を 42 点分集めて応募すると、8

月末まで毎月30組60名に当たりますよ。前回キャン

ペーン（H17/9/1 ～ H18/8/31）の商品タグも有効

だそうですから、前回応募しそびれた

人はこの機会をお見逃しなく！ 

●賞品：日本の遊園地１ヶ所の1日券と1泊宿泊券をセットにしたペア招待券／または平日の

みの選択制で温泉地のペア宿泊券。キャンペーン期間中、毎月抽選で30組60名。 

●応募方法：対象商品の表面キャンペーンロゴの中にある点数タグ42点分を応募ハガキに貼

り、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をご記入の上応募。 

 応募ハガキはホームページからダウンロードできます。 

●応募先：〒400-8799 甲府中央郵便局留「よっちゃん de 遊園地チャンスキャンペーン」係 

●応募締切：平成19年８月31日までの毎月末日(当日消印有効) 

●詳細＆応募ハガキダウンロード：キャンペーンホームページ 

http://www.yotchan.co.jp/information/campain.html 

よっちゃん ｄｅ 遊園地チャンスキャンペーン 

 

このタグを送ってね→→ 



今回初めて経験した中間テストを終え、ホッとするヒュ～マ１２歳（長男・勿論仮名）。        

返却される答案用紙に愕然とする私・・・。ここは、人生のポイントじゃ！と、父として熱

く語る。何故勉強するのか、人は強く念じた通りの結果を得ることが出来る、“５分間走”

と“1500 メートル走”の考え方の違い、計画を立てると目標の 80％は達成したのも同

じ・・・云々。話しながら、愛用の万年筆でキーワードや計画表のフォーマットを描く。ヒュ

～マの興味は万年筆に集中し、ここから話は大きくそれて万年筆の薀蓄（うんちく）を語る

こととなる。私の万年筆はドイツのペリカン社のもので、ドイツの子供たちは小学校入学時

から万年筆を使うこと、丁寧に間違えないように意識する利点、不便で手間隙掛かることの

素晴らしさを切々と語り続ける私。翌日、万年筆を欲しがった彼に“超入門編”として

贈ったのが、プラチナ社の“プレピィ万年筆”、1 本 210 円。都会の文具屋さんでは品

切 れ を お こ し て い る ら し い が、何 故 か 木 阪 賞 文 堂 で は ５ 色 全 て 揃 っ て い る。      

今時万年筆を使う中学生とは・・・かっこいいぞヒュ～マ! (木阪泰:記) 

 毎年６月になると思い出す、２０余年前の青春の日々・・・ 

 霊験あらたかな高麗神社での出来事 

“書け書けヒュ～マ、ドンと書け
 

 

父・一徹日記 

私は大阪の大学を卒業後、昭和６１年に東京本社の某生命保険会社の営業管理職

コースに就職(入社)しました。全国から集結した新入社員は 60 名、和歌山県白浜

での 1 ケ月研修後、私を含めた同期 5 名が配属されたのは、それまで縁もゆかり

も無い埼玉県の川越市でした。当時川越には辣腕支部長(外見は中村梅雀さん)が活

躍中、30 万人都市でありながら郊外に田園風景が広がるこのまちで、この人の下

で社会人としての基本を徹底的に叩き込まれる事となります。今はもう出来ませ

んが(?)、早朝出勤、徹底清掃、毎日 1 時間の朝礼、徹底したロールプレイング研

修、徹底した 1 日数百件の飛込訪問での量稽古、既契約者訪問では保険証券をお預

かりしての設計販売、夜訪、何の疑問も持たずに毎晩深夜 1 ～ 2 時頃まで働き、

何足もの革靴底をすり減らしました。当時業界は“ＴＨＥ・生保“と呼ばれ、バブ

ル景気の先駆けの時期で前年の実績を上回ることが当たり前とされおり、心地よ

い(?)プレッシャー中での生活で、生きている事を実感する日々でした。着任して 2 ケ月目の 6 月戦、活動が結果とし

て出ず苦しむ５人が連れて来られたのがこの高麗神社でした。皆で苦しい胸のうちを吐露し合い参拝の後、気分を一新

して臨んだその日の午後から月末に掛け怒涛の如く出るわ出るわ契約の山・山・山。それまでの地道な活動が一気に花

開き、皆が”自信”を掴んだ一瞬でした。現在同期５名で会社に残っているの

は２人。同じ釜の飯を食うという貴重な経験をした時代でした。今でも上司・

後輩を含め、“戦友”といった感覚です。その後この川越では 3 年間お世話に

なり、転勤した千葉で営業所長、28 歳で木阪賞文堂に入社する事となります。

川越時代から 20 年近くも経ったのかと思うと不思議な気がします。今でも 6

月の声を聞くと、あの鬱蒼と繁った木々の中、静寂の境内での、不思議な空気

を感じたあのシーンが昨日のことのように思い出されるのです。(木阪泰:記) 

 

き 

木 

 

年間40万人が参拝されるそうです 

機会があれば訪れたい第二の故郷川越 

高麗（こま）神社、埼玉県の山深い 
日高市にある由緒ある神社です。 

父もプレピィを使用中 



・会社名  つくれる文具屋さん(有)木阪賞文堂 
・スタッフ人数   ７名（中央店５名、白壁店２名） 

           ★即日フルカラー名刺好評受付中です！ 

・モットー      『当社の商品・サービスを通じてお客様を幸せにすること！』 

・会社の場所   〒742-0035  

           山口県柳井中央3-9-2 

           （柳井グリ－ンマンション前） 

・連絡先      ＴＥＬ（０８２０）２２-０１５０  

   ★ホームページ http://www.sirakabe.com 

   ★Ｅメール shobundo@plum.ocn.ne.jp 

★ニュース★ 大人気“アメリカンテイスト・ボールペン”に携帯性に優れ

たミニサイズが新登場! ノック式と回転式があります。フルセット陳列中! 

Ａコープ柳井さん近く、柳井グリ－ンマンション

前。ＪＲ柳井駅より450㍍、車で70秒、 

『市内だから歩いて行ける、 

市内なのに車で行ける』20台駐車ＯＫ！ 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

 

 


