
 

 「この紋所が目に入らぬか～！」でおなじみの家紋（紋

所）。一般の家庭では、冠婚葬祭の時ぐらいしか意識するこ

とがないかもしれません。しかし、改めて眺めてみると実

に美しい究極のデザインであることがわかります。家紋は

日本固有の文化で、約１０００年の歴史があり、自らの家

系、血統、家柄・地位などを表すために用いられてきた紋

章です。奈良時代から、様々な紋様が装飾目的として調度

品に描かれていましたが、平安時代になると、貴族が各家

固有の目印として使うことが多くなってきました。平安末

期になり、一部の公家が独自の紋様を牛車の胴に付けて歩

き始めた・・・これが家紋の始まりという説があります。

特に戦国時代には、敵味方の区別をしやすくするために、

急激に家紋の種類が増え始めたそうです。いずれにしても

親から子へと受け継がれた、血族が共有するアイデンティ

テイマークです。また、それは自分の命へとつないでくれ

た先祖の喜びや苦しみなどすべてが凝集された結晶とも

言えるのではないでしょうか。それにしても、代表紋、定

紋、替紋、通紋、神紋、寺紋、女紋など代表的な分類だけ

でも種類の多さに驚きます。デザインにしても、現在 2 万

種ほどが確認されており、単独であるもの、輪や角に囲ま

れているもの、文字や異種と組み合わせたものなどがあ

り、日本人の豊かな感性に感心せずにはいられません。知

れば知るほど奥が深い家紋。自分の家紋を調べてみたら、

意外な先祖の物語が見つかるかもしれませんよ！ 

 山登りやキャンプ、トレッキングなどを

楽しむ方が多くなるにつれ、アウトドアで

着るウェアの種類も豊富になりました。中

でも注目したいのが「山スカート」と呼ば

れるアウトドア用のスカート。アウトドア

と言えばパンツスタイルと決まっていま

したが、スカートには女性にとっての利点

がたくさん！利用しない手はないのです。

ズボンで足を曲げたりしゃがんだりする

とどうしてもつっぱる感覚がありますが、

スカートではそれがなく、足が自由に動き

とても楽に動けます。アウトドアでの悩み

の種、トイレでもスカートの良さを実感で

きることでしょう。また、人目の多い山小

屋では、タイツやアンダーウェアを着替え

るのもサっとできます。なにより、気にな

るお尻回りを隠せるのが嬉しいですね！

注意したいのは、アウトドアでは自然が相

手。ウェア素材の選択を誤ると命に関わる

事故につながります。必ず、機能性を備え

たアウトドア用のスカートを着用して下

さい。キュロットタイプ、ラップタイプな

ど行く場所によって適したものが違いま

すので、店員さんに相談してみましょう。 

山スカートで、アウトドアを楽しむ 
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［Ｑ］ 現在平屋に住んでいます。手狭になったので「総2階」

にしたいと思うのですが・・・ 

 

［Ａ］ 残念ながら、現在ある平屋に 2 階部分をポン♪と

乗せれば出来上がり・・というわけにはいきません。一

般的には、平屋の家では基礎が 2 階建て用にはなってい

ないからです。つまり 2 階部分を支える力が備わってい

ないわけですね。2 階建てにするならば、現在ある建物

の基礎の外側に２階用の基礎を新規に設置しなくては

なりません。また、梁や耐力壁を増やすなどの補強も必

要になってくるでしょう。

その分、負担費用も大きく

なることが見込まれますの

で、増築リフォームより建

て替えしたほうが良い場合

があります。建築業者とよ

く相談の上、部分的に２階

を増築にする、いっそのこ

と建て替えにするなどよく

ご検討下さい。 

 バスタイムのちょっとした動作に工夫を加えるだ

けで、エクササイズができますよ！頭を洗う時、隅々

までお湯が行き渡るシャワーはとても気持ちの良い

ものですが、ここはあえて洗面器を使って髪を洗い

ます。お湯をいっぱい入れた洗面器を、両手をのばし

て頭の上に持っていきます。意外と重く、二の腕に効

いているのが実感できますよね？お湯を一気に頭に

かけず、ゆっくりと濡らしていきます。二の腕の筋肉

を意識しながら繰り返すと筋トレ効果があります

よ。これを一年続ければ、ちりも積もれば山となる

で、来年の夏には引き締まった二の腕を披露できる

かも！？次は下半身のエクササイズ。壁などにつか

まりながら、両足を揃えてバスタブに立ちます。息を

吐きながら水を押すような感覚で片足をゆっくり後

ろに蹴り上げます。ゆっくり足を戻し元の姿勢に戻

ります。水の抵抗を感じながらやるのがポイント。両

足各 20 回程度やりましょう。あとはゆっくり身体を

リラックスさせて終了です♪ 

喫煙は老け顔への近道！？ 

老化をストップさせるヒケツ 

平屋を「総２階」にするのは無理？ 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 喫煙が与える悪影響は、美容面でも大きなもの。ヤニで歯が

黄ばんでくるといった見えにくいものもありますが、長い期

間吸い続けることによって、顔を見ただけで喫煙者であると

わかる「タバコ顔」「スモーカーフェイス」になることはご存

知でしょうか？目じりのしわ、顔全体の乾燥、目の下のクマ、

頬がこけ肌にハリがない、白目が黄ばんでいる、唇が紫、など

が主な特徴です。これだけ聞くとただの老化では？と思われ

るかもしれませんが、喫煙者は、その老化スピードが速いの

で、実年齢以上に老けてしまう場合が多いのです。喫煙による

有害物質の発生により、肌の細胞が酸欠状態になり、肌本来の

働きを低下させてしまいます。また、煙にふくまれる活性酸素

は、細胞を傷つけ肌のハリのもとになるコラーゲンを作るの

に欠かせないビタミンＣを破壊します。美しさのために喫煙

は不要なものだということは明確なのです。 

Ｑ 
Ａ 

洗面器でエクササイズ！ 

 



 昔から「いわし１００匹、頭の薬」と言われるほど栄

養価が優れている魚です。秋に旬を迎え、美味しくなっ

てきました。梅干し煮や、つみれ団子などにして、骨ご

と食べるのがおすすめです。調理の際には、酢を少量入

れて下ゆですると、臭みが抑えられます。魚の生臭みが

苦手というお子さんのためには、こういったひと手間

をかけてあげるといいかもしれません。また、「鰯」と

いう漢字のつくりからもわかるように、傷みやすいの

も特徴。手に入ったらすぐに調理しましょう。今回は、

マヨネーズでパン粉を付けるのでとても簡単。オーブ

ントースターで気軽にできます。なすやたまねぎを加

えたソースを添えて、栄養バランスも抜群ですよ！ 

材料（２人分） 

いわし４尾、塩小さじ１、マヨネーズ小さじ２、粉チーズ小さじ２、パン粉大さじ２、 

オリーブオイル適量、ソース・・・【なす（輪切り）2 本、カットトマト缶 200g、 

たまねぎ（みじん切り）1/2 個、コンソメ顆粒小さじ１、塩・こしょう各少々】、バジル適量 

しゅん 



本格的に涼しくなるまで、もう一息です 

牛マークが出るかどうかの運だめしを楽しみながら 

残暑を乗り切ろう！ 

 北海道産の乳原料を 100％使

用し、乳素材本来のおいしさを味

わえる、バニラバーのロングセ

ラー商品「バニラバー北海道」。 

このキャンペーンに応募するには、食べ終わったアイス

スティックに「牛マーク」が出なくてはなりません。牛

マークが出るパターンは「１頭」「２頭」「３頭」です。

組み合わせて希望の賞品分のポイントになったら応募

できますよ。40 ポイントで応募できるのは、オリジナル

音声目覚まし時計と、ペアクッション。4 ポイントでの

応募は、たっぷりお弁当が詰められる 3 段組みのランチ

ＢＯＸもしくは、家族で使えるお揃い柄のお洒落なペア

タンブラー（２６０ｍｌ）。はずれちゃっても、さらに抽

選で当たるＷチャンス賞はオリジナルメモ帳。どれもオ

リジナルの牛柄がとってもキュート♪友達や家族に自

慢できちゃいますヨ！ 

 ところで、アイスクリームには賞味期限が記載され

ていないのはご存知でしょうか？アイスクリーム類

はー１８度以下での冷凍保存の状態においては、微生

物は増殖しないこともあり、品質劣化が極めて小さく

安定している食品ということで賞味期限の設定がない

のです。しかし、一般家庭では完璧な温度管理はなかな

か難しいもの。本来のおいしさを味わうためにも早め

に食べるほうがいいですね。 

バニラバー北海道 家族で楽しも～キャンペーン 

【賞品】 

40ポイントで応募→オリジナル音声目覚まし時計＆ペアクッション：５００名 

4ポイントで応募→オリジナルランチＢＯＸ：750名  

            オリジナルペアタンブラー：750名 

Ｗチャンス→上記にはずれた方から抽選で、オリジナルメモ帳：８０００名 

【応募方法】 

対象商品「バニラバー北海道（４５ｍｌ×１０本）」のアイススティックに「牛マーク」が出た

ら、希望賞品分のポイントを集めて応募 

【詳細】http://www.lotteicecream.co.jp 

【応募締切】 第二回締切2010年9月30日（木）当日消印有効 （第一回締切は終了） 



倍も綴じれる“バイモ11”使ってますか？ 
9月4日付日経新聞NIKKEIプラス1で

「スマートに使える進化系文具 何でもラ

ンキングベスト10」が大きく紹介されて

いました。ランキング第1位は、左記の

バイモ11(マックス、¥1,575)で、片手で

軽々と40枚までの分厚い書類を綴じ

ることが出来る小型ホッチキスです。

中・大型ホチキスの機構を小さくして

ハンディ型に搭載しています。何と

言っても軽い力で綴じられるように、

針は、通常タイプから細さを変えずに

足の長さを1㍉ほど長くしています。

会社事務でのご利用は勿論ですが一般

のご家庭でも大変売れており、発売以来

国内外で100万個を販売しています。

「40枚も楽々綴じられる上、よく使う2～3

枚を綴じる場合でも針の足が重なったり

しないので、これひとつで充分」（文具

評論家 土橋 正氏）、「厚みのあるものを軽い力で綴じられる画期的な商品」（「スティショナー編集部 北沢

孝之氏」・・と流石に高い評価です。 近の文具は、見た目には大きな違いは無くとも使ってみると従来品に

比べて機能が格段に向上している“進化系”が相次ぎ登場しています。こうした文具が注目されている背景には、

企業の経費削減の影響があるようです。企業による文具の一括購入が減り、個人で揃える人が増えてきている

のです。多くの文具は100円ショップさんで変えますが、より使い易

く機能性が高い商品、デザイン性が高い商品等個人様を意識した文具の

ご案内はやはり専門店の腕の見せ所でしょう。日本の文具は、本当に

使い易く精度が高いのです。我々が日々何気なく使っている日本製の

文具をお土産として海外の方にプレゼントすると驚くほど感激されま

す。私達お店側としても、絶えず文具の情報発信をして地元の皆様に

文具を通して楽しい生活を

送っていただきたいと思って

います。選ぶ文具によって仕

事や勉強のはかどり具合は全

く違いますからね。店頭で、

是非実際に手にとって感じて欲

しいです。(木阪美：記） 

■あなたはいくつお使い(ご存知)？■ 
＜第２位＞ 

フリクションボールノック(パイロット) 

＜第３位＞ 

アリシス（カール事務器) 

＜第４位＞ 

テープカッター直線美(ニチバン) 

＜第5位＞ 

ペンカット（レイメイ藤井) 

＜第6位＞ 

ジェットストリーム4+1(三菱鉛筆) 

＜第7位＞ 

ハリナックス（コクヨ) 

＜第8位＞ 

ニーモシネノートパッド(マルマン) 

＜第9位＞ 

カードメモ（デザインフィル) 

＜第10位＞ 

チタンコートはさみ1468（住友３Ｍ) 

日経プラス何でもランキング 進化系文具 第1位 

 

ハンディで40枚程度のコピー

用紙が片手で綴じれます。 

 

文具の情報収集は 

日々欠かさずやってます。 

名前が“バイモ”なので、ご紹介画像も“バイモ”にしてみました。 



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 つくれる文具屋さん(有)木阪賞文堂 
◆９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） 

★ホームページ一新、ツイッターも始めました。是非御覧下さい。 

・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 

『木阪さんは、出たがり屋さんなんですか？』と聞かれることがあります。自分で言うのもなんですが、性格はいたって

控え目ですし、どちらかと言いますと寡黙な方でございます。小さなお店ですから店主が率先して“お店の存在”をもっ

とＰＲしないといけないなぁ・・・と思う事が年に何度もあります。小さなまちなのにそれでも自分達が思っている以上

に認知度がまだまだ低いと思い知らされます。そういう事が背景にありますので、出来る範囲で対外的に露出度を高

めたり、マスコミ等の取材のご依頼がある時はお断りをしないように心掛けています。 

＜エピソード＊一部抜粋＞ 

■いつも店内でお買い物をされる常連Ｋさんは、当店を 市内同業社Ａ商店さんだとずっと勘違されていました。 

■『島倉千代子の新しいＣＤ入りました？』・・・市内同姓のＫ楽器店さんとよく間違われます。 

■電話帳で“木阪賞文堂オフコ（オフィスコンビニの略）柳井中央店“と表記されていますが、 

（ホームセンターの）ナフコさんとよくと間違えられます。 

■領収証を求める時、市内教材専門店のＯ尚文堂さんと間違えられて“木阪尚文堂”   

と書かれることが非常に多いです。（正しくは木阪賞文堂） 

■『お宅、以前は亀岡通りにありましたね？』と、市内同業社のＹ中さんと勘違い。 

 ・・・これらは、ほんの一部です。100年以上もこの地で営業をさせて頂いて    

おりますが、まだまだ力不足を感じております。地元の文具屋さんとして、いざとい

う時にお客様に選ばれるお店になれるよう日々精進して参ります。（木阪泰：記） 

Ｎｅｗ 「エンディングノート＜もしもの時に役立つノート＞」(ｺｸﾖ) 

「もしもの時」は勿論、日常生活でも備忘録と

して役立つノートです。記入項目は、銀行口

座や口座引落し、クレジットカード、保険、重

要連絡先、WebサイトIDなど身近なことから、

介護、葬儀、お墓、相続までと幅広く、漫画や

イラストによる説明を加え、記入しやすさに配

慮し、年齢を問わず若い人でも気軽に情報整

理を始められますよ。（スタッフ一同） 

 お店の存在さえ知られていない!?・・・涙なくしては語れず    
笑うに笑えないエピソードの数々です 

 

 

文具のことなら木阪賞文堂・・・ 

2010年9月9日発売 

¥1,470(税込） 


