
 

 「お金持ちのスポーツ」と思われがちな乗馬ですが、近

頃ではもっと気軽に楽しめるようになってきました。会員

が馬主になるのではなく、乗馬クラブが馬や馬具を所有し

て、会員が乗馬する馬を選んだり、好きな時に好きな馬の

世話ができるシステムの乗馬クラブが増えてきているの

です。費用も月謝制やチケット制など、利用しやすい金額

で、普通の習い事と変わらないところも多いですよ。子ど

もから年配の方まで年齢を問わず、誰にでもできるので、

生涯楽しめるスポーツとしておすすめです。まずは「体験

乗馬」を申し込んでみてはいかがでしょうか？インストラ

クターの指導を受けながら、あぶみに足をかけて馬の背に

またがると、視線がグンと高くなるのにまず新鮮な驚きを

感じられることでしょう。初めは歩行の練習です。たづな

を引いたり緩めたりしながら、馬を止めたり歩く方向を変

えたりします。自転車やバイクの運転とは全く違い、生身

の動物である馬をあやつるのは簡単なことではありませ

ん。肩に力が入り過ぎて緊張してしまうと、乗り手の戸惑

いが馬に伝わり、見当違いな方向へ行ってしまうなど、言

うことを聞いてくれないことがあるようです。しかし、練

習を重ねれば、馬と一体になって「風を切る」感覚を味わ

えるようになってきます。足の筋肉が鍛えられるなどの身

体に対する効果はもちろんですが、馬と触れ合うことで精

神的な安定効果もあり、アニマルセラピーの観点からも人

気が高まっているようです。 

 今年は天候不順で「春」を楽しむ時間が

少なかったように感じます。なんとなく消

化不良だった分、思い切り服に花を咲かせ

ませんか？今年のショップにはきれいな

「フラワープリント」の洋服がたくさん並

んでいます。気分をぐっと上げてくれる元

気なアイテムなので、是非挑戦してみて下

さいね。細かい花柄もかわいいのですが、

選び方を間違えると「ファンシーになりす

ぎる」「カジュアルになりすぎる」「若づく

りになる」危険性があります。経験を積ん

だミドルエイジが選ぶなら、抽象的な手描

き風のものやデジタル転写プリントなど

のアートなフラワー模様がおすすめです。

柄に「強さ」があるので、華やかで艶やか

な印象を与えます。あまり派手なのは

ちょっと・・・とお考えならモノトーンの

柄を選べば、大胆になりすぎず取り入れや

すいでしょう。また、洋服が無理なら、ス

トールなどの小物に取り入れるのも素敵

ですね。冷房がきつい時などに、さっとは

おるのにも便利です。自分にも、回りの人

にも活力を与える元気な「フラワープリン

ト」で、この夏を楽しみましょう！ 

大胆にフラワープリント！ 
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気軽に乗馬体験 

“つくれる文具屋さん”の木阪賞文堂がお届けする 

輝くステキな女性にささげる、ミニ情報誌です。 
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［Ｑ］ 洋室を畳の部屋に変更したいと思うのですが、注意点

はありますか？ 

［Ａ］ 畳の厚さは５～６センチあります。それだけの深

さを確保できるかどうかがポイントです。例えばドアの

開閉にぶつかってしまうようなら、出入り口のリフォー

ムも必要になってきます。最近では、バリアフリー対応

の薄いものがありますが、畳の厚みの最低製作寸法は縁

付きで 27 ミリ、縁無しで 30 ミリ程度と言われていま

す。また、畳には江戸間や京間などのサイズがあり、表

面は乾燥させた“い草”で編んで作りますが、芯である

畳床は、現在はインシュ

レーションボードやスチレ

ンボードといった化学床が

一般的になっています。こ

まめな掃除と、風通しをよ

くすることで、心配なダニ

の発生を防ぐことができま

すよ。乾燥させてから、薄め

た消毒用アルコールで拭く

のも良い方法です。 

 お風呂の楽しみのひとつに入浴剤の使用がありま

すが、入浴剤は「医薬部外品」「化粧品」「雑貨」の三

種類に大別されるのをご存知でしょうか？そのうち

最も多いのが「医薬部外品」で、製品中の有効成分が

基準通りに含まれているかどうか、製造の際に測定

されているものです。厚生労働省の許可を得て商品

化されており「肩こり、冷え症、疲労回復」などと効

能を記載することができます。一方、有効成分が入っ

ていればいいというのが「化粧品」で、「保湿効果が

ある」「肌を引き締める」など、化粧品としての効果

は記載できても「身体を治す」といった表示はできま

せん。「雑貨」に関してはこうした決まりはありませ

んので、選ぶときの参考にして下さいね。また、皮膚

の表面のたんぱく質を結合し、膜を形成するタイプ

の入浴剤は身体の熱が逃げるのを防ぐので保温効果

が高くなります。酵素を利用したタイプだと、たんぱ

く質や脂肪などを分解し洗浄を助ける効果などがあ

り、洗い流しやすくする働きもありますよ。 

けっこう大きい紅茶の効用 

老化をストップさせるヒケツ 

洋室から畳の部屋へ変更したい  

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 健康に良いお茶というと、ウーロン茶や緑茶が知られてい

ますが、実は紅茶も負けてはいないのです。紅茶は茶葉自身に

含まれる酵素の働きで、カテキンなどを酸化させて作る発酵

茶の一種です。お茶の葉は、緑茶に向いている「中国種」と、

酸化酵素が強く発酵しやすいために紅茶に向いている「アッ

サム種」に分けられます。「中国種」がカテキンを 11 ～ 15％

含むのに対し、「アッサム種」は 18 ～ 23％と、とても多く

含んでいます。紅茶は発酵によってカテキンが減ってしまう

のですが、元に含む量が多いので緑茶より多く残る場合があ

るそうです。さらに紅茶は発酵させることで、デアフラビンと

いう物質ができ、これは抗酸化作用が強いそうですよ。他に

も、心筋梗塞などの冠状動脈性心臓病の危険を下げる、骨密度

にもいい影響を与えるらしい・・・などの研究結果が出ている

そうです。 

Ｑ 
Ａ 

入浴剤についての正しい知識 

 



 マメ科のつる性一年草の「いんげん」。豆（種）が未

熟ないんげんをさやごと食べるのが「さやいんげん」、

成熟させた豆を乾燥させてから食べるのが「いんげん

豆」と呼ばれていて、「さやいんげん」の旬は６～ 9 月

頃です。「いんげん」という名前は、江戸時代初期に来

日した明の僧侶である「隠元（いんげん）」が持ち込ん

だことに由来していると言われていますが、実際には

別の種類である「ふじ豆」が持ち込まれ、「いんげん」

はもっと後になって来たのだという説もあるそうで

す。「さいとう」と呼ばれることもありますが、関西で

は1年に3回収穫できることから「三度豆」といい、「ふ

じ豆」のことを「いんげん」と呼んでいます。 

材料（2 人分） 

さやいんげん 40g、なす 2 個、焼き麩（車麩）1 個、しょうが（すりおろし）1/2 片、

揚げ油適量、だし汁１カップ、みりん大さじ１、しょうゆ大さじ１、砂糖小さじ１ 

しゅん 



Ａ賞は、ドイツアルプスの岩塩“アルペンザルツ”のふるさとにペアで 3 組ご招待！ 

Ｂ賞は、“アルペンザルツ”とスプレータイプのホイップクリーム“ザーネワンダー”の詰め合わせが 50 名に！

どちらも、ネットで簡単に応募できます♪ 

 近頃、スーパーなどに並ぶ塩の種類が増えたと思われ

たことはありませんか？輸入塩の中でも、このアルペン

ザルツの青いパッケージを目にした方も多いはず。ドイ

ツアルプス山脈のふもとにあるバート・ライヒェンハル

の岩塩層から作られたもので、この岩塩層はなんと 2 億

5 千万年前に形成された天然のものだそうですよ。マイ

ルドでコクのある味わいが特徴で、特にシンプルな料理

で試して欲しい商品です。例えばおにぎり。ご飯に均等

に塩をまぶすことが必要なおにぎりですが、アルペンザ

ルツは水分含有量が低くさらさらしているので、ご飯全

体に上手く浸透します。また、カルシウムを豊富に含ん

でいるので、まろやかな塩味が米の美味しさを引き出す

のです。このキャンペーン賞品、Ａ賞の旅は 2010 年

10 月 30 日～ 11 月 5 日を予定しています。美しく豊

かな自然に恵まれたアルペンザルツのふるさとドイツ

アルプス地方、芸術の街ミュンヘン、サウンドオブ

ミュージックの舞台として有名なザルツブルグ。塩に馴

染みの深いこれらの街を巡る見どころ満載のルートを

辿るそうです。宿泊は高級ホテル（塩エステ付）が用意

され、日本語堪能なドイツ人が穴場スポットへ導いてく

れるとか。Ｂ賞もアルペンザルツ、ハーブ入りアルペン

ザルツ、ザーネワンダーホイップクリーム、ザーネワン

ダーホイップク

リ ー ム チ ョ コ

レートの詰め合

わせ・・・と、こ

れまた嬉しい品

揃え♪さて、あ

なたはどちらに

応募しますか？ 

アルペンザルツのふるさとドイツアルプスを巡る旅キャンペーン 

【賞品】 Ａ賞 ドイツ旅行ご招待 ペア3組6名 

      Ｂ賞 ＳＫＷ商品詰め合わせ 50名 

【応募方法】 「ＳＫＷイーストアジア ドイツアルプスを巡る旅」キャンペーンサイトに 

        アクセスし、応募フォームに必要事項を入力の上、応募 

         ※応募は一人一回限り 

【応募・詳細】 アルペンザルツ SKWイーストアジア株式会社 

         www.alpensalz.co.jp 

【受付期間】 2010年8月31日まで 



ＫＲＹの情報番組に賞文堂が紹介されました！ 
こんにちは！社長の木阪です。8月11日に地元山口放送(ＫＲＹ）夕方の情報テレビ番組 『熱血テレビ』の“商店街

ぶらり散歩”のコーナーで、木阪賞文堂 白壁店が紹介されました。金魚ちょうちん祭りを目前に控えた白壁の

街並内の商店をアポなしでの取材する企画だったようです。有り難いことに、近年 取り組んでいる“金魚ちょう

ちん関連文具＆雑貨”開発～制作への取組みやその製品もご紹介いただきました。私自身はもちろんスタッフ一

同大変励みになりました。レポーターはお馴染み原田かおりさん、テレビでもお美しいですが実際にお会いする

ともっと綺麗な方でしたよ。何と6分間もオンエアして頂いて、心より感謝しています。 

1、『熱血テレビ商店街ぶらり散歩コーナー』

スタート。原田かおりさん登場です。 

5、フロントに金魚ちょうちん、バックに賞文

堂のロゴ入Ｔシャツも・・・密かな人気です。 

12、小さなお店でも、情報発信の大切さをあ

らためて感じました。 

2、木阪賞文堂 白壁店のショーウィンドゥ前

で、金魚ちょうちん関連商品を紹介です。 

10、ご近所の重枝醤油店さんもご紹介、お

父さんと娘さんの会話が微笑ましいです。 

6、当社スタッフ手作りの金魚ちょうちん消し

ゴムはんこ、全てはここから始まりました。 

3、白壁店の全景が・・・テレビで視ると“立

派”で、他所のお店みたいです。（笑） 

8、柳井市長さんになりかわり、金魚ちょうち

ん祭りへの来場もお願い致しました。（笑） 
7、聞き上手の原田さん、いつもは寡黙な

（？）社長も熱く饒舌に語りました。 

4、当初は『誰が買うの？』の笑い者にされた

ポストカード。今は年間千枚単位で販売中。 

9、珍しく、会長夫妻も・・・。恥ずかしそうに受

け答えをしておりました。 

11、何と、お店紹介までして頂き、至れり

尽くせり状態でした。流石ＫＲＹさん。 

＊木阪賞文堂はこれからも、金魚ちょうちん関連文具＆雑貨をコツコとつくって参ります。ご意見お待ちしております。 

原田かおりさんのブログ  http://kry.co.jp/blog/harada/2010/08/11-027063.html 

KRY山口放送 熱血テレビ   http://kry.co.jp/tv/nekketsu/ 



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ですよ！

ご来店お待ちして

います。 

(木阪:記) 

 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

・会社名  (有)木阪賞文堂 
◆今月の注目商品（サービス）のご案内 

■スタッフ人数9名（中央店７名、白壁店２名） 

 

★けしごむスタンプコンテストの作品は、今月末迄の受付ですよ。 

・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 info@sirakabe.com 

木阪賞文堂は文具屋さんとして、柳井市や金魚ちょうちんの事をもっと多く

の方々に知って貰いたいと、日頃より(普段の業務と並行して)出来る事か

らコツコツと活動しております。先日(7/31～8/1)人気 の消しゴムは

んこ作家さんをお呼びしての「消しゴムはんこスペシャルセミナー」を柳井商

工会館で開催しま したところ、何と県内外より50名近い方が参加、その

内7割の市外の方(含2割県外の方)が柳井まで足を運んで頂き、心から嬉

しく思いました。中でも香川県小豆島から参加された女性は家族を引連

れ  柳井で1泊され、その方のブログでは柳井を大変好意的にPRして頂き

スタッフ一同『時間を掛けて 事前準備した甲斐があったねぇ・・』と皆感激しています。さて既報の“金魚ちょうちん

ピンバッチジ”がようやく完成致しました。今年のサッカーワールドカップがきっかけで した。もし金魚ちょうちんの

デサインのピンバッジが有れば私は是非付けてみたいと思いました。スーツの胸元、

バッグ、キャップ、Tシャツなん かに“金魚ちょうちんピンバッチ”が輝いている光

景を妄想すると(笑)・・・『よしっ！木阪賞文堂でつくろう！』と決意。お世 話になってい

る 地元デザイナーの檜垣圭子さんデザインをモチーフにこの度完成しました。この

ピッバッ ジがきっかけでビジネスシーンはもちろん、皆の交流が深まるきっかけに

なったら嬉しいですよね。みな さんはどう思われますか?！ (木阪泰：記) 

高校生のアイデアが商品化！話題の“ニコケシ”です！ 

大阪市経済局主催のビジネスコン

テストがきっかけで、この度商品

化されました。8月初旬の業界展示

会でも、新製品アンケート・コー

ナーのデザイン部門コンテストで

最優秀賞を受賞。発想がやわらか

いですね～。 

 ピンバッジで届いたらエエね、柳井の想い     
“金魚ちょうちんピンバッジ”デキマシタ 

 

 

 

胸に輝くマークは金魚ちょうちん♪ 

気のせいだと思いますが、オリジナルのパッケージに

入れた途端、魂が入って輝きを増したような・・・ 


