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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思い出を美しく整理する 「スクラップブッキング」
家 族と 出 か け た 旅 行 の 写 真や 、 デジ タル カ メ ラで
撮った多くの写真、整理されないまま眠っていません
か。せっかくの思い出の写真を、そのままにしておくな
んてもったいない！ 後から見ても楽しめるように、き
れいなスクラップブックにしてまとめましょう。
アメリカ生まれの「スクラップブッキング」は、写真を
さまざまな形に切り抜いたり、コメントや思い出の品を
そえたりして、見やすく整理し長期保存するもので
す。カラフルなペンで文字やイラストを描いたり、色紙
を使って説明文を書くと、見た目にも華やかにきれい

すれば安心です。また「台紙に文字やイラストを描い

になりますよ。

て失敗しないかしら……」というときは、シールに文字

「いきなり写真を切るのは心配だわ……」という人
は、厚紙で四角や丸などの窓枠を作り、それを写真
に当てて「この辺を見せたい」と印を付けてから作業

を書いてから、それを貼り付ければ大丈夫です。
作って楽しい見て楽しいのが、スクラップブッキング
の魅力。親子でいっしょに作ってもいいですね。

フォーマルからカジュアルまで
誰でも着こなせる「黒のジャケット」
「今日は何を着て出かけようかし

しになれたら今度は、鮮やかな赤や

ら」なんて迷って決まらないときは、

紫などはっきりした色を着てみましょ

シンプルな黒のジャケットを一つ用意

う。一見、派手になりそうな色でも黒

しておくと便利です。黒は定番カラー

となら相性もよく、下品になりません。

なので流行りすたりがないし、年齢に
関係なく着こなすことができます。

「 派手な シャツを着る 勇気は ない
わ」という人は、アクセサリーでポイン

ポイントは「着こなす」こと。そのま

トを作りましょう。黒ジャケットなら、

ま黒いジャケットに白いシャツでは芸

ちょっと大きめのブローチなどもはえ

がありません。インナーには必ず、色

ますよ。インナーやアクセサリーを派

のあるものを持ってきてください。最

手にすればパーティーウエアになる

初は薄いピンクや黄色など、明るめ

し、ジーンズをはけばおしゃれなカ

の色を選ぶと失敗しません。着こな

ジュアルファッションにもなります。

老化をストップさせるヒケツ

指の関節が腫れる？

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

リフォームのタイミングはいつ？（2）

50歳を過ぎたころから、手の指の関節が腫れる病気が増

［Ｑ］ 中学生の兄弟が、自分たちの部屋を分けて使うよう

えてきます。関節リウマチによる炎症とよく似ていますが、こ

に改築したいと言います。しかし夫は「まだ築10年でその

れは「変形性関節症」といい、指の老化のようなものだと考

必要はない」と言います。どうしたらいいですか。

えられています。
この病気は、いわゆる第一関節（指先に近い関節）に起こ

［Ａ］ 先月は、１つ目のリ

ることが多く、関節リウマチでは第二関節に出やすい傾向が

フォームのポイントである「メ

あります。また、女性がなりやすく、男性よりも10倍かかりや

ンテナン ス時期」に ついて

すいという統計もあります。原因はさまざまで、残念ながら

紹介しました。今月は２つ

はっきりとした予防法がありません。

目のポイントである「リライフ

関節が腫れて「おかしいな」と思ったら、すぐ整形外科を

時期」についてです。

受診しましょう。痛みがひどいときには、鎮痛薬が処方され

今回のご相談のように、

ます。一般的には、器具で固定して安静にしたり、温熱治

兄弟が成長したときや、子

療などが行われます。それでも痛みがとれなかったり指の

どもが進学や就職・結婚な

動きが不自由な場合は、手術をすることもあります。

どで家を出たとき、そして夫
の定年で夫婦の時間が増
えたときなど、ライフスタイ
ルが変わったときは、やはりそれに
あわせたリフォームが必要です。
今回の件に限らず長い目で見て、
一つの部屋を仕切りなどで簡易的
に区切り、将来もさらなる変更がで
きるようにしてはいかがでしょうか。

「岩盤浴」ってなんだ？
いつの時代も、流行はあるもの。お風呂に関する現
在のブームといえば、やっぱり「岩盤浴」でしょう。でも
「岩盤浴ってなに？」という人も多いのでは。
かんたんに言ってしまえば、50度程度に温めた石の
上に寝そべり体を温めて汗をかくもので、ルーツは秋
田県の玉川温泉だと言われます。ここでは地熱で岩
石が暖められ、その上にゴザをひいて温まります。
暖められた岩石からは遠赤外線が発生し、これが

温泉施設に併設されていたり、最近は専門店も増え

体を芯から温めてくれます。体の血行を良くし、新陳

ています。でも、岩の種類をうたって「効果が強い」と

代謝を促してくれる効果があります。

か「マイナスイオンが出る」とか、「特定の病気に効く」

うつ伏せから仰向けと体の向きを変えて行うのが一
般的で、サウナとはちがう方法で汗をかくのが特徴。

などの広告文句はまゆつばものなのでご注意を！
純粋に、この一風変わった入浴法を楽しみましょう。

しゅん

メ ニ ュ ー

の

●材料（４人分）
米３合、サケ（甘塩・切り身）３切れ、ヒジキ（乾燥）20グラム、しょうゆ・酒 各大
さじ３、砂糖小さじ２、炒り卵（卵２個 ダシ・しょうゆ各小さじ２）、白ゴマ適量

サケにはマスをふくめて、世界におよそ70もの

類のサケでは旬が変わります。ちなみに、マスノ

種類が存在するといわれています。その中で日本

スケ（キングサーモン）の旬は「春」で、ベニサ

の食卓にあがるのは、「シロサケ」「ギンサケ」

ケでは「夏」が旬になります。

「ベニサケ」「マスノスケ」などです。

サケは栄養価の高い魚で、ＥＰＡやＤＨＡなど

日本人にいちばんなじみ深いのは「シロサケ」

良質なたんぱく質がたくさんあります。また、ほ

です。シロサケやギンサケの旬は、産卵のために

かの魚にはあまりふくまれていないビタミンＡも

川をさかのぼってくる秋です。しかし、ほかの種

豊富にふくまれています。

これで明日からお金持ち！

ケース42 ： ヘア用品に関するアイディア商品

女性はいくつになっても、美しくありたいですよね。とくに、「女の髪は命」と言うほ
ど、昔から髪のお手入れは大切なものでした。
そこで、今月は「くし」などに代表される、ヘアケア用品について考えてみましょう。
良いアイディアは、ぜひ発明品としてアピールしてみましょう。

ある婦人が昔、２枚のくしを重ねて髪をすく

で、あきらめずに何度か挑戦してみましょう。

と、力が入 ってよくすけることに気づきまし

くしといえば、毎日使っているとどうしても

た。そこで、「くしの歯を２枚にしたらいいの

髪の汚れがついてしまいますよね。これを取る

ではないか！」と思いつき、さっそく接着剤で

方法はいろいろありますが、もっと簡単にきれ

２枚のくしをはりつけて作ってみました。

いにする方法はないでしょうか。

彼女は実用新案を出したのですが、当時はま

同じように、ブラシにからまってしまった髪

だ時期尚早だったのか、どこにも採用されませ

の毛を、もっと簡単にとりさる方法があれば喜

んでした。でもいまは、このような構造のくし

ばれるでしょう。

を見かけることがありますよね。
思いついたアイディア品は一度トライしてダ
メでも、しばらくたって世間の流行や風習が変
わると注目される商品になるかもしれないの

パーマヘアを維持するのに、カーラーをよく
使いますよね。これにもさまざまなタイプがあ
ります。
マジックテープのひっかる方の面を巻きつけ
たものや、カーラーを電熱で温めておいてカー
ルするものなど。それぞれ利点がありますが、
まだどれも完全とはいえず改良の余地がありそ
うです。もっと簡単に使えて、しっかりカール
できるものは作れないでしょうか。
いつの世でも女性にとって、美しさを求める
気持ちは変わりません。ヒット商 品が作れれ
ば、大流行するかもしれませんよ。

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!!

造り酒屋の蔵をそのまま文具店舗・ギャラリーに!

“奈良へ習え!”
本誌いどばた辞典8月号掲載の、奈良のお店を見学してきました

そのお店は奈良県の葛城市というところにありま
す。当初は車で行こうかとも思ったのですが、多
少割高についても新幹線を利用しました。新大阪
からだと近鉄電車を利用して計約70～80分の当
麻寺駅(たいまでらえき)で下車。この日(9/23秋
分の日)は凄く天気が良くて歩いても気持ちのい
い気候でした。葛城市は人口約35,000人なので柳
井市とほぼ同じ規模のまちです。文晃堂さんとい
う文具屋さんが、地元の造り酒屋さんをそっくり買
い取り営業を開始したという業界紙のニュ－スを
見て社長と出掛けた次第です。当麻寺という国宝
の立派なお寺さんを目指し15～20分周りの景色を
楽しみながら歩きまし
た。決 し て 広 く な い 田
園風景の広がる山門に
続くの道沿の家々は
“黒壁”で統一されてい
ました。窓枠も統一され
ていて恐らく町並み協
定のようなものがある
のかもしれません。我々以外にも散策をする人た
ちが少なからず見受けられます。そのお店を見つ
けたときはかなりビックリしました。私たちが想像
していた以上の辺鄙なロケーションに、想像を超
えた規模とグレードのお店がそこにはありました。
辺鄙というのは悪い意味ではありません。所謂郊
外型とか駐車場が広いとか・・・そんな概念を吹き
飛ばす、まちの風景に完全に合致したお店だった

のです。
休 憩 所 も あ り、奥 の 蔵 は
ギャラリィとして地元の皆
さんが利用できる空間で
した。梁も壁もほぼそのま
ま 活 か し た 店 舗 で、普 段
白壁の町並みで暮らす私
たちが見ても唸るほど立
派な建物です。増改築に
は相当の投資をされたと
思います。事務用品等は
一部のみで殆どありませ
ん。京都鳩居堂の高級和
紙 製 品、御 香 と い っ た 物
か ら 万 年 筆、地 球 儀 等 の
どちらかというと趣味嗜
好性の強い商品が中心で
した。(思わず数点購入してし
ま い ま し た。)POPや装飾も
季節感を漂わせ細かな所
にまで気配りされその適
度な緊張感が大変心地よ
く さえ あ りま す。今、木阪
賞文堂の白壁店はファン
シー商品の陳列のみで
す。今回の見学で目指す
方向性も少し見えてきた
ような気がします。これを
読んだ方で、アドバイス等
頂ければ･･･とも思いま
す。 日帰りの奈良見学
でしたがとっても実りあ
る一日でした。
奈良は実に20年振でした。
午後の空いた時間を利用して
東大寺に行ってきましたが、そ
の世界一の木造建築のスケー
ルに只只驚きと感動。今度行く
機会があれば、京都まで足をの
ばしてゆっくりと2泊位はしたい
ものです。平城の都はやはり凄いです。(木阪美:記)

地域一番の金封ショップも目指しています!
～ちょっとした祝儀袋から、ご結婚・ご出産・ご入学祝等 本格金封 まで～
皆様こんにちは、木阪泰之です。 私が持っている(写真:右)
金 封 を 御 覧 下 さ い。左 がご結婚 祝 ( \4,680)、右が目録
(\1,980)のれっきとした祝儀袋で、販売しています。一般的な
物の6～8倍程度の“でか”シリーズです。 先日、『孫が生まれ
たの、可愛らしい女の子模様の(出産祝いの)祝儀袋は有るか
しら?』とのお客様がご来店されました。 コンビニさんやホー
ムセンターさんにもごく一般的な祝儀袋は置いてありますが、
今回のようなリクエストには、やはり文具専門店がお役に立た
なければ・・・と痛感しました。幸い、その場はお客様の気に入っ
た柄の商品がありましたが、もっと(よい意味で)迷って頂ける
品揃えが必要と10月初旬にかけて祝儀袋スペースを拡充致し
ます。お祝い事、お悔やみごと・・・ご予算に応じた商品を展開い
たします。最近は洒落たデザインのものから、頂いた後にふく
さや風呂敷として利用できる物等バラエティに富んでいます。
オフィスやご家族の冠婚葬祭等でお役に立ちたい木阪賞文堂
であります。ちょっとしたお名前書き等も遠慮なくお申し付け
下さいね。

『嫁ぐ日』～社長の独り言～ (9/30付ﾌﾞﾛｸﾞ;白壁さんぽ日記より)
今日、木阪賞文堂の女性スタッフが一人巣立っていった。昨晩は送別会で、皆が祝福して送り出して
くれた。彼女もまた、頭の回転も速く、よく気の付く素敵なお嬢さんであった。木阪賞文堂では、ご家
庭の大切な奥様やお嬢様をスタッフとしてお預かりしている。1日のほぼ1/3を過ごす訳なので・・・私
の中では“身内”も同然である。近年は2年にお一人の割で送り出す。お相手が県外の方とあれば致し
方ないのだが、地元の独身男性に『君ら、もっと頑張らんかいっ！』と余計な叱咤激励さえしてしま
う。退社時間の18時は、無情にもあっけなくやってきた。私と主任（奥さん）で、彼女の労をねぎらい、
握手をして見送った。何度も何度もこちらを振り返り、都度ペコッと礼をして彼女は旅立った。彼女の
車が見えなくなるまで二人とも手を振り続けた。夜風が身にしみた9月の最終日であった。 今晩は
飲もう・・・千昌夫さんの“星影のワルツ”を口ずさみながら『別れることはつらいけど
仕方がないんだ君のため 別れに星影のワルツをうたおう・・・』（木阪泰之；記）

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名

(有)木阪賞文堂

・ スタッフ人数

７名（中央店５名、白壁店2名） ★中央店正社員募集中です !

・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

★ホームページ http://www.sirakabe.com

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
★Ｅメール shobundo@plum.ocn.ne.jp

備 考

店内では上記の様に、金封豆知識を掲載しています。
祝儀袋等ご購入の際には遠慮なくおたずね下さい。

＊木阪賞文堂のいどばた辞典は再生紙を使用しています。

