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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古布が生まれ変わる 「裂き織り」
だんだん寒くなる季節、今年は「裂き織り」に挑戦し
てみませんか。
「裂き織り」とは、麻や木綿のたて糸に、細く裂いた
古布をよこ 糸に して織り込んだ布 です。これは昔か
ら、東北地方や日本海側の寒冷地で農作業や漁師
の作業着として織られてきました。
江戸時代中期に綿花栽培が盛んになると、木綿が
庶民の衣服として広く普及しました。しかし、綿花栽
培ができない寒冷地では、北前船などで運ばれる古
い木綿が唯一の供給源でした。その貴重な布を最後

裂き織りは、本格的な織機がなくても、簡単な手作

まで使い切るための再生技術として、裂き織りや刺し

りの織機で織ることができます。場所を取らずどこでも

子などが発達しました。擦り切れたり汚れたりした古

手軽に織れるので、不要になった布や子どもが昔着

布も、裂いて糸の状態にしてもう一度織りなおせば、

た服などを織り込んで、思い出の詰まった裂き織りを

再び使うことができるからです。

織ってみましょう。

自分の顔色にあった
カラフルニットを選ぶ
これからの季節、カラフルなニット

近づけます。どちらの方が自分の顔

をそろえておくと何かと重宝して便利

色が明るく健康的に見えるか比べる

ですよ。

ので す。もしも、いっしょ に買い物を

デザインは、シンプルなものでいい
のです。それよりも大切なのは、自

する仲間（友人や家族など）がいた
ら、その人に見てもらうとよいです。

分にあった色合いを探すことです。

ふだん気に入った洋服を見つける

「自分にあった色」というのは 、あな

と、 少 しく ら い 色 が 気に 入ら なく ても

たの顔色を美しく見せる色のことです。

「素敵なデザインだから……」と言っ

お店で、シンプルで質のいいニット

て買っていませんか。でも、あなたに

を見つけたら、鏡の前に持っていっ

似合わない色ならば、どれほどカッ

て顔色を見ます。二枚のニットを左

コイイ服でもあなたが格好良くみえな

右の手に持ち、交互に自分の顔に

いのです。

老化をストップさせるヒケツ

「履き物」 に注意しよう！
よく、「老化は足から」と言われます。もちろん「脚力」の衰
えを予防することは重要ですが、その前にふだんから履い

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

窓のデザインと役割のちがい
［Ｑ］ 最近は窓にもいろいろな種類（デザイン）があると聞
きますが、具体的にどのような窓があるのですか？

ている「履き物」にも注意しましょう。実は、高齢者の転倒・
転落事故の半数以上が、「履き物」に原因があったという統

［Ａ］ 一般的な左右に開く窓（引き違い窓）のほかに、目

計データがあるのです。

的によっていろいろな窓があるので、その場にあったもの

「つっかけ」「スリッパ」、男性の「革靴」が多く、例えば「つっ

を選びましょう。

かけの底が滑って階段から転落した」とか「来客のため急い

「はめ殺し窓」は明かりと

でスリッパを履いて玄関へ行こうとしたら、足がもつれた」と

りとして、手の届かない天

いったものです。つっかけならば「マジックテープで甲の幅や

窓や吹き抜けに。「内倒し

高さに合わせて調整できるもの」、スリッパならば「しっかり足

窓」は上側が開くので、プ

のサイズに合ったもの、階段ではなるべく履かない」等に注

ライバシーを守りなが

意すると、これらの事故は防げます。どんな履き物でも「サ

ら換気が可能です。

イズ合わせ」は重要で、事故を防ぐばかりでなく、脚力の衰

逆に「すべり出し窓」

えを予防することにつながることを頭に入れておきましょう。

は、下側があいてい

内倒し窓

るので多少の雨でも
ＯＫ。縦型なら、効果

すべり出し窓

的に換気ができま
す。いずれも部屋のアクセントとし
てぴったりですね。「ガラスルー
バー窓」はブラインド状の強化ガラ
スで換気量が調節でき、浴室やト
イレに有効です。

ガラスルーバー窓

「石けん」 の種類を知っておこう！
入浴に欠かせないもののひとつが、体を洗う「石け
ん」ですね。しかし、あなたは体を洗う「石けん」に種
類があるのを知っていますか？
● 化粧石けん……いわゆる「固形の白い石けん」の

こと。洗浄力が強いのが特徴です。
● 透明石けん……少し透明がかった石けんのこと。

グリセリンや砂糖などの透明化剤が含まれます
が、これらは保湿作用も合わせ持ちます。
● 薬用石けん……「医薬部外品」の石けんです。消

毒・殺菌作用のある「デオドラントソープ」と、肌荒
れ予防の「メディカルソープ」の２種類があります。
● 無添加石けん……石けんの原料となる「脂肪酸

ナトリウム」と「脂肪酸カリウム」で作られた石けん。
添加物が含まれず、健康志向の人に人気です。
● 合成化粧石けん……合成洗剤（合成界面活性

剤）だけのものと、石けんと合成洗剤を混ぜたもの
があります。弱酸性のものはこの中に含まれます。

しゅん

●材料（４人分）
りんご１個、セロリ１本、ドライベリー類（レーズン、クランベリーなど）大さじ４、
松の実大さじ３、レモンの絞り汁大さじ１、フレンチドレッシング適量

「１日１個のりんごは医者を遠ざける」と言う
ように、りんごはとても栄養価の高い食品です。

ですが、不思議なことに、体内のビタミンＣを増
加させる働きがあるのです。

カリウムが高血圧を予防し、食物繊維が動脈硬化

子どものときよく、「病気になるとすりリンゴ

を抑制したり便秘を解消してくれます。また、リ

を食べさせれらせた」という人も多いのでは。こ

ンゴポリフェノールが善玉コレステロールを増加

れは1929年にドイツの科学者が、下痢で苦しむ

し、ペクチンがコレステロール値を低減する作用

子どもたちにすりリンゴを与えたところ腸の機能

もあります。ビタミンＣは他の果物より少ないの

が改善したことによります。

今や100円のお菓子を買っても、プレゼントが当たる「懸賞」が付く時代。運が良け
ればハガキ１枚で、車が当たっちゃうかもしれません。ましてや、インターネットを使え
ばハガキ代もかかりませんよね。
せっかくなので、より魅力的でちょっとおもしろい懸賞に応募して得しちゃいましょう！

今月オススメするのは、この季節ならではの

「カボチャ大きさ部門」は、カボチャ１周の

ユニークな懸賞です。その名も『第１回カボ

長さを書いて、本人とカボチャがいっしょに

チャコンテスト』。

写っている写真を送ります。

「カボチャの大きさ部門」と「おもちゃカボ

「おもちゃカボチャ・ユニーク部門」は、卵

チャ・ユニーク部門」の二つがあり、それぞれ

形・洋梨形・球形など変わった形のおもちゃカ

１位～３位まで商品券（３万円分・２万円分・

ボチャの出来栄えや、ユニークなハロウィン飾

１万円分）がプレゼントされます。

りを競うものです。子どもといっしょに、おも

あなたや知人の畑でカボチャを作っていた
ら、ぜひ応募してみませんか。

ちゃカボチャのデコレーションをしても楽しそ
うですね。もちろん、腕に自身のある人はこっ
たジャック・オー・ランタンを作ってみてくだ
さい。
秋になると各地で「カボチャコンテスト」が
開かれますが、このコンテストは会場に直接カ
ボチャを持っていかなくても写真応募でＯＫだ
から、あなたがどこに住んでいても参加できる
のがうれしいですね。自宅の庭になくても、お
祖父ちゃんのご自慢のカボチャなど写真にとっ
て、応募してはいかがですか。

（１）事務局へ郵送

（２）インターネットで応募

ホームセンター「コメリ」で応募用紙を

「コメリ」ホームページの応募フォーム

入手するか、ホームページから応募用紙

から、デジカメ等で撮影した画像データ

を印刷し、必要事項を記入のうえ作品の

を添付して送信。

写真を添えて郵送。
●応募締切 2006年11月14日（火）
〒950-1492 新潟県新潟市清水4501-1
株式会社コメリ

ドットコム事業部

「カボチャコンテスト」事務局
http://www.komeri.com/kabocon/1st/

●問合わせ
株式会社コメリ本社お客様相談窓口
電話

025-371-4111（代）

メール komeri@komeri.bit.or.jp

脳の活性化に効果的！

“大人の塗り絵”体験教室のご案内(告知)
只今、講師＆会場調整中です、施設にもお伺いしますよ！
『大人の塗り絵』は脳の活性化に効果があると言
われています。最近、テレビや雑誌、新聞などで大
きく取り上げられ話題をよんでいますね。また、気
軽に楽しめる新しい大人の趣味として、『大人の塗
り絵』愛好者もますます増えています。文具店など
では『大人の塗り絵』コーナーが大きく展開されて
いるのはよく目にしますが、初心者の方には、興味
があっても何を選んでいいのか分かりにくいこと
が多いようです。
今回、木阪賞文堂では『大人の塗り絵』体験教室の
開講を計画～準備をしています。講師が丁寧に指
導致しますので、初心者の方もお気軽に安心して
ご参加頂けます。

【確かな教材を選んでいます】
①河出書房新社「大人の塗り絵」
滑らかな線描で塗りやすい
のです。120万部突破のベスト
セラーシリーズです。Ａ版の下
絵11点と、分かりやすい見本
解説ページが付いています。
②ヴァンゴッホ色鉛筆シリーズ
オランダの画材メーカー、ロイヤルターレン
ス社製の業界初の耐光性を保証する色鉛筆
シリーズです。なめらかな塗り
心地と鮮やかな発色で、繊細
な技法が求められる大人の塗
り絵にとても適していてます。
【開校予定】
講師選定の関係で年明けの予定です。この
いどばた辞典等で随時報告いたしますね。

（上記写真は他地域での教室の様子です、楽しそうですね）

【コースは現在４つを予定しています。】
①色鉛筆で描く大人の塗り絵コース
②水彩色鉛筆で描く大人の塗り絵コース
③固形水彩で描く大人の塗り絵コース
④サクニクーピーで描く大人の塗り絵コース
【会場も調整中です】
①木阪賞文堂２Ｆ会議室（20名程度ＯＫ）
②商工会館等の公的施設
③デイサービス等の各種施設
【受講料は？】
①コース（教材）によって異なります。
教材費込みで＠6，000～からとなります。
②時間は6時間コースを予定しています。

【他地域での受講者層は？】
圧倒的に女性！ 年齢層では40、50歳代～
から・・・が多いそうです。柳井地域では如何な
りますでしょうか？何はともあれご関心のあ
る 方 は 遠 慮 な く お た ず ね 下 さ い ね。
（木阪泰:記）
《社長の独り言》
小学生の頃は絵を描く
のが好きでした。教科書
に投手が投げるコマ送り
の絵を描いたり、歴史教
科書の偉人の似顔絵を
書くのに夢中になっ
て・・・それが為か日本史が好きになりました・・・あれっ！？
そういえばうちの息子（六年生）も同じこと（教科書や答
案用紙への落書き）をしてますわ。

柳井の話題がＴＶ放送されます～11/18（土）～
ゲストは芳本美代子さん、ダンディ坂野さん！不肖木阪泰之が地元代表で出演！
『エネルギー知れば知るほど山口クイズの旅』・・・これが番組名
です。１１月18日（土）朝10：35～10:50 山口朝日放送にて放送
されます。 エネルギーにまつ
わるエピソードを持つ県内各地
を訪ね、地元市民とタレントさん
が交流し、エネルギーに関する
クイズで一緒に勉強する番組で
す。柳井商工会議所青年部所属
出たっ！生『ゲッツ』
のつながりで、僭越ながら地元
市民代表として（計3名）、出演しました。ゲストはミッチョンこと芳本美
代子さん、『ゲッツ！』の一発芸で一世を風靡（？）したダンディ坂野さ
んです。お二人とも気さくな方で、特にダンディさんにおかれては、大
変聡明な方だなぁと感じました。ハデなスーツを着てなければ“その
辺のお兄ちゃん”と区別がつかないのではないかと思うくらい地味な
方でした。普段馴染みのある中国電力柳井発電所さんでのロケでした
が、多くの発見や驚きが沢山有って、とても楽しく勉強になりました。

“印刷枚数×２円”割引セール開始 (受付;11/1～12/30)
年賀状印刷受付が始まりました。
木阪賞文堂の年賀状は1～2色刷のとってもシンプルなデザインを
中心にご案内してます。“つくれる文具屋さん”ですから即日お渡し
ＯＫなのです。喪中ハガキは特に早めの投函が必要なので、即日お
渡しには皆様驚かれます。今年は当店でお年玉付年賀ハガキ

をご購入頂き、且つ 年賀状印刷をご注文されたお客様 に
は、印刷枚数×２円分の割引セールを始めました。200枚だと
400円も割引があります。ハガキ代金が1枚あたり２円安くなると思うとチョット嬉しいですね。
もしよかったらご利用になってみてください。
10枚から印刷承ります、チラシは店頭にてご用意しています。 （木阪美；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

ＴＥＬ0820-22-0150 ＦＡＸ0820- 22-9506
★ホームページ http://www.sirakabe.com
★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！

備

考

11月８、15、22、29の毎水曜日午後は、地元の高校生の

インターンシップ（職場体験）で大切な生徒さんをお預かりします。野球
部員の男の子です。お店で見かけたら応援お願いしますね。

＊木阪賞文堂のいどばた辞典は再生紙を使用しています。

