文具・オフィス用品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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永久の美しさを「押し花」で
野山や庭に、美しい花が咲く季節です。今ままで眺
めるだけだったこれらの花を、「押し花」にして楽しん
でみてはいかがでしょうか。
子どものころ作った押し花は、新聞紙や雑誌などに
草花をはさんで作ったと思いますが、この方法では乾
燥するまでに時間がかかり腐敗（酸化）してしまいま
す。そこで最近は、吸湿性の高い塩カル乾燥シート
などを使った押し花製作用具があり、植物の色を変
化させることなく鮮やかなまま押し花にすることができ
るのです。必要な道具がそろった専用キットも販売さ

を考えて、ステキなデザインにするときれいですよ。

れているので、これを使えば初心者でも型くずれなく

また、「これは庭の花」「ハイキングでつんだ草」と、思

シワのない美しい押し花ができあがります。

い出別の作品にまとめてもいいでしょう。

いくつも押し花がたまったら、アイロンフィルムを使っ
てしおりやコースターなどを作りましょう。花の色や形

上手になったら、本を借りたお礼に「オリジナル押し
花しおり」をはさんで返すなんていかがでしょう。

キャミソールを
大人らしく着こなす
キャミソールというと、細い肩ひも
で吊して着る女性用の衣服で、昔は

ザインや素材を選ぶと大人のファッ
ションとしても充分に通用します。

下着としてのみ使われました。でもい

例えば、胸元にレースをあしらった

までは、夏用のアウ ター（上衣） とし

ものやシルク素材のものを選ぶと、

ても広まっています。

上質なムードになります。そのままで

素材の幅も広くなり、下着だけのと

は腕や胸元があらわになりすぎるの

きはポリエステルやナイロンなど薄手

で、ブラウスをカーディガンのように

のものが使われましたが、アウターの

上にはおるとカッコイイでしょう。

場 合は 保 温 性 や 吸汗 性 の 高 い ス ト
レッチ天竺などが使われています。
キャミソールは、そのかわいらしさ
から若者を中心に着られますが、デ

キャミソールは値段が安くカラーも
豊富なので、手軽に買って着回すこ
とができます。この夏は、キャミソー
ルでオシャレの幅を広げましょう。

老化をストップさせるヒケツ

骨量をチェックしておこう！

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

増築のときの注意点は？

みなさんは、自分の骨の状態を測ったことがありますか？

［Ｑ］ 増築をする予定ですが、増やす部分が隣の家に近

特に女性は、骨がスカスカになる骨粗鬆症になりやすいの

いのでトラブルにならないようにしたいです。気をつける点

で、ぜひ骨量（骨密度）を測定してみましょう。

などありますか？

骨量とは、骨のミネラルの量のことで、おもにカルシウムの
量です。私たちの骨量は18歳がピークで、その後少しずつ

［Ａ］ 古くからある家どうしの場合、隣家との境界線が

減少していきます。しかし、閉経などでホルモンバランスがく

はっきりしない場合があります。このようなときは、増築した

ずれたりすると、急に減少することがあります。このようなこと

スペースが「はみ出している」など、苦情の原因になる

に気づかないでいると、骨粗鬆症となって骨折しやすくなっ

ケースがあります。境界線が不明瞭なときは、土地屋敷

たりするのです。

調査士に依頼して、石やコンクリートなどで境界標を設置

骨量測定の方法はおもに3通り。腰の骨や大腿骨にX線

してもらいましょう。

をあてる方法、専用のCTスキャンで手首の骨を測定する

そして、増築するトイレやバスルームの窓が隣接しない

方法、かかとの骨に超音波をあてる方法です。おもな整形

か、相手の家の間取りにも注意をはらいましょう。エアコン

外科で測定できるほか、最近は市町村の検診でも行われ

の室外機も、近す

る場合がありますので、ぜひ問い合わせてみましょう。

ぎて音がうるさいと
言われないように
気をつけたいです。
また、隣家の土地
と段差がある場合
は、雨水や排水が
相手の方に流れこ
まないようにチェッ
クしましょう。

入浴をさらに楽しむグッズ
ぬるめのお湯で、ゆっくりと半身浴を楽しむ。そんな
入浴スタイルも、日本人にだいぶ浸透してきました。
入浴自体にリラックス効果がありますが、さらにリラッ
クスするためのお助けグッズを紹介しましょう。
一つ目は「バスブックスタンド 」。その名の通り、お風
呂で本を読むためのグッズです。湯船の上に架けて
その上に本を固定し、読書を楽しみます。ただし、本
の防水はできないので、湯気や濡れた手にはご注意！
二つ目のグッズは「ポータブルスピーカー」。ＭＤや

れた手でも操作可能。3千円程度なので、防水仕様
の浴室用プレイヤーよりも安価ですね。

ＣＤのポータブルプレイヤーをすっぽりと中に収納し、

この他カシオのDV-900Wなど、防水型でDVD再生

音楽を楽しめるという防水スピーカーです。やわらか

も可能な液晶テレビも、3〜4万円となりました。アナタ

いシリコン製のポケットにリモコンをセットするので、濡

なりの入浴グッズを探してみてはいかが？

しゅん

メ ニ ュ ー

の

●材料（４人分）
ししとう 12本、白身魚切り身 ３切れ、甘辛だれ（みりん １／２カップ、しょうゆ
大さじ ５）、調味料（料理酒少々、塩、こしょう少々）、片栗粉適量、揚げ油適量、
ごはん４杯分

ししとうは、南米産の唐辛子が16世紀に日本に

し し と う と い う 名 前 は、実 の 先 端 が ラ イ オ ン

入ってきて、辛くないように改良された日本独自

（獅子）の口に似ていることから「ししとう辛子

の野菜です。ピーマンと同じ甘味種ですが、栽培

（略してししとう）」となったそうです。

中の水分が不足したり気温が高すぎたりすると、

食物繊維が豊富で、緑色の濃いものほどカロチ

唐辛子のように辛いものが交じってしまいます。

ンが多くふくまれます。また、ビタミンＣも豊富

それでときどき、「ピリッ！」と辛いものに出く

で、疲労回復・ストレス解消・美肌・風邪の予防

わしてしまうんですね。

などに効果があります。

これで明日からお金持ち！

ケース39 ： 雨降りを快適に過ごすアイディア商品

梅雨になると、傘を持って出かけるので荷物が増えて不便ですよね。とくに、子どもと
一緒に雨の中を歩くと、親も子も傘を持って手をつなぐなどとても大変です。
そこで、この時季ならではの発明品を考えてみましょう。不便なときこそ便利なアイ
ディア商品を作るチャンスです。

まずは、オーソドックスに傘のアイディア商
品を考えてみましょう。

きも、肩ブレラがあると両手でしっかりハンド
ルを持つことができますね。自転車に限ってい

先ほどのように、傘 を持つ手で片手がふさ

えば、クリップ式で傘を自転車のハンドルに固

がってしまうのをなくすために、傘をセットし

定する道具もあります。雨降りだけでなく、夏

たスポンジグリップを肩に巻き付けてさす商品

の日差しをよける日傘にも使えますね。

を考えた外人医師がいます。巻き方を工夫する

濡れた傘を満員電車やバスなどに持ち込むと

と、小さな子どもの肩にもセットできるので、

周りに迷惑ですよね。こんなとき、傘の先端に

親子で使えば安心して手をつないだり抱っこす

傘カバーのついた商品を作った人がいます。

ることができます。両手があくということは、
杖を使う人など片手が必ずふさがる場合も便利
です。「肩ブレラ」という商品名で、広まって

さらに、傘を置き忘れないように腰から傘を
下げられるホルダーを考えた人もいます。
雨降りの外出が楽しくなるような、便利で役
立つ発明品を考えてくださいね。

いるようです。
柔軟性のあるスポンジグリップは、肩だけで
なくいろいろな物にも巻き付けられるので、ベ
ビーカーや車椅子、シルバーカートにもセット
できます。こうなると、親子だけでなく高齢者
や障害者にとっても便利ですね。
学生など自転車に乗る人は、雨が降るとカッ
パを着ますが、なかには片手で傘をさしてフラ
フラしながら乗っている人がいます。こんなと

良いアイディアが浮かんだ人は、今すぐ行動しよう！
売り込みの方法は色々！ 自分にあった方法で！
各企業（メーカー）に手紙や電話で売り込むとか、発明コンクールに応募するなど、売り込
みの方法は色々あります。例えばインターネットを使って「発明」というキーワードで検索する
と、売り込み方法のアドバイスや発明活動を支援してくれる団体などがたくさんヒットします。
自分にあった方法で挑戦しよう!!

今日もコツコツつくってます！何かあったら相談して下さいね!

任されたらやっぱり張り切ります！
http://www.sirakabe.com

つくれる文具屋さんを うたい文句にホーム
ページ（以下ＨＰ）を立ち上げて1ケ月・・・ＨＰからの
ご注文は有りませんが（ぐっすん〔涙〕）、お問合せ
やブログなるものへの書き込みはポツリポツリと
ありました。1ケ月間のＨＰへの来場者は約500人・・・
大変大変有り難い事でございます。
さて、6月もコツコツといろいろと作りました。地味
な物もありますが、一部抜粋にてご紹介です。

【○周年イベントのご案内状作製】
（⇒市内飲食店様ご注文）
2日間に渡るイベントでした。今回木阪賞文堂に初
めて白羽の矢が立ち（？）、案内
状製作〜印刷のご注文を請賜
りました。コンセプトや主旨・趣
向等のヒアリングから複数案の
ご提案をさせて頂きました。
〔当社担当者談〕
連日多くのお客様で賑わったようです、何よりお
店の（スタッフの）気合が入っていましたもの。ポス
ターもお役に立ったようです。（雨天でしたのでパ
ウチしたのも良かったです）イベントを成功させる
んだという強い気持ちで臨まれた当然の結果か
もしれませんが、当方は大変勉強になりました。何
はともあれ大成功という事でホッとしています。

【コンクールのトロフィーと賞状作製】
（⇒某医師会様ご注文）
白 い、丈 夫な 歯・・・歯 へ の
啓蒙活動は本当に大切で
す。ち な みに 当 社 社 長 の
長男（6年生）は虫歯が一
本も無いそうです。私も歯がキレイで丈夫だった
らもっと違った人生を送っていたかもしれません。

しらかべ・どっとこむ

〔当社担当者談〕
兎に角、受賞者の方のお名前は絶対に間違い
無い様、目を皿の様（そんな事あらへんやろ〜）
にして再三再四校正を繰り返しました。今の学
生さんには洒落たお名前が多く、気も張りまし
たがとても楽しくお仕事させて頂きました。
仕上がりもバッチリです。

【バスイベントツアーのチラシ作製】
（⇒市内木材卸販売会社様ご注文）
お客様と共に、住宅に係わる大きな展示会に行
きましょう・・・という第一回バスツアーイベント！
折込地域も絞り、何とキッチリバス1台分のお客
様よりお申込がありました。これって凄い！
〔当社担当者談〕
日々、新聞折込にはカラフルなチラシ・広告が
溢れています。今回、敢えて色上質紙（黄）に黒1
色刷！返って引き立ったようです。お客様から
のご要望で社長様の似顔絵を入れたのです
が、これもインパクトが有り！大変アイデアマン
のお客様で、見習う点が沢山ありました。

【開院に伴う印刷物（挨拶状・診察券)等】
（⇒市内クリニック様ご注文）
ご紹介を頂きお仕事をさせて頂きました。先生
も奥様も大変物腰のやわらかい方で、スタッフ
一同すぐそのお人柄に惹かれてしまいました。
〔当社担当者談〕
新規開院（開店）のお客様へは特に気合が入り
ます。大袈裟かもしれませんが、この診察券の、
この封筒の出来如何でお客様の繁栄が左右さ
れるとしたら・・・という緊張感で臨みました。任
されるとやっぱり張り切ります。

＊木阪賞文堂のいどばた辞典は再生紙を使用しています。

柳井、岩国地区では木阪賞文堂だけ!
文具のフリーペーパー BUN2(ぶんつう) の設置店になりました
〜読んでも楽しい賞文堂〜
ＢＵＮ２（ぶんつう）は季刊発行の文具のフリーペーパーです。
読むだけでとっても楽しい冊子です。全国の有名文具店・書
店等に置いてあります。
この度 木阪賞文堂も柳井・岩国地区で 唯一の設置店 と
なりました。店頭でご自由にお持ち帰りいただけます、是非一度手にとってご覧下
さい。以下、読者の皆様の感想です。
■初めてＢＵＮ2を発見し、手に取りました。今迄文具のフリー冊子があるとは全く知りませ
んでした。とても気に入ったので毎号手に入れたいと思っています。（山口県・34歳・女性）
■初めて読み、ワクワクしました。フルカラーで大好きな文具が紹介してあるのでこんなフリーペーパー欲し
かったです。フリーペーパーとは思えない豪華さで本当に気に入りました。（東京都・32歳・女性）
■今迄こんな文房具の利用法を書いた本など見たことなく、とても興味深く見ることが出来ました。
（大阪府・50歳・女性）

06-あったら便利 オフィス機器展

〜あるかな？お買い得品〜

『決して買わないで（？）下さい。』
来る８月2日（水）10：00〜17:00 柳井市駅前の新商工会館1Ｆ
大ホールにて 06ちょっと見てみたいオフィスマシンフェアー
を地味に開催いたします。
『ふ〜ん、こんなんあるんじゃねぇ』『あったら便利じゃねぇ』等といった
オフィス機器をド〜ン（と言いたいのですが割りとこじんまりと）とご紹
介致します。一体どんなマシンが展示してあるのでしょうか？追ってチラシ、ＨＰ等でご案内して参り
ます。はやしコーヒーさんの美味しい珈琲でおもてなし！是非8/2は涼みに来てね！待ってます！

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名
・ スタッフ人数
・モットー

(有)木阪賞文堂
8名（中央店６名、白壁店2名）
『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

Ｅメール shobundo@plum.ocn.ne.jp

赤い屋根の木阪賞文堂です。
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！

ＴＥＬ0820-22-0150 ＦＡＸ0820- 22-9506

・備 考

只今 中央店では金魚和柄のスティショナリーを
店頭でご紹介をしています。手書き一筆箋が人気です。

＊木阪賞文堂のいどばた辞典は再生紙を使用しています。

