“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②

覧

市販のお刺身の盛り付け方

お料理は盛り付け方一つで印象がグッと変わりま
すね。出来合いのお惣菜や市販のお刺身も、盛り付け
次第で立派な一品に早変わりします。
市販のお刺身を美しく、かつ美味しそうに見せる盛
り付けのコツは「真・行・草」です。「真・行・草」と
はもともと書道における漢字書体の総称で、広く芸能
や美術に転用されている考え方だそうです。
「真」は正
統派の楷書、
「行」は楷書を少し崩した形、
「草」は「行」
をさらに崩して華やかさを出したものです。

つずらすように置き、全体的に適度な空間を持たせて

基本的な盛り付けはイラスト A の通り。ツマを使っ

盛り付けます。応用編の三点盛りや五点盛りはお皿の

て器の奥を高くし、
「真」の位置にくるお刺身の左上を

サイズに気をつけ、周囲の余白に気を配ってみるとい

ピシっとそろえます。これで新鮮味を演出することが

いでしょう。きっと、さっきまでパックに入っていた

できますよ。
「行」の位置にくるお刺身は左上を少しず

お刺身とは思えないほど華やかになりますよ。

脚をほっそり見せる
ストッキングの選び方
「脚に自信がないからスカートは苦手」

く見えますし、なにより不自然です。

と言う女性がいますが、もったいないこ

脚を長く見せたいときは、靴と同系色

とだと思います。スカートのおしゃれは

のストッキングをおすすめします。黒い

女性の特権。ストッキングを上手に選べ

靴には黒、茶系の靴ならこげ茶がいいで

ば脚の欠点をカバーして、すっきりと着

すね。ただし、白い靴に白いストッキン

こなすことができます。

グは避けたほうがいいでしょう。また、

ストッキングの無難な色は「肌色」で

サポートタイプのストッキングは脚を

すが、同じ肌色でも微妙に濃淡がありま

細く見せる効果がありますが、光沢があ

す。脚を細く見せるには、自分の肌より

りすぎるものはやはり不自然です。

も少し濃い目の肌色を選ぶのがポイン
トです。白っぽい肌色はかえって脚が太

春ですから、上手にストッキングを選
んでスカートを楽しんでくださいね。

老化をストップさせるヒケツ

Ｑ
Ａ

免疫力アップ！ その２
免疫力アップには、栄養バランスの良い適量の食事と
同じくらい「睡眠」や「ストレス解消」が大切です。

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

家具の種類は？
［Ｑ］ リフォームを機に家具を変えたいと思います。ど
んな種類の家具がありますか？

若い頃から無理をしても、睡眠を十分にとっている人
は比較的長生きだそうです。７～８時間くらいの睡眠時

［Ａ］ 家具は大きく分けて「造作家具」
「システム家具」

間が取れなければ昼寝をしたり、短時間でも居眠りする

「置き家具」の３種類あります。造作家具とは一般的に、

ことで免疫のバランスが整います。ただし、寝すぎはか

部屋の形や使い勝手に合わせて作ってもらうオーダーメ

えって体がだるくなり、無気力になってしまいます。

イド家具のこと。好きなデザインで無駄のない収納が可

ストレスで自律神経のバランスが乱れると免疫力が低

能ですが、場合によっては費用がかさみます。組み立て式

下します。自分なりのリラックス方法を見つけておくこ

のタイプを「システム家具」といい、自分で組み立てるも

とが何よりで、ほかにも「呼吸法」で自律神経を整えるこ

のと大工さんに組み立ててもらう

とができます。そこで、一日に数回、腹式呼吸をしてみま

ものがあります。値段によって

しょう。イスにゆったりと座っておなかに手を当て、

品質はピンからキリ。通

①おなかをへこませながら鼻からゆっくり息を吐ききる

販でも買えますが、サイズ

②鼻から息を吸いながらおなかをふくらませる

や好みが限定されることもあ

を繰り返します。

り ま す。既 製 品 を
買って家に置くこと
を、普通「置き家具」
といいます。インテリア
性は高いけれど収納力に
は欠けることもあります。

の解消にはぐっすり眠ることが一番ですね。今回は
寝つきがよくなる入浴法をご紹介しましょう。

お風呂
上
ハーブテ りには
ィー♪

年度替わりは意外とエネルギーを使うもの。疲れ

お風呂前には
ーツ
グレープフル
ジュース

ぐっすり眠れる入浴法

入浴前には水分補給をします。ストレス解消には
グレープフルーツジュースがいいそうですよ。コッ
プ一杯をゆっくり飲んでぬるめのお湯に浸かりま
しょう。体を洗うときには、シャワーの水圧を利用し

お風呂上りには冷たいものが飲みたくなります

て「安眠のツボ」を刺激してみます。シャワーの温度

が、安眠のためには人肌の温度にしたミルクやハー

を少し高め（41 ～ 43 度）にして、まずは耳たぶの

ブティーがおすすめです。また、人は体温が下がり始

後ろあたりに 2 ～ 3 分当てておきます。次に、足先

めると眠くなります。体のほてりが落ち着いてから

全体も同じように 2 ～ 3 分シャワーで刺激します。

お布団にもぐりこみ、ゆっくりお休みくださいね。

しゅん

●材料（2人分）
スモークサーモン：4枚、グレープフルーツ：1/2個、キャベツ：2枚、たまねぎ：1/6個
オリーブ油：大さじ1、塩・こしょう：各少々

旬の分かりにくいグレープフルーツですが、フロリ

から見て丸みをおびているものが美味しく、持ち重

ダで熟したものが輸入される４～６月頃が一番お

りするものがジューシーです。果実を使った裏ワザ

いしい時期だそうです。旬の今はちょっと贅沢に生

を一つご紹介しましょう。輸入米３合に対して大さ

ジュースもいいですね。柑橘系なのでビタミンＣが

じ１杯の果汁を加えると、柔らかくふっくらと炊き

豊富で、１日１個で必要量を摂取できるそうです。

上がるそうです。これはグレープフルーツのビタミ

面がつるつるでキメが細かく傷のないもの、おしり

ンがでんぷんの分解を早めるためなのだそうです。

ビル・ゲイツもベッカムも、世界中のお金持ちを夢中にさせる中東の国、ドバイ。
真っ青な海とオレンジ色の砂漠、摩天楼の大都会には世界最高級のホテルが立ち並ぶ
華麗なるリゾート、ドバイ。
自腹ではなかなか行けないけれど、クイズに答えてドバイに行こう！

「ドバイ」という国をご存知でしょうか。アラブ首長国

アラブ」は「7 つ星」と称されています。その豪華さは

連邦（UAE）を構成する 7 つの首長国の一つで、油田開

日本のホテルには決してまねのできないレベルでしょ

発をきっかけに驚異の進化を遂げた中東のリゾートで

う。全室スイートルームのようなのに、正真正銘のス

す。ビル・ゲイツやベッカムが別荘を持ち、世界中のお

イートルームは、なんと床から天井まで全面が窓になっ

金持ちが集まってくるのは、中東における貿易や商業の

ていて、アラビア湾の美しすぎる光景が一望できるそう

最大中心地という理由だけではありません。ドバイに立

です。一泊のお値段は……心臓に悪いので知らないほう

ち並ぶホテル群は世界最高級として有名で、特に「世界

がいいですよ。

でもっとも豪華なホテル」と言われる「バージ・アル・

まるでおとぎの国のようなドバイに自腹で行くのは
かなり難しそうですが、タイヤで有名な「GoodYear
（グッドイヤー）」ではドバイの旅が当たるキャンペー
ンクイズを行っています。当選したら 7 つ星ホテル
「バージ・アル・アラブ」に泊まれますよ！
肝心のクイズは、「グッドイヤーの新しいタイヤ、
EAGLE LS2000 は、Hybrid ？」。“？”の部分に当て
はまるローマ数字かアラビア数字を入れるだけ。ヒント

バージ・アル・アラブ

は「“通＝Ⅱ”なプレゼント」。Ｗチャンスありです！

GoodYear（グッドイヤー）

とってもⅡ（通）なプレゼント

【当選賞品】ドバイの旅3泊6日（合計3組6名）ほか液晶テレビなど豪華商品
【応募方法】はがき、またはインターネットに必要事項を記入して応募
【はがきの宛先】〒150-8681 渋谷郵便局留
「GOODYEAR とってもⅡなプレゼント」キャンペーン事務局 宛
【インターネットの応募先】http://h2ism.jp/campaign.html
【応募締切】第2回→2007年4月30日（月）／ 第3回→2007年5月31日（木）
【キャンペーンの詳細】http://h2ism.jp/campaign.html
【問い合わせ先】「GOODYEAR とってもⅡなプレゼント」キャンペーン事務局
◇電話 03-3486-1688 （土･日･祝日を除く平日10:00～18:00）

何と、木阪賞文堂作成の名刺が全国デビュー！？･･･

“載ってしまいました、照れくさいです”
8刷3万部のロングセラー作家の、第二弾新刊書に紹介されました！

赤い表紙に黄色のカバー
が目印です。
地元の本屋さんでお買い
求めくださいね。

掲載された名刺は現在も使
用しています。ご来店時にお
申し付け頂ければ喜んで名
刺交換させて頂きます。

左の書籍は本年3月23日に発刊された、福永雅文さん（戦国マーケ
ティング㈱（東京都）という経営コンサルタント会社の社長さん)の新
刊書です。ランチェスター経営戦略という部門に特化した切り口で、ご
活躍中の先生です。ご出身は、お隣の広島県呉市のですのでどこと
なく親しみを感じますね。今回掲載されたのは、木阪賞文堂が作成し
た“二つ折り名刺”です。まだまだ知られていませんが、“つくれる文具
屋さん”として名刺印刷も手掛けています。名刺交換をする時、した後
に、自分の事を覚えて貰うにはそれなりのポイントがあることを私は
勉強して知りました。『えっ、そんな程度の事ですか？』と驚かれるか
もしれませんが意外と出来てないんですよ。例えば・・・中高年～の方
にお渡しする名刺の住所や電話番号の文字が小さくはありません
か？ 営業品目の記載内容が漠然としていませんか？ 小売店なら
営業時間は記載されていますか？ 住所欄に○○ビル前とか表示さ
れているとお客さんに親切ですよ。写真や似顔絵、地図があると最高
ですね。福永先生は、都内はも
とより、全国各地の講演等で
数百～数千枚の名刺交換をさ
れると思われますが、実例と
して数点が選抜され、この度
掲載された次第です。全国レ
ベル（？？？）の集客名刺を一
緒 に 考 え て 作 り ま せ ん か？
お問合せ待っちょります。
この書籍のＰ65に掲載されています。

“行け行けヒュ～マ、ドンと行け！” 父・一徹日記
この四月から長女は
地元商工高校へ、長
男は中学へ進学致し
ました。二人とも朝
早くから夕方遅くま
で部活(卓球と野球)
に勤しんでいるよう
ＹＡＮＡＩ
です。先日、長男が
日曜日の練習から（昼過ぎに）帰宅したので
すが何となく元気がありません。『どうした
ん？』と訊ねると、メロンパンを齧りながら
（聞いてくれるな）と言わんばかりの仕草。
彼の目からポロポロと涙が溢れいるようでし
た。その後昼食のラーメンを食している間も
様子は変らず・・・。(ラーメンはペロリと完

食していましたが。)その日の夕方、彼が己の
野球の実力の無さ・未熟さに腹が立ち思わず
悔し涙を流したという事を知り、思わず『青
春しちょるのぉ～っ！』と内心感心してしま
いました。子供とばかり思っていましたが、
少しずつ成長し親から離れていくのだなぁと
思うと嬉しくもあり寂しくもあります。何事
も“才能”より“行動力”なのだよ。日々の
行動の積み重ね、微差・僅差の積み重ねが絶
対的な差になるこ
とを父として身を
持って教えていこ
うと誓った日曜日
の午後なのであり
ます。
人は何故堕ちると思う？、
それはね、這い上がる為なんだよ

こんな私でもまだ続けちょります！
持つとズッシリ重い・・だけど履けば不思議と感じません“パワーダイエットシューズ”
平成19年元旦、体重を７㎏減らすことを年頭目標の一つに掲げ、通販で
買ってしまったのがこのパワーダイエットシューズです。（これは、肥満対
策用のダイエットウォーキングシューズです。）昨年、柳井市民駅伝に向け
て練習中に膝を痛めてしまったのですが、体重過多が原因です。まず適
正体重に戻し、それから走り込みをしないと・・・そこで巡り会ったのがこ
のパワーダイエットシューズです。履いて３０分程度歩くだけで、通常の３
倍の運動量にあたる約３００キロカロリーものエネルギーを消費できるそ
うです。３００キロカロリーという数字は、例えばサッカーの場合で約４５
一見スニーカーです。 分、水泳の場合は約30分、野球の場合約７０分、ゴルフの場合だと約１４２
分もの運動量に相当します。その機能を可能としているのが、一般の
シューズの実に３倍以上もの重さ（なっ何と３㎏）があるウエイト機能です。先日、某飲食店で靴を揃え
ようとこの靴を持ち上げたご婦人があまりの重さに『ヒェ～ッ！』と悲鳴をあげられた程です。購入し
て早5ケ月・・・1日中（仕事中もずっと）履いているのですっかり慣れましたが、買った当初はよく躓（つ
まず）きましたね。夕方になると底なし沼に両足をとられているような感じでしたが、成果もボチボチ
出てきましたよ。何と言っても履くだけですから、長続きしない私でもいまだに続けられています。継
続って本当に難しいですよねぇ。ちなみに当店の主任（奥さんです）も購入しました。
（木阪：記）

『別注なのに９００円（税込）でつくれます』
三菱鉛筆社製で只今大人気のネーム印があります。実は4月末日まで
のキャンペーンがあまに好評、お客さんからの要望で5月末日まで特別
延長になった程です。木阪賞文堂では大手文具商社を通じてこのネー
ム印をご案内させて頂いたところ何と大阪以西で第六位、中国地区で
第三位になってしまうほど売れてしまいました。立ち仕事や片手がふさ
がっていても使えるキャップレス仕様が特徴です。それもロック機構で
誤って汚れる心配もありません。ストラップ穴付で携帯性もアップ！当
店スタッフは吊下げ名札に付けています。8文字まで（それも3書体）入
れて税込900円とは驚きです。（通常¥1,260～¥1,470）ボディカラーも7
色、メタリック系が人気です。コレは本当におススメです。 (木阪美：記）

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名
・ スタッフ人数

キャップレスネーム印

ＥＺ－１０

(有)木阪賞文堂
７名（中央店５名、白壁店２名）
★女性向“おしゃれはんこ”が人気。当店で即日彫ります！

・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！

ＴＥＬ（０８２０）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★ 今月の“大人の塗り絵教室は５月24日（木）となります。
（１３：３０～１６：３０）定員7～10名、直接当店へお申し込みくださいね。

