
 

 生活に欠かせない“衣食住”は時代を映す鏡です。そ

の中の“食”の世界でちょっとしたブームが起こって

いるようです。レストランでお客さんの希望を聞きな

がらワインを選ぶ人を「ソムリエ」と言いますが、いま

や野菜にお米に雑穀、お茶や焼酎といった変り種のソ

ムリエが登場しています。といっても、その多くは一般

の人。食の安全や健康への関心が高まるにつれ、人々の

興味は単に「おいしいものが食べたい」から「安心して

食べたい」「楽しんで食べたい」「体にいいお料理を作り

たい」という方向に向かっているようです。もちろん仕

事にもいかせますが、家族の健康をになう主婦のエキ

スパートを目指して学ぶ人も多いようです。 

 食のソムリエのさきがけ的存在である「野菜ソムリ

エ」（日本ベジタブル＆フルーツマイスター協会）は、

栄養学や調理法を中心に野菜に関する専門知識を学び

ます。資格の最高ランク「マイスター」を取ると、利き

酒ならぬ“利き野菜”のようなこともできるようにな

るそうです。品質を見極める目を養い、おいしい野菜の

食べ方を知る。飽食の時代こそ“本物”を求める気持ち

が強くなるのかもしれませんね。 

 近頃はミセスをターゲットにした女

性誌が増えましたね。それだけ「いつま

でもおしゃれでいたい」と願う女性が増

えたのでしょう。ミセスは程よく流行を

取り入れて、大人の女性としての品格を

感じさせる装いが似合う年齢ではない

かと思います。 

 品よく見えるポイントの一つは色使

いです。一度にたくさんの色を使わず、

ベーシックになる色を決めたら、そこに

“差し色”を添えるぐらいがちょうどい

いでしょう。差し色とは、全体を引き締

めてアクセントになる色です。アクセサ

リーやバッグ、靴を同系色でまとめると

統一感が生まれ洗練された雰囲気にな

りますが、同系色だけではのっぺりしが

ちなので、差し色を効果的に使ってお

しゃれ感を演出してみましょう。 

 今年はキラキラ光るシャイニーカ

ラーが流行りです。シックなファッショ

ンにシルバーやゴールドの小物を上手

にあしらえば、大人の女性ならではの品

格が漂うでしょう。若い女性にはちょっ

とマネできない上級テクニックですよ。 

ミセスの品格は色使いにあり！ 

 

2007.7月号 
発行 
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“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。 



［Ｑ］夫が「地下でもいいから書斎がほしい」と言い

出しました。一般家庭でもリフォームで地下室を作る

ことは可能でしょうか？  

 

［Ａ］建築規制の一つに「容積率（敷地に対する建物

の延床面積の割合）」があります。すでに容積率を目一

杯使って家を建てている場合、基本的に増築はできま

せん。ただし、地下室は天井の高さの３分の１が地中

にあれば床面積に算入されないので、理論上では書斎

を作ることは可能です。 

 とはいえ、既存の建物の

地下に設置するのはかな

り難しいと考えたほう

がいいでしょう。庭が

あれば庭に地下室を作

るのも一つの方法で

す。家の構造を考えな

がら専門家とご相談く

ださい。 

 体感温度は高くても、夏は冷房や薄着で思いのほ

か体が冷えているものです。夏なのに手足が冷えて

だるさを感じる人は「ぬるめ入浴」ですっきりと疲労

回復しませんか。 

 お湯の温度はいつもよりぬるめの 38 度くらいに

して、20～30分ゆっくりと湯船につかりましょう。

お湯の温度が物足りない人は発汗作用のある入浴剤

をおすすめします。お湯がぬるめでも入浴効果が高

まるので、血行がよくなって冷え性の解消に役立ち

ます。長風呂が苦手な人は雑誌や本を読んだり、心が

落ち着くような文章を朗読したりするといいでしょ

う。お風呂での読書を実践している人は意外と多い

んですよ。ただ、湿気で紙がよれるので大事な本は持

ち込まないほうがいいですね。また、良い香りのアロ

マオイルを入れて深呼吸すると本当にリラックスで

きます。入浴後はきっとぐっすり眠れますよ。 

“夏バテ”のウソ・ホント 

老化をストップさせるヒケツ 

リフォームで地下室を作れる？ 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 夏バテに関する話題が盛んになる季節ですが、なかには誤

解もあるようです。まず「暑いから夏バテする」。夏の暑さは

夏バテの大きな原因ですが、クーラーが普及した現代はむし

ろ室内外の温度差による体力消耗が夏バテを引き起こしてい

ます。外気との温度差が５～６度以上になると体がだるさを

感じるので、クーラーの効いた室内では薄手の長袖を羽織る

ことで夏バテ予防になります。 

 次に「夏バテ防止には水分補給が効果的」と言われますが、

これは飲み方の問題。冷たいものを一気に飲むと胃腸が冷え

て消化能力が低下し、かえって夏バテの原因になります。また

食事中に水分を摂りすぎると胃液が薄まって、これも消化能

力を低下させます。のどが渇いたら温かいものを少しずつ、な

るべく食後に飲むようにすると良さそうですね。 

 最後に「うなぎで夏バテ解消？」。確かにうなぎは疲労回復

に効果的な栄養素が豊富です。だからと言ってうなぎだけを

食べても夏バテ解消には

なりません。疲れている

時こそバランスの良い食

事 を 心 が け、体 を い た

わってくださいね。 

Ｑ 
Ａ 

夏の冷え性に効果的な入浴方法 

 

 



日本独特の香味野菜である茗荷（みょうが）は、シャ

キシャキとした食感とほのかな苦味が薬味や汁物の

具として重宝します。一般的に茗荷と言えば「花茗

荷」とも呼ばれるつぼみの部分ですが、６月くらいか

ら茗荷の新芽である「茗荷筍（みょうがたけ）」が出

回っています。香味野菜は季節感を演出する食材。茗

荷の味と香りが苦手な人も、茗荷筍のマイルドな香

味なら大丈夫かもしれませんよ。茎を薄く切ってか

つお節しょうゆで食べれば、さわやかな香味が口に

広がって旬を食す幸せを味わえるでしょう。冷酒と

の相性は保証しますよ。また、薄紅色の酢漬けは焼き

魚の付けあわせにもピッタリです。 

●材料（2人分） 
 茗荷:４本、なす:２本、インゲン:８本、金時イモ:１／２本、かぼちゃ:１／６個、 青柚子:１個、

かつおだし:400cc、みりん:大さじ２、濃口しょうゆ:大さじ２、塩:少々、揚げ油：適量 

しゅん 



アイスクリームはあずきが一番！ 

そんな人にオススメの懸賞を見つけました。 

井村屋製菓のあずきバーを食べて 

旅行に行く？ 温泉に行く？ それとも美味しいもの食べる？ 

 あずきアイスといえば井村屋の「あずきバー」。風味

豊かなあずきを使った甘すぎない氷菓子は和風アイス

の定番ですね。 

 あずきが体に良いのはよく知られていますが、古代

には薬としても利用されていたそうです。あずきの外

皮にある「サポニン」という成分には血栓（血のかたま

り）を溶かす働きがあります。むかしの人はお産のとき

にできた血栓で心臓や脳がつまらないよう、お産の肥

立ちが悪い女性にあずきがゆを食べさせたそうです。

また、血液の原料になる鉄分が多く含まれていること

も役立ったでしょう。 

 さて、今年で設立 60 周年の井村屋が感謝キャン

ペーンを実施中です。クイズに答えて「トヨタプリウス

S（1 名）」か「海外の世界遺産への旅（1 組 2 名）」を

狙うのもよしですが、オススメは「あずきバー賞」のＡ

コース。井村屋BOXあずきバーの箱についているアズ

キキングマークを 10 枚集めて応募すると、30 組 60

名に 5 万円相当の旅行が当たります。といっても普通

の旅行じゃありません。旅先はあなたの好き場所で、し

かもトラベルプランナーがあなただけの旅をアレンジ

してくれるんです。ね、素敵でしょ？ 

●賞品：アズキキング賞（トヨタプリウスS…1名、選べる！海外の世界遺産への旅…1組2

名）、あずきバー賞（Ａおもてなしの旅…30組60名、Ｂ選べる！おもてなしの日帰り温

泉…50組100名、Ｃ選べる！おもてなしの食材…300名） 

●応募方法：アズキキング賞…クイズに答えてWEBかハガキで応募／あずきバー賞…アズキ

キングマークを集めてハガキで応募（HPから応募ハガキがダウンロードできます） 

●応募先：〒170－8691 東京都豊島郵便局私書箱186号  

    井村屋BOXあずきバー 感謝の「おもてなし」プレゼントキャンペーン係 

●応募締切：平成19年9月30日（日）※当日消印有効 

●詳細＆応募＆問い合わせ：http://www.boxazuki.jp/web/ 

●問い合わせ：キャンペーン事務局 フリーダイヤル 0120-77-6040 

井村屋ＢＯＸあずきバー 感謝の「おもてなし」プレゼントキャンペーン 

 

 

アズキキングマーク→ 

10枚集めて 

旅行を当ててね 



石見銀山（島根県大田市）の世界遺産登録に思うこと 

島根県大田市の石見銀山が世界遺産に登録されたと

いうニュースは、大変嬉しく元気の出る出来事でし

た。翌日から各ＴＶ局共“石見銀山”特番を連日オン

エアしていますね。今後は物凄い数の観光客が押しか

けて、銀山はさながら“平成のシルバー・ラッシュ”

に沸きかえり、鄙びた所がとっても素敵な近所の温泉

津（ゆのつ）温泉は連日満員御礼となることでしょう。

実は私、今年の三月と登録直前の六月の二回程銀山を

訪問しました。キチント整備はされつつありました

が、殆ど俗化していないこの“聖地”に、（規模・国内

外に与えた影響は全く比になりませんが）地元柳井市

の白壁の町並みがダブったからかもしれません。訪れ

る前にインターネットや雑誌等で情報収集に努めま

したが驚くほどその情報が少く、やむなく地元大田市

の商工会議所青年部の方に連絡をとったところ、

『元 々 何 も 無

かった所が、世

界遺産候補にな

り地元の我々の

方がどうすれば

よいのか・・・当

惑しています』

と の 回 答 で し

た。とは言え、こ

こ数年は環境の

（ソフト＆ハー

ド両面での）整

備は勿論、特産

品の開発、観光客へのアンケート収集等、地道ですが

大変レベルの高い活動をしてこられたようです。私が

（三月に）行った日は、土砂降りの雨の中、しかも土

曜の夕方五時前ということで殆ど人気のない中での

散策でしたが、むしろタイムスリップしたような空

気、匂いを感じ幻想的な目の前の景色に心身共癒され

たことを思い出します。また何年か経って訪れた時、

商業ベースに乗り取って付けたような外部からのお

土産店で溢れていないことを祈り、地元商業者にエー

ルを送りたいのであります。そして、時が経ち、きっ

と白壁の町並みにも脚光

を浴びる日が来る為に、

自身尽力したいと考える

のであります。 

 

 

龍源寺間歩（坑道）の前にて 

リニューアルなる銀山資料館 

 

・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） 

      ★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      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 ★  1 Ｆ の 文 具 工 房 ス ペ ー ス が 広 く な り ま し た 。    

コピーや印刷の後、専用テーブルを自由に 

活用してくださいね。裁断機やホッチキス、 

ハサミも無料でお貸します。紙折機は(有料)

1000枚を15分で折り上げますよ。 

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！ 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 
 



決算棚卸の産物？ アウトレット商品に注目です！ 

一緒に書体・印影を確認しませんか？ 満足のいく印章を！ 

大切な実印や会社印の作製は、一生の間で頻繁に経験

することではありません。今ではインターネット等で

安価に注文できる選択肢もありますが、その場で書体

や大きさを相談するのは難しいものです。木阪賞文堂

も県外等遠方の方々への対応は決して容易なことで

はありませんが、地元ならではの出来うる限りのリク

エストにお応えしようとこの度 2 Ｆを一部改装し、第

二文具工房を設置いたしました。今迄は店頭にてカタ

ログや紙資料での

応対でしたが、ご希

望があれば画面を

見ながらじっくり

とご説明を交え、書

体・大きさを相談し

ながら決めるこ

とが出来るよう

になりました。又

印材を手に取っ

て頂く事により

風合いや重量も

確認出来ます。そ

の日の内に木阪賞文堂で彫り上げます。このアイデア

はお客さんの一言から実現したものです。五千円以上

の印鑑には五年

間保障証を発行

し、 無償再作製

にも対応してい

ます。（木阪美）         

 『皆さん、こんにちは。わたしは三菱

鉛筆社の電動鉛筆削ＥＳ-30 です。未

使用品ですが旧型商品の為正規の価格

では販売できなくなりました。（定価は

¥5,040）もしお引き受け頂ける方が

いらっしゃれば、手動式鉛筆削り器並

の価格（￥980 税込）で構いませんの

で活躍の場を与えてくださ～い！』・・・

毎年、5 月末日は決算棚卸です。仕入れ

には気をつけてはいるものの、廃盤に

なってしまった商品、都会ではヒット

しているのに地元では足の遅

い商品、パッケージが汚れて

しまい正価で販売できない商

品達・・・未使用の新品には変

わりありません。という訳で、

木阪賞文堂のホームページでア

ウトレット情報を掲載する事に

なりました。数量は勿論少量です

が“物凄くお買い得”です。中央店の

店頭にも陳列しておきますが、頻繁に

ご来店いただけない方は日々ホーム

ページをご覧くださいね。『つくれる

文具屋さん』で検索されると、ヤフー

でもグーグルでもトップで掲載され

ます。おっと、他のコーナーも読み応

えがありますのでこちらも宜しくお

願いしますね。リニューアルしてから

1 年経ちました。（木阪泰；記） 

 

 

 

印鑑作りにも基本が有ります！ 

てん書体？印相体？人気の書体は? 

椅子に座り珈琲でも飲みながら・・・ 

木阪賞文堂ホームページ  

http://ｗｗｗ．sirakabe.com 

ほぼ毎日更新しています！ 

新製品情報、アウトレット、つくれるシリーズの

紹介、GENKI-TIMES等話題満載です。 

ブログ“白壁さんぽ日記”も読んでね。 

ドクターグリップが＠198です 


