“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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「プロの盛り付け」を学ぶ①

覧

お料理と器のバランス

食事の楽しみは「味わう」こと。お料理の味はもちろ
んのこと、器や盛り付けを目で味わうことも食事の醍
醐味です。中でも、盛り付けは美味しそうに見せるため
の大事な要素。そこで、プロの盛り付けを真似してお料
理を「魅せる」工夫をしてみましょう。
盛り付けの基本は「器の天地」を決めることだそうで
す。右の絵を見てください。昔ながらの一汁一菜を例に
した配膳図ですが、食べる人から見てもっともお料理
が美しく見える配置だそうです。

ん中にギュッと盛り付け周囲に適度な余白を残すと、

次に、お料理と器のバランス。まずはお料理の大きさ

見た目もキレイでプロっぽい仕上がりになります。ま

の握りこぶしを作り、お料理に見立てて器に置いてみ

た、色彩も重要です。お料理と器はコントラストがはっ

ます。盛り付けの適量が分かりやすいでしょう。出番の

きりしているほうがスッキリとし、お料理も器も引き

多い平皿の盛り付けはお皿の余白がポイントです。真

立ちます。白い器をソースで彩るのも素敵ですね。

気になる腰周りを
すっきり見せる着やせ術
まもなく薄着の季節がやってきます

しまいます。おすすめはとろんとした

ね。冬場は厚手の衣類で隠しておいた

ジャージー素材のスカート。特に細か

腰回りが気になるときでもあります。

いギャザーのスカートは縦ラインを強

今回は、腰周りをすっきり見せる着や

調してくれるので、よりすっきりと落

せ術をご紹介しましょう。

ち着いて見えます。

春はパステルカラーの洋服が出回り

トップス（上に着るもの）とのバラン

ますが、淡い色は膨張色です。スカート

スも着やせのポイント。上半身をタイ

やパンツは濃い色にして、気になる部

トにすると視覚効果でよけいにお尻が

分が引き締まって見える工夫をしま

強調されてしまいます。トップスは少

しょう。また、ハリのある生地もお尻が

し余裕のあるものを。ジャケット丈は

広がって見えるのでボリュームが出て

お尻が隠れるくらいがベストです。

老化をストップさせるヒケツ

免疫力アップ！ その１
免疫力とは体内に入ったウィルスや細菌、または体内
で発生したガン細胞などの異物から身を守る力です。つ

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

タイルの光沢を取り戻すには？
［Ｑ］ タイルの汚れを掃除したら光沢がなくなってし
まいました。光沢を元に戻すことはできますか？

まり、自分で自分を守るための力と言えるでしょう。日頃
のちょっとした心構えや行動を変えることで免疫力が高

［Ａ］ タイルに限らず、陶磁器や石材を強酸性の洗剤な

まり、病気になりにくい体を作ることができます。

どで洗浄するとつやがなくなることがあります。その場

【免疫力アップ①

合は、専用のコーティング剤を塗布することでつやを出

食生活】

簡単な食事をだらだら食べても活力になりにくいそう

すことができます。ただ、塗布した部分とその周辺が異な

です。消化器官がよく働き、もっとも活力が出る食事時間

る雰囲気になってしまったり、ムラになったりすること

の目安は 20 分～ 30 分です。玄米、発酵食品（みそ、納

もあるようです。きれいな仕上がりをご希望でしたら、専

豆、ヨーグルト、漬物など）、野菜、豆類、海草、キノコ

門業者にご相談されたほうがいいで

などの食物繊維食品と、栄養代謝に必要なビタミン、ミネ

しょう。コルクタイルの場合、表面の

ラルをたっぷり摂りましょう。また、免疫力と自律神経は

保護皮膜が取れくるとツヤ

深い関係にあり、胃腸をを整えることで自律神経が整い

がなくなります。お手入

ます。酸っぱいものは腸の活動を活発にし、便秘解消にも

れ方法としては、コル

効果的ですよ。

クタイルのメーカー
が出している専用の
クリーナーで汚れを
落とし、専用の樹脂
系ワックスを塗るとい
いでしょう。

岩盤浴の効果的な入浴法
話題の岩盤浴ですが、人によっては汗をかくまで
に時間がかかったり、思うように汗が出ないことが
ありますね。効果的な岩盤浴のコツは、まず「水分補
給」の方法です。一気に飲むよりこまめに補給したほ
うがいいそうなので、入浴前にも軽く飲み、休憩中も
のどの渇きに関係なく水分を摂り、トータルで 500
～ 600ml くらいの水分補給を心がけましょう。発

ありませんが、腹ばいのほうが発汗作用が高いとい

汗量が多い人は、さらに 100 ～ 200ml くらい補給

う意見もあります。仰向けと腹ばいを 1 回ずつくら

しておくといいそうです。

にして、腰痛持ちの人は背中面を中心に、冷え症の人

もう一つは「入浴中の体位」です。ひんぱんに体位
を変えると思うように汗が出ません。特にルールは

ならお腹も暖めると効果的だそうです。また、ゆっく
りと長めの呼吸が温熱効果を高めるようです。

しゅん

●材料（４人分）
さやえんどう：150グラム、ゆば（乾燥）：20グラム、塩少々、醤油少々
調味料（しょうゆ小さじ２、さとう小さじ１／２、だし汁大さじ１、こんぶ茶ひとふり）

「さやえんどう」は若いえんどう豆をさやごと食べ

どう豆」です。 原産は中央アジア。メソポタミア文

られるようにしたもので、とくに柔らかく軟化栽培

明の時代から食されており、日本へ渡来したのは江

したものが「きぬさや」です。また最近は、さやに

戸時代中期のようです。活性酸素を抑制する「βカロ

甘さと歯ごたえを持たせた「スナップエンドウ」も

テン」や「ビタミン C」が豊富なので、がんや生活

あります。ちなみに、未熟な実を取り出したものが

習慣病を予防し老化を遅らせてくれる効果が期待

「グリーンピース」で、完熟させた穀物用が「えん

できます。食物繊維もたっぷりの春の味ですね。

毎日の食卓を支える主婦としては、家族に口に入る食品についてはうるさいですよね。
安全なことはもちろん、健康にも良い食材であることが大切です。
そして何といっても、おいしくなくちゃ食べる楽しみがない！
そんな主婦ならではのきびし～い意見をはっきり言えて、しかもそれがタダで食べられる懸賞があるのです。
今月は、そんな「おいしい」プレゼントの紹介です。

播州ハムは、兵庫県姫路市で 50 年以上ハムやソー

そんな播州ハムでは、商品モニターを募集してい

セージを作り続けている会社です。社員 20 人余りの

ます。
「ハムやソーセージが大好き！」という人から、

小さな会社ですが、こだわりの素材と製法でおいし

「私はハムやソーセージの味についてちょっとうる

いハムを作り続けています。
「お取り寄せ品」として

さいわよ」という食通まで、モニターに応募してあな

の人気も高く、いまでは雑誌やテレビなどで取り上

たの正直な意見を伝えましょう。また、ハムを使った

げられる機会も増えています。

メニューに自信がある人も、商品を使ったハム料理
を作って発表するチャンスです。
ハムやソーセージは子どもも大好きだから、あな
たの意見だけでなく、子どもからお年寄りまで家族
みんなで食べて、それぞれの意見を報告するといい
ですね。
ちなみに、播州ハムのホームページには、「ハム・
ソーセージのうんちく」や「おいしくて簡単に作れる
レシピ」などさまざまな情報が紹介されています。今
晩のおかずに悩む主婦には助かるかも♪

播州ハム 商品モニター
●当選賞品：播州ハムのハム・ソーセージ5,000円分（５名様）
●応募条件： １.商品の感想をお送りいただける方
２.商品を使った写真（料理の写真、食事風景など）をお送りいただける方
●応募方法：「播州ハム」のホームページより、指定の内容を記入して応募
●応募先 ： http://www.ham.co.jp/present.htm
●応募締切：2007年4月30日（月）
●問い合わせ（商品全般やホームページなどすべてについて）
◇メール info@ham.co.jp

◇電話 0120-89-0868

何故か持ってる･･･ベストセラー消しゴム、人気の秘訣!

“Do you know ”MONO“?
最初は鉛筆の景品として登場したのであります
皆さんの勤務先やご
家庭でも必ず有る(?)
「MONO消しゴム」は消
しゴムのトップブランド
です。トンボ鉛筆とい
うメーカーさんの商
品ですが、“トンボ鉛筆”なのに何故“消しゴム”
なのでょうか?“MONO”の前進のブランドの鉛筆
のダース箱に、景品として消しゴムをつけたの
が昭和27年のこと、その頃はまだ生ゴムの消し
ゴムだったそうです。そして
昭 和 42 年 に 発 売 さ れ た
「MONO100 鉛 筆」の ダ ー ス 箱
の景品として、現在のMONO消
しゴムと同じプラスチック消し
ゴムが登場したのです。その頃、プラスチック消
しゴムは既に有ったのですが、価格が高く、あま
り普及はしていませんでした。MONO100鉛筆は
当時1本100円と高価だったので、それに見合う
プラスチック消しゴムを付ける
事にしたそうです。左の写真は
景品として登場した頃のMONO消
しゴム、最初はプラスチックケー

スに入っており、砂消しも付いていました。(私
は文具屋の子供という事もあり、小学校時にこ
の景品の消しゴムを使っていました。)このおま
けが評判を呼び、「消しゴムだけで販売して欲
しい」という強い要望で、その2年後にMIONO消
しゴム単独での販売に踏み切ったのです。発売
直後から大ヒットとなり、それまで主流ではな
かったプラスチック消しゴムの普及に大いに貢
献する事となったのです。プラスチック消しゴム
の最大の特徴は「黒鉛との相性が良い」こと。
紙面上から黒鉛をきれいに剥ぎ取ってくれるの
です。MONO消しゴムは消字率96～98%と抜群に
高く、柔らかいのに折れにくい、そしていつも表
面が綺麗に使える等の総合的な部分で評価を
受けています。プラスチック消しゴムは正確に
は消しゴムではありません、ゴムじゃないです
から。プラスチック字消しという言い方が正しい
ですね。でもそれに疑問を感じないほど普及し
てしまったことも確かです。その立役者が、実
は鉛筆メーカーだったところに歴史の面白さを
感じます。（木阪泰:記、参考文献BUN2-4月号）
【追記】一文字からサッと消せるホ
ルダー型消しゴム“MONO-ONE”が2
月に新登場! 注目を集めてます。

“40倍のジャンボMONO”が当たる!・・かも
ン”を実施中ですよ。MONO消しゴムをお買上
げ頂くとその場で三角籤が引けます。A賞大モノ
(40倍ジャンボモノ消しゴム:3名)、B賞小モノ
(MONOオリジナルキューブパズル:15名)、C章
うまいモノ（MONOう
まい棒：60名）(全て非
売 品） をアタリに応 じ
てプレ ゼン ト中で す。

当店消しゴム売場は賑やか!

店内では 他 にもね り 消
し 、マジ ック イン キ型
社長が持っているのは非売品のジャンボMONO

や サクラ クレ パス型 の

消しゴムです。(写真右参照)

只今、木阪賞文堂

ミ ニ消 しゴム 等消し ゴ

では“大モノ・小モノ・うまいモノキャンペー

ムワールド展開中！
楽しい～っ！(木阪美：記)

西川きよしではありません!

その机とイスは柳井小図書室に有るのじゃ！
～生徒さん同士で奪い合い？ 旧校舎校長室の床材を再利用して作りました～
当いどばた辞典1月号で紹介させて頂いた、旧
柳井小学校舎の校長室の床材（桜材）を利用し
た 木製の机と椅子・・・この度ようやく1組が
完成して過日柳井小学校さんへ寄贈の運びと
なりました。『おおっ！』見れば必ず溜息が漏
れるほどの逸品に仕上がりました。市内南町洋
品店トレフルの武居弘和さんが中心となった、
薫木会（くんぼくかい）有志10人で活動致しま
した。図書室の旧い机や椅子も一部そのまま
の形を残して市内数箇所にて再利用させて頂
いております。図書室では生徒さんたちが競っ
てこの机を利用されてい
る と か・・・。モ ノ を 大 切 に
する心を、我々大人も再
認識し、子供達に伝えて
いきたいものです。

『凄いぞ、ビリー！』

ビリーズ・ブート・キャンプを知っちょってですか？

当然の事ですが、全く会った事も話したことも無い・・・彼は元アメリカ海
兵隊の指導者、それがビリーなのです。以前から、ＢＳ放送や、深夜の通
販番組でこの7日間集中エクササイズ“ビリーズ・ブート・キャンプ”に興
味を持っていたのですが、『家族全員でやってみよう！』と言う事で
買ってしまったのであります。人気商品らしく、2週間後に手元に届きま
した。早速、当社主任（奥さんです）と長女（4月から高校生）が毎日1時
間、汗だくでＤＶＤを視聴しながらのエクササイズに挑戦！あまりの
ハードなプログラムに主任は腰痛に！然しながら長女は連日黙々とこ
なし、何と3日目にはウェストが4㌢絞られたのです。恐るべし、ビリー！
え っ、私 の 結 果 で す か？未 だ こ れ か ら で す よ、こ れ か ら こ れ か ら！

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名
・ スタッフ人数

(有)木阪賞文堂
７名（中央店５名、白壁店２名）
★ 4月は付箋紙の売り場が楽しくなりますよ。

・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★ 写真はマジックインキ型のミニ消しゴム。以前は非売品で
したが、ネットオークションで高値が付き今回商品として販売されました。

