“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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庭を美しく飾る「ガーデニング」
「いつも庭の手入れはしているけれど、何となく花が
咲いているだけで美しい庭にならない」とあきらめてい
ませんか。今年は春からしっかり計画を立てて、単な
る“土いじり”だけではない、“ガーデニング”をめざし
ましょう。
美しい庭を造るポイントは、場所ごとにテーマを決め
ることです。例えば、玄関からアプローチをひとつの
流れとして考えます。ここはお客さまを迎える場所だ
から、四季それぞれの美しい花で飾りたいですね。そ
んなときに便利なのが、移動できるコンテナ。それぞ

の青系・オレンジやイエローの黄色系など）をそろえ

れに春・夏・秋・冬に咲く花を育て、つぼみが開くころ

て植えるときれいです。さらに、背の高さなど上下の

玄関に飾ります。

立体感を意識すると、もっと美しい庭になります。

庭は、花壇ごとにユリやダリアなど花の種類をそろ
えるよりも、花の色（レッドやピンクの赤系・水色や紫

今年は、見ても造っても楽しいガーデニングをめざ
しましょう。

パールのネックレスを
もっとオシャレに、もっと楽しむ
先月は、黒のニットを明るく着る工

状に絡めると華やかになります。これ

夫の一つとして「パールのネックレ

をピンクや水色のシャツにつけると、カ

ス」をおすすめしましたが、今月はこ

ジュアルなのに女性らしくなりますよ。

のパールのネックレスが主役です。
パールのネックレスは冠婚葬祭用
として誰でも一つは持っているはず

また、ほかのネックレスのチャーム
を外して、パールのネックレスに飾っ
ても可愛いでしょう。

ですが、そのままでは落ち着きすぎ

一粒 パー ル の ネッ ク レス を 持っ て

てどうしてもオシャレな感じが出ませ

いるなら、こ のチャ ー ムを淡水 パー

んよね。そこでひと工夫して、ふだん

ルに取り付けると表情が出ます。ま

の外出でももっと楽しみましょう。

た、チェーンの色（ゴールドやシル

一般的なプリンセスサイズのネック
レスに、小粒の淡水パールをらせん

バー）を合わせれば、ほかのネックレ
スと重ねつけが演出できます。
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老化をストップさせるヒケツ

エネルギーと老化とCoQ10

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

エアコンをインテリアに取り込む

人間のすべての細胞は、糖分などの栄養素からエネル

［Ｑ］ せっかくリフォームするから、エアコンもかっこよく

ギーを作り出し、これが力となって生命活動を維持します。

部屋に置きたいと思います。何かいいアドバイスはありま

しかし、エネルギーを生み出す能力も、加齢で衰えてしまい

せんか？

ます。例えば心臓は、心筋という筋肉が常に動くことで維持
されますが、心筋細胞が生み出すエネルギーが減れば、

［Ａ］ たしかに後付けのエアコンは、いかにも格好悪くて

心臓の元気がなくなるというわけです。

気になりますね。リフォームの機会に、エアコンもふくめて

細胞がエネルギーを作るときに必要な物質の一つに、コ

室内のデザインをすればステキな部屋になるでしょう。

エンザイムQ10（CoQ10）があります。CoQ10は細胞内のミト

天井に埋めこむカセット式は、部屋がすっきり使えて、ま

コンドリアというエネルギー工場で働きますが、加齢によって

んべんなく冷暖房することができます。ダイニングルーム

その量が減りやすい性質があるのです。すると、スムーズに

におすすめです。寝室にピッタリなのが、作りつけ家具にビ

エネルギーが作れなくなり、体調不良や病気につながって

ルトインする方法。落

しまうというわけです。イワシやサバなどの魚類にも少量含

ち着 いた家 具調に す

まれますが、疲れている時に市販のサプリメントを摂ること

れば、年輩者の部屋

も、若さを維持する良い方法と考えられます。

でもお似合いです。
もっとオシャレにする
のなら、出窓の下に
収納庫をつくり部屋の
外 に 出 す のは い か が
でしょう。いずれの場
合も、熱の対応や修
理方法などを考慮し
ましょう。

春のお風呂 「よもぎ湯」
冬至のゆず湯や、端午の節句の菖蒲湯は、現代で
も慣習として残っている家庭が多いですね。このよう
に、季節の草花をお風呂に入れて楽しんでみるのは
いかがでしょうか。
春の季節ならば、「よもぎ湯」がおすすめです。日本
全国に広く分布するよもぎは、キク科の植物。みなさ
んもご存じの通り、草餅や草団子にしてもおいしい野
草ですね。漢方薬に使われる生薬の一つでもあり、

ＯＫ。または葉っぱをそのまま熱湯に10分ほど浸し

止血作用などがあります。

て、エキスの出たお湯を入れるのもよいでしょう。市販

このよもぎのエキスをお風呂に入れるのが「よもぎ

されている入浴剤もあるので、市街地など手に入らな

湯」です。つんできたよもぎの若葉を少量刻んで、鍋

い場合は、お試しください。なおホーローの浴槽では、

で煮出します。この煮汁をこして、お風呂に入れれば

色が付いてしまうことがあるのでご注意ください。

しゅん

●材料（４人分）
春菊１束、油揚げ１枚、塩小さじ１／３、砂糖小さじ１／３、水小さじ１、
しょうゆ小さじ１、和風だし（顆粒でＯＫ）少々、ごま油小さじ１

独特の香りがあり、冬の料理に活躍する春菊。
ちょっとクセがあるので、好き嫌いがあるかもし

ら 名 づ け ら れ ま し た。関 西 で は「菊 菜（き く
な）」とも呼ばれます。

れませんが、カロチンやカルシウム、鉄分など大

原産地は地中海沿岸。でも、そのヨーロッパで

切な栄養が豊富に含まれているので、積極的に食

は観賞用でしか栽培されません。日本のように食

べましょう。

用にするのは、中国や東南アジアだけなのです。

「春菊」という名前は、“春”に黄色の花を咲
かせ、“菊”と同じ葉の形をしていていることか

あまり熱を通し過ぎると、せっかくの風味がな
くなってしまうので、さっと茹でましょう。

今年のNHK大河ドラマは『風林火山』ですね。もちろん、舞台は甲斐（いまの山梨
県）の武田軍。そこで今回は、いま話題の「武田信玄」にまつわる懸賞です。
クイズというよりも、あなたの自由な意見を書くだけで、ステキな賞品が当たります。
親子で一緒に考えるのも楽しいかも！

山梨県内のさまざまな情報を伝えるサイト

もちろん、今年の大河ドラマ『風林火山』に

『なびまる』では、山梨に関するみなさんの意

関係したテーマですが、ドラマを見ている人も

見を集めてホームページに反映しています。

見ていない人も、自由な意見やイメージを書い

そして、ただいま募集しているアンケートが

てＯＫです。

「武田信玄のこと、どれだけ知ってますか？」

戦国時代のことが大好きな人なら、書ききれ

というもの。応募してくれた人には賞品とし

ないくらいたくさんのことを知っているでしょ

て、抽選で１名に【NINTENDO DS LE】が贈

うから「これぞ、とっておきの情報！」なんて

られます。

いう、ツウな話題を応募してはどうでしょう
か。もちろん、ドラマの主人公であり、武田軍
の軍師である山本勘助のことを書くのもいいで
すね。
あるいは、この機会に原作である井上靖の
『風林火山』を読んで勉強してから、応募して
もいいかもしれません。
せっかくですから、今年はこのサイトを参考
にして、武田信玄や山本勘助が動き回った山梨
を家族みんなで旅してはいかがですか？

まさ

に、ドラマチックな戦国時代の風を実感するこ
とができるでしょう。

『なびまる』アンケート 「武田信玄のこと、どれだけ知ってますか？」
●当選賞品：NINTENDO DS LE
……１名様
●応募方法：
山梨情報発信サイト「なびまる」
の応募ページから、指定の内容を記
入して応募する。

●応募先：「なびまる」
http://navimaru.jp/index.htm
○アンケートページ
http://navimaru.jp/enq/20070331
/form.html
●応募締切：2007年3月31日（土）

脳の活性化に効果的、初心者の方対象の教室です!

“大人の塗り絵”体験教室 日時決定！
市内なので歩いて行けます、市内なのに車で行けます
昨 年 11 月 に『大
人 の 塗 り 絵』教
室開催予定のご
案内をさせて頂
い た と こ ろ、普
段は静かな反響
(?) が 殆 ど の 当
“い ど ば た 辞 典
“が、この時ばかりは各方面よりお問合せがあり
ました。『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。只、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3ケ月の準備期間を経て、木阪賞文堂では
『大人の塗り絵』体験教室を開講致します。他所
の教室では、講師を外部招聘されるので後日の
相談が困難なケースもあるようです。当店では
絵心のある女性スタッフがインストラクター(講
師)のライセンスを取得しましたので、何時でも

直ぐにアドバイスが出来ますよ。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
参加下さい。
【今回のコースは・・・】
★サクラクーピーで描く大人の塗り絵コース。
【会場はお近くの・・・】
★木阪賞文堂２Ｆ会議室です。
*コーヒー&お茶菓子付
*加湿器、空気清浄機設置
(花粉対策も万全)

【受講料は？】
★受講料はお一人様¥1,000です。
*当日のクーピーは当店にて無料貸出します。
*個人でクービーをお持ちの方は持参下さい。

【確かな教材を選んでいます】
★河出書房新社「大人の塗り絵」花とフルーツ編
120万部突破のベストセラーシリーズです。

【開校日時】＊受付は先着順となります。
★3月17日(土)13:30～16:30 定員5～10名程度
★4月21日(土)13:30～１６：３０ 定員5～10名程度
【他地域での受講者層は？】
圧倒的に女性の方が多いようです！年齢層では
40、50歳代～とか。年齢性別を問わず第一歩を踏
み出してみませんか?
（木阪美:記）

“替芯交換サービス実施中”とくだねしんのすけ見参!
実は最近多いんです、替芯交換のお客様。確かに

は大きな少年ペン士♪たまにゃ在庫切らしちゃい

新品のペンを購入するより40%近くもお安くな

るが♪失敗なんかにゃ挫けない♪おお頑張れ、凄

るので経費削減に貢献します。国産メーカーの筆

いぞ、ボク等

記具は低単価でも品質抜群なので書味は変わりま

の仲間♪徳種

せん。(お気に入りのペンだったら尚更ですね。)

芯之介♪』。

木阪賞文堂では替芯交換サービスも実施していま

<注>えっ!赤胴

す。『全 て 揃 え て い ま す !』と 言 い た い の で す

鈴之介をご存

が、海外製品も含め一部の特殊な替芯やインクは

じない!それは

お取り寄せにて対応しています。赤胴鈴之介(?)

失礼致!しまし

を思わせる右のキャラクターは、木阪賞文堂ス
タッフが考えた“徳種芯之介(とくだねしんのす
け)”です。歌詞も作ってみました。皆で歌って
みましょう!⇒『♪ペンをとったら日本一の♪夢

たっと!
(画:木阪泰)

そろそろ万年筆生活！
～生涯の一本を見つけよう～
左の手紙は四年前、東京青山「書斎館」オーナーの赤堀正俊氏からのもの
です。『筆記具が、便利なものだけに流される傾向の中で、インクを入れる
時間、乾くのを待つあいだの間といった、万年筆のもつ“ゆとり”を取り戻
したい』という思いからお店を始められたそうです。最近はＴＶや雑誌でも
取り上げられています。また羽田空港ターミナル店も出店されましたので
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。最近、私は手紙を書くときに
万年筆を使うようになりました。字は相変わらず下手ですが、書いている
時間は結構ご機嫌です。メールは便利ですが機械的過ぎて切ない気持ち
になる時があるのです。手紙を書く時、芳名帳に記帳する時、誰かに自分
の文字を見せる時、今の自分を代弁してくれるペンが欲しい・・・そろそ
ろ、長く付き合える一本を決めてもいい歳なのかもしれません。この
度、自分自身の新学期に向けて、ペリカン社（ドイツ）のスーベレーンＭ
800（¥52,500）を使い始めました。東京大井町の万年筆専門店「フルハ
ルター」の森山信彦氏は『このＭ８００は現在販売されているメーカー品
の中で、総合評価「ナンバーワーン」！この評価は、私の個人的な評価
のみならず、お客様たちに最も評価されているモデルである。いろい
ろな万年筆を使って行きつく先がこの８００かも知れない。長さ、太さ、
重さ、重心の位置のバランスがある程度万年筆を使い慣れた人にとって、絶妙なのかも知れない。初
心者よりも少し万年筆を使い慣れた人や、すごく万年筆に興味のある人に使ってもらいたい』と自身
のホームページで綴っておられます。1997年にドイツの万年筆専門誌「スクリプタム」が主催するペン・
オブ・ザ・イヤーを受賞するほどの実力の万年筆です。私は緑縞タイプを選びました。文豪、故井伏鱒二
氏が晩年愛用していたのも縞模様の美しいスーベレーンシリーズだったとか。毎晩、私は手帳を利用し
ての日記をこのスーベレーンで書きます。無地のリングノートを前にするといろいろなアイデアが沸い
て、それをカタチにしてくれるのもスーベレーンです。作家の山本一力氏はパイロット社のカスタムが
お気に入りで『万年筆は毎日使ってやらないと機嫌を損ねる・・・』との想、確かに万年筆は
手間の掛かる筆記具です。木阪賞文堂にはまだ上記専門店さんのように在庫は沢山有り
ません。基本的なアドバイスは出来ると思います。私愛用の、ペリカーノＪｒ、ラミーサファリ
等試し書用にご利用ください。コーヒーでも飲みながら語りましょう。 【追記】万年筆専用の
便箋・封筒を揃えました。にじみいくく、ペン先の滑りの良い高級紙を使用して書き味抜群です。

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）
★ アスクル新カタログ発刊!1個から店頭取り寄せ致します。

・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★ 可愛らしいご入学・ご入園用の祝儀袋は木阪賞文堂に
ありますよ！よろこんでいただけること請け合いです。

＊木阪賞文堂のいどばた辞典は再生紙を使用しています。

