“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。
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回 覧
落語を聞いて元気になる
いま落語が、「病気の予防」や「脳の老化防止」に
効果があるとして注目を集めています。
落語は江戸初期に、大名などに滑稽談を聞かせた
のが始まりだといわれています。やがて芸能として一
般庶民に広まり、江戸や上方で発達しました。もとも
と落語と書いて「オトシバナシ」と言い、その名のとおり
話の最後にオチがつくという意味でした。今のように
「ラクゴ」と呼ばれるようになったのは明治中期からの
ようです。
ある実験によると、落語を聞いて笑うと免疫力が高
まるという結果が出たそうです。病気予防から病状

す。また、落語は一人の話し手が多くの人物を演じ
分けるので、想像力も高まります。

軽減まで効果があり、実際に医療現場でも使われて

寄席のない地方でも落語の公演があるし、行けなく

います。とくに、落語のような聴覚の刺激は、テレビで

てもＣＤやテープを聞いて楽しめます。ウイットに富ん

コントを見る視覚の笑いよりも大脳が活発に働きま

だ笑いで、心も体も元気になりましょう。

「黒のニット」 を
明るく着る
冬の定番アイテムといえば、「黒の
ニット」でしょう。あなたのタンスにも、

品にならず“おしゃれな大人の女
性”を演出できるでしょう。

一枚は入っているはずです。でもそ

さらに、黒のニットに合うとっておき

のまま着ているだけでは、顔色が暗

のアクセサリーが、パールのネックレ

くなったり、平凡な印象になってしま

スです。ふだんは、冠婚葬祭くらいし

います。

か出番のないパールも、黒のニット

そこでおすすめしたいのが、首周り

の上につけると相性がバッチリ！ ス

を明るくすることです。例えば、黄色

カートとはもちろん、ジャケットやハー

やピンク色のスカーフを巻いたり、

フコートをはおるとデニムのパンツと

ちょっと大きめのブローチを付けたり

も合います。友人の家に遊びに行く

します。「すこし派手かしら」と思うデ

ときなど、派手すぎないのにおしゃれ

ザインの小物でも、ニットが黒なら下

な感じになって好印象ですよ。

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

免疫力の老化とは？

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

浴室の床を暖かくするには？

年をとると、インフルエンザや風邪をこじらせてしまい肺炎

［Ｑ］ 浴室に入るとき、床がひんやりとして冷たいのが嫌

などを発症し、死亡してしまうことがあります。医療技術の面

です。暖かくするにはどうしたらいいですか。

からは治療可能なはずの病気なのに、死に至ってしまうと
いうのは「免疫力の老化」が関わっています。

［Ａ］ いろいろな方法があります。

免疫とは、病原体など体によくないものが体内に入ったと

１．肌触りの暖かい

き、これらを排除してくれる仕組みのことです。いろいろな細

タイルを使う。

胞が関わっていますが、加齢により特に「Ｔ細胞」が減少す

最近は冷たくないタイ

ることがわかりました。Ｔ細胞は、体内の悪い侵入者をいち

プのタイルが開発され

早く見つけて、自ら攻撃したり、あるいは他の免疫細胞に応

ています。寒い地方や

援をたのむ指示を出したりします。この役割が低下すること

老人のいる家庭で採

で、防御反応が遅れてしまうのです。

用すると効果的です。

免疫力の老化は誰でも起こることで、残念ながらある程度

暖色系のタイルを使

は仕方のないことです。だからこそ、くれぐれも風邪をこじら

うだけでも、心理的に

せたりしないよう注意しましょう。

ちがいますよ。
２．床暖房を入れる。
暖められた空気が上昇し、浴室全体もぽかぽかにしてく
れます。温水パイプを床に埋め込むタイプや、電気の面
上ヒーターを埋め込むタイプなどがあります。
３．すのこを埋め込む。
床の一部にすのこを埋め込むのもよい方法です。やわら
かな木の感触と、木そのものが持つ温かなイメージが快
適です。

「湯の花」って何？
「湯の花」と呼ばれる入浴剤を使っている人が多い
と思いますが、これっていったい何だかご存じですか？
温泉の成分が濃いとそれが結晶化して、温泉の中
でただよって濁ったり、あるいは下に沈んでたまったり
します。これが湯の花です。その成分を集めて入浴
剤としたものが、一般的に売られている「湯の花」で、
「湯花」「湯の華」「湯華」とも書かれます。つまり、温
泉成分の塊というわけです。

ことができそうです。

厳密にいうと、この湯の花を家のお風呂に溶かして

草津温泉の湯の花などが有名ですが、最近、混ぜ

も、もとの温泉とまったく同じ成分比になるわけではあ

物を入れたまがい物が販売されていると問題になっ

りません。しかし、その温泉の特徴となる成分につか

たこともあります。買うときには、きちんとした製品かど

ることはできるので、温泉気分や効能は充分に感じる

うか注意しないといけませんね。

しゅん

●材料（４人分）
イカ100グラム、ごはん4人分、クコの実40グラム、ピーマン1個、長ネギ（みじん切
り）大さじ１、サラダ油大さじ３、塩・しょうゆ・コショウ各少々

イカはタコと同じ軟体動物で、世界各地に生息
しています。日本近海で捕れるものだけでも80種
近くあり、多種多様な料理に使われています。

夏～秋は「スルメイカ」と移り変わっていきます。
今が旬のコウイカ・マイカ・ヤリイカは、墨袋
が発達していて大量に吐くことから「スミイカ」

各 イ カ の 旬 は 季 節 に よ っ て 変 わ り、秋 ～ 冬 は

とも呼ばれます。 古代西洋ではこの墨を筆記用イ

「コウイカ・マイカ」、冬～春は「ヤリイカ」な

ンクに使っていました。そして、コウイカの学名

ど で す。こ の あ と、春 ～ 夏 は「ケ ン サ キ イ カ」

である「セピア」から、イカ墨で書いたときの茶

「ホタルイカ」、初夏～初秋は「アオリイカ」、

褐色を「セピア色」と言うようになりました。

「趣味は旅行」という人が増えています。とくに女性なら、気のあった仲間でツアー旅
行に参加して、グルメや温泉を楽しむことも多いのでは。そんなあなたにぜひ応募してほ
しいのが、この懸賞。「ネーミングを考えるのが得意！」という人にもおすすめです。

クラブツーリズムでは、「新創業1000万人

とでも行けます。例えば、友達と「ビジネスク

達成記念キャンペーン」として、ロゴマークの

ラスで世界遺産めぐり」とか、家族で「老舗旅

愛称を募集しています。

館で温泉と郷土料理をゆっくり楽しむ」なんて

応募者のなから抽選で１名に、100万円分の
旅（ツアーの利用券）が当たります！

のもいいですね。

また、

ニックネームを付けるロゴマークは、青・

特別賞として抽選で20名に、5万円分の旅（ツ

赤・黒・黄・緑の５人が手をつないで踊ってい

アーの利用券）が当たります。

るようなデザインです（実物は下記ホームペー

旅の内容は各金額の範囲内なら、どこでも誰

ジで確認してください）。これは、手をつなぎ
あって踊る旅の仲間を表しているそうです。豊
かに躍動する人生の喜びを伝え、５人の輪はど
んどん外へ広がり、そこから人間の普遍的な平
和が生まれることを願っているそうです。いつ
の日かみんなが地球家族となる日を夢見て、こ
のマークがつくられたそうです。
「地球家族」「五人囃子」など、親しみやす
くてイメージが伝わるものを考えて、応募して
みましょう。

「クラブツーリズム新創業1000万人達成記念キャンペーン」
●賞品
クラブツーリズムの旅（最大100万円分）
…１名様 （家族や友人と参加可）

●応募条件
名前・住所などホームページにある
必要事項を入力。

クラブツーリズムの旅（最大5万円分）

ロゴマークの愛称を考えて入力。

…20名様 （家族や友人と参加可）

プレゼントの抽選とは関係なし。

●応募方法
ホームページからのみ（来店・郵送

（採用されてもされなくても、抽選
の対象です）

・旅行参加時の応募は不可）

●応募締切 2007年3月31日（土）

アドレス： http://www.club-t.com
/100/present.htm

●詳細については「応募方法のホーム
ページ」で確認してください。

驚愕の映像！昭和9年の“広告祭”とは!?
絶対に見ることが出来ないと思っていた・・・究極の『柳井町』
その映像を見たとき、私は驚きと感動で言葉を失い

ちょうちん祭りで10年近くねぶた製作に携わって

ました。私はいつの頃からか、昭和初期の頃の所謂

きたので、あの山車のスケールと発想のユニーク

“商都柳井”というものを写真ではなく、この目で

さには脱帽しました。総数は15台～位はあったの

直に見て見たい・・・それが無理なら映像で見て見

でしょうか。柳井商業学校（現柳井商業）～周防

たいと思っていました。しかし当時そのようなもの

銀行（現町並ふれあい資料館）～本橋～柳井駅前

があろうはずも無く諦めていました。ところが！と

を 練 り 歩 い て い ま す。沿 道 に は 多 く の 町 民 で 賑

ころがです。先日とある会合で地元の旧商家に秘蔵

わっています。下の絵は、その映像より木阪賞文

の8ミリフィルムがあるということで見せて頂いた

堂の山車を書いたものです。鉛筆の山車ですが、

のです。それは昭和9～12年頃の柳井町の映像(無

高さは人の倍以上はあります。当時

声)でした。そのなかで“広告祭”なるものの記録

流行っていたのでしょうか“地球鉛

がありました。昭和9年、柳井町制30周年を記念

筆”と書いてあったと思います。あ

しての事業だったようです。主催は柳井火曜会と

の映像の中にひょつとしたら初代末

なっています。町内の商店が集結した会と思われま

吉、先先代伝助が映っていたのかも

す。定例会が火曜日だったのでしょうか・・。この

しれません。猛烈に感動しました。

広告祭では各店がオリジナルのユニーク且つ巨大な

後日、父に尋ねると10歳頃の出来事だったようで

山車（だし）を造り町内を練り歩いている様子が撮

広告祭の事はよく覚えていました。柳井商業学校

られています。テロップ（？）には・・・「各商店

の生徒数名が各店に1週間張付き山車を一緒に作っ

得意の想を凝らし素晴しい魅力と絶大なる効果を

たそうです。又、ショーウィンドゥコンテストな

狙って『躍進柳井』の意気に燃ゆる。絢爛たる広告

るものも実施され優勝はひがしやさんだったと

行列の大示威行進！」と謳ってあります。私は金魚

か。機会があれば絶対に見て欲しい映像です。

『万年筆を使いたい！』貴方におすすめの万年筆は？
万年筆は単なる筆記具ではありません。使う人の生き方や考え方が象徴されるものだと思います。今は低
単価のボールペンでもスラスラと書ける物が多いですが、そんな時代にあえて万年筆を選ぶ人は書くこと
を大切にしている人です。よく店頭で「初心者におすすめの万年筆は？」の質問をいただきます。入門編
としてはペリカンの“ペリカーノＪｒ”(¥1,260)やラミーの“サファリ”(¥3,990)がいいと思います。
但し、お値段がお安くなるとペンの腰は強いけど弾力性が無くなるので筆圧の強い方向きです。書き味で
選ぶと国産で１万円以上、輸入物だと３万円以上になります。一生モノはペリカンの“スーベレーンＭ
800”（¥52,500)が王道です。国産だと各メーカーさんが特にこだわりを持っているもの、例えばパイ
ロット“カスタム”、セーラー“プロフィット”、プラチナ“＃3667”などでしょう。漢字を書く場合
は国産の細字がおすすめです、万年筆で書き慣れていなくても字がつぶれませんから。書き味や滑らかさ
を重視される場合は中字以上がいいと思います。近年、万年筆の人気が上昇しています。進学や就職シー
ズンに万年筆を贈る方も多くなっています。万年筆を使うと丁寧に書くようになりますし、手紙を書く時
に相手に優しい気持ちになれます。そういう思いやりが持てるようになると日常の細々とした事にも気付
くなようになるかもしれません。万年筆がその人を変えてくれる・・・そういうこともあるんじゃないか
と思っています。

(参考文献:ＢＵＮ2-10号)
1997年ドイツの万年筆専門誌の人気
投票でペンオブザイヤーに選定され
たスーベレーンＭ800。

蛍光器具は今のまま・・・明るさ1.5倍です。

“性格もお部屋も明るいと人が集まる!”
ここは柳井市南町のとって

Ｂ

Ａ

もお洒落な洋服屋ＴＯＰさ
ん、デニムを中心に、和と
洋を織り交ぜたこだわりア
イテムを提案しておられま
す。さて、左のＡとＢの写
真の違い判りますか？Aの

商品が映えます！

写真の照度は525ルスク、

Ｂは何と９50ルクスです。約1.８倍も明るくなりました。写真では判り辛いかもしれませんが、Ａの写
真の蛍光灯は光が八方に拡散しています。対するＢは反射板を取り付け、95％という高い反射率と乱反
射を防ぎ集光性を高めた反射角で、明るくしたい場所へ光をムダなく届ける為明るいのです。木阪賞文堂
では今年から住友３Ｍ蛍光灯用反射板ニューラックス事業をスタートさ
せています。蛍光器具は今のままで反射板を取り付けるだけで明るくな
るものです。以前より『自店の事務所の照度を基準の750ルクス以上に
するには、蛍光灯の増設工事しかないのかなぁ・・それだと工事代金が
大きなものになるしなぁ。』そこで各方面を探し巡り合ったのがこの反
射板です。関東地区の官公庁さんへの納入実績も抜群でした。他の会社
の製品も利用してみましたが、住友３Ｍの反射板が最も優れていまし
た。事務所は勿論、店舗、教室、倉庫と設置によって明るさ約1.5倍～と

オーナーのハヤシさん曰く
『この明るさはスバラシイです』

なります。現在、
市内の事業所様、
学校・市役所様に
1週間無料貸出を
しています。是非
その明るさを体感
してみて下さい。

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名
・ スタッフ人数

(有)木阪賞文堂
８名（中央店６名、白壁店2名）
★ご入学御祝、ご入園御祝等のたのしい祝儀袋沢山有ります 。

・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
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

★ホームページ http://www.sirakabe.com
★Ｅメール shobundo@plum.ocn.ne.jp
★ニュース★ 2月より“木阪賞文堂ポイントカード”発行！店頭でお
買い物をされたお客様にお渡し致します。フルポイントで商品券進呈！

＊木阪賞文堂のいどばた辞典は再生紙を使用しています。

