
 

 パンが大好き！パン屋さんの前を素通りできない！自

分でもパンを趣味で作っているけれど、もっとパンのこと

を知りたい！という方は、本格的にパンについて学び“パ

ンコーディネーター”になってみませんか？この“パン

コーディネーター”という資格は、日本で初めて「パンを

食べる視点からパンに関する適切な助言・提案を行うこと

ができるプロフェッショナル資格」として誕生し、パンに

関わる仕事を目指す方へ向け、財団法人日本余暇文化振興

会（所管:文部科学省）より監修・認定を受けた日本で唯一

の資格なのだそうです！つまり、パンにまつわる幅広い知

識を持っているという証明になるので、パン教室やセミ

ナーの講師に自信を持ってなれますね。さら勉強を進める

と、パンに関わる企画力・提案力を備えた“パンコーディ

ネーターエキスパート”、パンに関する知識や技術を人に

伝える・教える技術を持つ“パンコーディネーターアドバ

ンス”という資格へと、どんどんレベルが高くなっていき

ます。パンの歴史や世界のあらゆるパンのこと、パンの原

材料や製造工程、パンにまつわる栄養のこと、美味しい食

べ方、パンメニューの開発などなど、あらゆる角度からパ

ンのことを学ぶと、ただ漠然と好きだったパンが全く違う

魅力を放ちはじめるかも。「好き！」を超えた世界を覗いて

みませんか？ 

 巻き爪・外反母指などの困った足のトラ

ブルは、窮屈なハイヒールが原因のひとつ

と言われています。体重が足先に過剰にか

かることが一番の問題点だそうです。どう

してもハイヒールを履きたいという方は、

このつま先への圧迫を 小限にできる靴

を選ぶようにするといいですよ。大切なの

は、指が押しつけられず、靴の中で足が前

に滑らないことです。中底のカーブが足の

裏にしっかりと沿っているといいですね。

足裏の親指の付け根のふっくらとした部

分で、自然に足がとどまり、滑らなければ

合格です！そして、横幅。幅広の靴が足に

優しいと思い込んでいる方が多いのです

が、足より幅の広い靴を選んでしまうと前

に滑りやすくなるので注意しましょう。か

かとをしっかりと包み込むデザインで、

ホールド力のあるストラップがあると安

心です。普段使うならヒールの高さは 5 ㎝

程度まで。ただ、歩く時間が少なく済む場

所での食事だけ・・・などという時にはも

う少し高いものも挑戦してよいでしょう。

前に一歩一歩足を置くイメージで、ゆった

りと優雅に歩いて下さいね♪ 

ハイヒールを上手く履きこなす 
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“パンコーディネーター”に挑戦！ 

 ■日本パンコーディネーター協会 

                                     http://jpca.ne.jp 

回覧 

“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。 



［Ｑ］ 間取りの変更を考えています。何か注意すべきポイン

トはありますか？ 

 

［Ａ］ まず、部屋と部屋のつながりに注意して下さい。人

が室内で移動する軌跡を「動線」と言いますが、間取り

を変更した際に、この「動線」がスムーズでないととて

も暮らしにくい家になってしまいます。毎日の営みの中

で、家族がどのような動きをするかをシミュレーション

して検討しましょう。また、どの場所から何が見えるか

といった「視線計画」も大事なことです。ドアを開けた

時に、目の前に障害物があ

ると視線が途切れるため、

実際の面積より狭く感じる

という失敗は避けたいです

ね。柱や壁を取り除く時に

は、構造上問題が無いかも

慎重に検討しますが、構造

体のバランスが保てる位置

に移動したり、梁を補強す

るなどの工夫も可能です。 

 温かい湯船に入って「気持ちいい～♪」と感じるの

は子どもも同様のはず。ところが、お風呂を嫌がる子

どもがけっこう多いのです。その理由の一つは「水が

怖い」ということ。実際お風呂場というところは子ど

もにとって注意すべき場所とも言えます。子どもは

浮力に弱いので、親が目を離した時に浴槽内で滑っ

たり、ひっくり返ってしまうような思わぬ事態が起

こりがちです。嫌う子にはなんらかの怖い思いをし

た経験があるのかもしれませんね。常に身体の一部

を支えてあげるなど、子どもに安心感を与えてあげ

ましょう。「シャンプーが目に入るから嫌だ」という

子も多いですよ。頭を手で支えて上向きにし、シャン

プーがかからないように洗ってあげましょう。成長

に従って必ず水に慣れてきますから、子どもが「もう

大丈夫」と言うまでやってあげて下さいね。また、「水

遊びを中断されるので嫌だ」と感じる子どももいま

す。お風呂も遊びの時間と考え、時にはとことんつき

あってあげてください。 

『スポーツ』としてのウォーキング 

老化をストップさせるヒケツ 

間取り変更の基本的知識 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 そのウォーキング、もしかしたら「ただの散歩」になってい

ませんか？もちろん景色を楽しんだり、一緒に歩く人とお

しゃべりしながらの散歩もよいものですが、体力増進のため

の『スポーツ』としてのウォーキングなら少し意識を変えて歩

きましょう。正しい姿勢で、身体の中心から前にまっすぐ伸び

る線をイメージして、その線に沿って両足を出していきます。

視線は数メートル先に。視線が下がって猫背になるのを避け

ます。腕は 90 度に曲げて大きく振ります。歩くスピードは、

いつも歩いているのよりも早め、女性なら時速４～ 5 キロく

らいが目安です。正しいシューズ選びも大切ですので、専門店

で自分に合った靴を見つけて下さい。そして、歩いた距離、時

間を記入する「ウォーキング日記」がおすすめ。体重や体脂肪

率、その日の気になる体調なども記録しておくと、効果が出始

めた時に励みになりますよ。 

Ｑ 
Ａ 

ウチの子、お風呂嫌いになっちゃった？ 

 



 芽キャベツは、原産地がベルギーのブリュッセルと

される、アブラナ科のキャベツの変種のひとつで、１２

月～２月が旬と言われています。キャベツのミニチュ

アといった感じのかわいらしい形状が目を惹きます

が、実際に畑になっているのを見ると、60 ～９０㎝の

長い茎の側面に直径３～４㎝の小さな芽キャベツが５

０～６０個もついているので、ちょっと驚いてしまい

ます。ビタミンＣを多く含み、天ぷら、シチュー、和え

物、煮物、バター炒め、サラダにと大活躍です。加熱し

すぎると食感が悪くなるので気をつけて下さいね。固

く締まっているものを選び、なるべく早く調理してお

いしくいただきましょう！ 

材料（４人分） 

芽キャベツ６～８個、ベーコン２枚、トマト水煮缶２００ｇ、水 100ml、 

塩こしょう少々、レモン汁大さじ１、オリーブ油大さじ１ 

しゅん 



さむ～い冬に、あったか～いコーヒーで身体を温めるのは至福のひととき♪ 

美味しいコーヒーを飲んで 

素敵なル・クルーゼストーンウェアを当てましょう！ 

 丁寧に淹れるコーヒーもいいものですが、忙しい時や

外出先でも熱湯さえあれば、いつでも飲むことができる

手軽さがうれしいインスタントコーヒー。インスタント

といっても、その画期的な製造方法によって、味・香り

ともに素晴らしいコーヒーを楽しめるようになりまし

た。良い豆を育て、選び、そしてロースト。商品別にブ

レンドし、グラインド（粉砕）してからコーヒー液を抽

出します。そこから先は 2 種類の工程があり、コーヒー

液を霧状にして、熱風で水分を蒸発させ、乾燥後の粉末

状のコーヒーを顆粒状に仕上げたのが、スプレードライ

コーヒーと呼ばれるもの。もう１つは、コーヒー液を零

下 40℃の冷凍庫で凍らせ、細かく砕き、真空の昇華作用

で水分を取り除き、純粋なコーヒーの結晶にしたフリー

ズドライコーヒー。今回のキャンペーン対象商品である

<マキシム>は、フリーズドライ方式だそうです。インス

タントコーヒーはティースプーン山盛り一杯（約 2g）

に、 も美味しい温度と言われる 90 度前後のお湯

140ml を合わせるのがおすすめです。疲れた時は濃い

め、お菓子と一緒の時は薄めにするなど、簡単に調節で

きるのもインスタントならではですね。AGF サイトで

は、コーヒーに関する豆知識や、コーヒーにスパイスや

リキュールを加えて作る「コーヒーメニュー１００選」

という楽しいページもありますよ♪ 

<マキシム> スマートエコライフプレゼント ビンと袋 両方買って応募！ 

【賞品】 ①マグ＆プレートペア 100名 ②ミニ・オーバル・ココットペア 100名 

【応募方法】 <マキシム>インスタントコーヒービン100ｇ（フタ）と 

         <マキシム>インスタントコーヒー袋８０g（裏面）に 

         貼付の応募券2枚を1口として応募 

【応募先】 〒101-8691 郵便事業株式会社 神田支店 私書箱89号 

        <マキシム>スマートエコライフプレゼント「買って応募！」係 

【受付期間】 201１年1月31日（月）当日消印有効 

【詳細＆注意事項】 http://www.agf-ecotoku.jp/cp2/ 

※同時に「クイズに答えて応募！」というキャンペーンも実施しています。 



新年卯歳が始まりましたね。毎年末になると『来年はアレコ

レをしよう』と思いつつも結局消化不良のまま終わっており

ますが、今年は違いますよ～。(文具屋さんらしく)付箋紙＆

ノート＆手帳の併用で“即・実践体制が万全”です。 

■地元ケーブルテレビで、1月から木阪賞文堂のＣＭスター

ト。柳井市及び周辺町だけへのご案内なのでエリア的には丁

度イイ塩梅です。おっと、肝心のケーブルテレビにまだ加入

しとらんかった(汗)、よく考えたら自宅で視聴出来ん。(苦笑) 

■通販番組でお馴染み(？)、1台の料金でもう1台プレゼン

ト！あの掃除機“スイブル・スイーパーＧ２”を購入して

しまいました。店舗と事務所は朝のモップ掛けと閉店前の掃除機掛けは毎

日欠かしませんが、ちょっとした綿ホコリや砂等を掃除する手軽な掃除機

を探していたのです。金額に比べてシンプルなつくりですが、この“煩わ

しくないお手軽さ”は金額以上です。ちなみに2台目は未開封です。(笑) 

■木阪賞文堂では、ホームページ上で「ブログ」と「ツイッター」をほ

ぼ毎日更新していますが、普段からパソコンを使うことのない方々にも

“つぶやいて”みようと今年から「アナログ・ツイッター」を始めまし

た。地元の行事を中心に方言丸出しの内容で、店頭の赤いボードに手書きでつぶやいています。字が下手なので恥

ずかしいのですが、よかったらご来店時に読んでみてくださいね。 

■ここ6年間は、毎年12月の柳井市民駅伝に参加しておりますが、練習が1ケ月前の付け焼刃状態。かといって毎

日ジョギングする時間も根性も無し。履くだけでカロリーを消費できる魔法のシューズを年明けから利用、事務所

を動き回るだけで足腰が締まり（40歳代のオッサンですが）年内中には魅惑のヒップになることでしょう。（笑） 

（木阪泰：記） 

 

 

 

 

 2011年スタート ！ 忘れんうちに即実践 ! 

どこまで続くかね、まぁ無理しないでやってみます! 

★もうご覧になりましたか？ 毎日4回･･･1ケ月で120回

ほど放映されます。春の就職・進学時の贈り物は文具を！ 

★ショップジャパンの大人気商品！ 

★アナログ・ツイッターのボード、 

敢えてチョーク仕様タイプです。 

 

 

★リーボック社イージートーン。 

一見普通のスニーカー。靴底に秘密有り。 

★モレスキン社のハードカバーノート。 

思いつくたびに、目的別に色分けした付箋紙に 

書き込み貼ります。貼り直し（並び替え)が自由に

出来るのでとても便利。付箋紙は使い方次第で効

率アップに役立ちます。近年は強粘着タイプや全

面ドットタイプ等「剥がしやすいのに剥がれにく

い」のが特徴。ノートと手帳との併用がお奨め！      



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 
◆1月～のおすすめ商品（サービス）のご案内 

 

 

 

 

■スタッフ人数8名（中央店6名、白壁店２名） 

★現在、パート・スタッフさん募集中です。（納品担当、女性希望） 

・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 

今年届いた年賀状、やっぱり記憶に残るのは手書きの

ものです。。サラリーマン時代にお世話になった方から

足掛け20年頂戴する年賀状はその殆どが手書きです。

毎年近況がキチン記載されており、仮に明日（20年振

りに）会ったとしても年月と言う垣根が無いのでは･･･

と思う程です。左の写真は、ゲンキタイムスというフ

リーペーパーに掲載した新年の挨拶文です。墨と筆を用

いて書いてみました。相変わらずの下手字です、下手字

連盟の柳井支部長(？)が務められる程ですが人生40余年

の味わいが出ていると思いませんか。手書きの良さ、素

晴らしさは誰しもが認める事でしょう。携帯メールしか

知らない若人も、「書く」「送る」という経験は充分に

あります。この春 新しい人生の門出を迎える方々への贈

り物に、一生モノの“万

年筆”や“ボールペン”

等の筆記具を、是非選

択肢に入れてみてくだ

さいね。 

(木阪泰：記） 

この度、３Ｍのエクセレント・パートナーショップに選定されました。 

住友スリーエム社の文具・オフィス用製品の 

新製品と主要製品の品揃えが豊富という事で

この度3Ｍ認定のパートナー店となりました。 

3月迄には、現在の1.7倍の付箋紙を陳列した

いと考えています。付箋紙利用術の書籍も巷

では沢山出版されています。ここは腰を据えて

付箋紙道を極めてみますか。(スタッフ一同） 

 手書きの味わい・・・年賀状で実感 

 春の就職、進学時の贈り物には筆記具を! 
 

 

世界中のみんなが 

知ってる3Ｍブランド。付箋

紙を上手に使って効率アッ

プのお手伝いをいたします。 

来春、就職（進学）する･･･あなたに贈りたい。 

 

■ラッピングもお任せ下さい。   ■キンギョ柄セルロイド製の万年筆 

不思議です、綺麗に印刷された箇所より手書部の方が記憶に残ります。 

 


