
 

 本は好きだけど、 近集中力がなくなって読書がおっ

くうになった……。そんな人はぜひ「朗読」にチャレンジ

してみてください。声に出して読むと言葉の一つ一つを

しっかり意識できるので、黙読よりも内容の理解が深ま

ります。黙読では気づかなかった日本語の美しさを再発

見できるかもしれませんよ。 

 また、朗読は健康面にも良い効果をもたらします。大き

く息を吸って丁寧に言葉を発することで発声練習にな

り、自然と腹式呼吸が身につきます。腹式呼吸はヨガなど

でも行なう健康呼吸法で、血行促進、ストレス解消、よく

眠れるなどの効果が期待できます。 

 まずはお好きな短編小説から始めてみるといいでしょ

う。朗読のポイントは、① 初に黙読で全体の流れやリズ

ムをつかむ。②次に素読（ただの音読）で句読点や間に注

意しておく。③ 後は声に強弱、高低、緩急をつけ、作品

を音声で表現するつもりで音読する。口だけ動かすので

はなく全身を使うつもりで読むと、より深みのある朗読

になります。 

 自分のための朗読に慣れてきたら、「福祉朗読」や「朗

読会」などで人のために朗読するのもいいでしょう。人の

声にはぬくもりがあります。朗読であなたのぬくもりを

伝えてくださいね。 

 あなたには“行きつけの美容院”があ

りますか？ 何も言わずにイスに座れ

ば“いつもの髪型”にしてくれるのはラ

クですが、“いつもの髪型”は良くいえ

ば無難、悪くいえば退屈です。美容院に

行く目的が髪を切って染めるだけに

なってしまったら、女性としての楽しみ

を一つ失ってしまったと思ってくださ

い。髪型はパッと見を左右する大事なポ

イントです。もしかしたら、もっと素敵

に見える髪型がほかにあるかもしれな

いのです。 

 行きつけの美容院はあるけれど、何だ

かいつも垢抜けない……。そんなふうに

感じているなら、思い切って美容院を変

えてみるのもいいでしょう。どうせなら

センスのいい髪形の美容師さんが多い

ところを選び、今風なエッセンスを取り

入れてもらうといいですよ。 

 仕上がりに満足したらお手入れ方法

を聞いておきましょう。どんなふうに、

どんな順番でやるのか具体的にアドバ

イスしてもらうと、自宅でのお手入れが

ぐっとラクになります。 

美容院は“髪を切る”だけにあらず！ 

 

「朗読」の楽しみ 
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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］ リフォームを検討中ですが、築 20 年なのでリ

フォームの前にシロアリの被害を確認したほうがいいと

いわれました。どうすればいいでしょう。 

 

［Ａ］ リフォームの前に白アリ被害を確認したい場合、

カナヅチと釘を用意して天井裏の構造材に打ち込みます。

抵抗なく釘が入り込んでしまうようなら、その柱や梁は白

アリに侵されている可能性があります。天井裏の柱や梁が

白アリの被害を受けているとすれば、おそらく床下から屋

根裏の構造材（柱や梁）までが、部分的に、もしくは全体

的に強度を失っていると考えられます。 

 構造材が白アリ被害に遭っていることが判明したらリ

フォーム（建て替え）をおすす

めします。湿気による木材腐

朽と白アリ被害は家の耐久性

を低下させる二大要因です。

白アリは腐って柔らかくなっ

た木材を好むので、リフォー

ムの際は湿気対策も考慮した

ほうがいいでしょう。 

 夏場はシャワーだけですませていた人も、そろそ

ろゆっくりとお風呂に入って心身ともにリラックス

したいものですね。体調に合わせてお湯の温度を変

え、残暑の疲れを回復しましょう。 

【42 度以上】 熱めのお湯。神経が高ぶって交感神

経が緊張するので、シャキっとしたいときにおすす

め。新陳代謝も高まります。ただし、血圧や心拍数が

急激に上がり胃腸の働きもにぶるので、体調の悪い

ときや食後は避けたほうがいいでしょう。 

【38度～42度】 一般的な適温。血行が良くなるの

で冷房による冷えの改善に効果的です。 

【38度～40度以上】 ぬるめのお湯。気分が落ち着

きリラックスします。胃腸の働きも活発になります。 

 ある研究によれば、広いお風呂に入ったときほど

脳内のアルファ波が強くなるそうです。たまには温

泉に出かけ、広いお風呂で手足を思いっきり広げて

開放感に浸ってみたいですね。 

背筋を伸ばして若返り 

老化をストップさせるヒケツ 

シロアリ被害から我が家を守る 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 肌や髪型、スタイルも見た目に影響しますが、もっとも

見た目年齢を左右するのは「姿勢」です。背筋をピンと伸

ばしていると、それだけで若く見えますね。とくに、歩く

ときの姿勢には気をつけたいものです。背筋を伸ばして、

やや大股でさっそうと歩くことを心がけてみましょう。 

 猫背は老けて見えるだけでなく体型にも影響します。背

中を丸め、おなかをゆるませたような姿勢でいると、腹筋

や背筋が弱くなって下腹部に余分な脂肪がつきやすくな

ります。美しい姿勢を保つには筋力が欠かせません。姿勢

を意識することで腹筋や背筋を鍛えることができ、また、

筋力がつくと基礎代謝もアップするので、太りにくい体作

りもできていいこと尽くめです。 

 また、体がかたくなると姿勢も悪くなりがちです。お風

呂上りのストレッチなどで柔軟性を保ちましょう。 

Ｑ 
Ａ 

体調に合わせたお湯の温度 

 



シャリシャリとした食感と淡白な味わいが人気の

中国野菜「青梗菜」。１年中見かけますが旬は８月か

ら 11 月頃です。茎が青々と緑色をしているところ

から、青い（チン：青） 茎（ゲン：梗＝葉柄）をし

た野菜（サイ：菜）という名前がついたそうです。

油との相性がよく、炒めたり茹でたりすることで色

付きがよくなり、さらにビタミン率もアップするの

で、とくに炒め物やスープがオススメです。ただ、

青梗菜の美味しさは食感にあるので、炒めすぎや茹

ですぎには注意したいところ。茹で加減のポイント

はお湯が沸騰してから入れて、短時間で茹でること

です。また、茎と葉では火の通り方が違うので、切

り分けてから茎を先に入れ、菜箸でさわった感触が

やわらかくなってから葉を入れるといいでしょう。 

●材料（4人分） タコ（ゆで）200g、青梗菜 2株、フクロ茸（缶詰）50g、ニンニク 1片、 

赤唐辛子 2本、サラダ油 適量 ＜合わせ調味料＞トマトケチャップ、酢、砂糖：各大さじ1と1/2、

しょうゆ 大さじ1、片栗粉 小さじ1、コショウ 少々   

しゅん 



なかなか懸賞に当たらない……としょんぼりしているみなさん。 

抽選で１５万６０００名に当たるＪＡ共済の太っ腹キャンペーンはいかがでしょう。 

来年の３月末まで、応募チャンスは３回。 

「ニンテンドー DS Lite」（４０００名）や「ＪＡ産地直送品」（１万２０００名）を狙おう！ 

「少ない負担で大きな安心」をモットーに、一般の生

命保険と損害保険の両分野の機能を併せ持つＪＡ共

済。共済と一口に言っても商品ラインナップはかな

り幅広いのをご存知ですか。 

 契約期間が５年以上の「長期共済」は生命保険の要

素がメインです。医療、終身、養老、子ども、がん、

積み立て型、健康祝い金付き、予定利率変動型年金、

火災保険（自然災害も保障）など、きめ細かい内容で

サポートも充実しています。以前は“共済＝掛け捨

て”のイメージでしたが、今はその人のライフプラン

に合った内容を選べるようになっています。契約期

間が５年未満の「短期共済」は損害保険の要素がメイ

ン。そのほかいろいろな特約も用意されています。 

 そんな JA 共済が日頃の感謝を込めて「JA 共済サ

ンキューキャンペーン」を実施中です。「共済の事業

内容をご存知ですか？」など簡単なマルバツ問題に

３問答えて応募すると、抽選で 4000 名に「ニンテ

ンドー DS Lite」、8000 名に「オリジナル アンパン

マンピクニックセット」、1 万 2000 名に「JA 産地

直送品」が当たり、さらにＷチャンスとして 13 万

2000 名に「オリジナル アンパンマンレジャーシー

ト」が当たるそうです。 

 当選者合計 15 万 6000 名のビッグチャンスなの

で、「一度でいいから懸賞に当たる喜びを味わいた

い！」こんな願いが叶えられるかもしれませんよ。 

●賞品：A賞（ニンテンドーDS Lite/4000名）B賞（JA共済オリジナルアンパンマンピク

ニックセット/8000名）C賞（JAタウン厳選産地直送品/12,000名）Ｗチャンス（JAオリ

ジナルアンパンマンレジャーシート/13万2000名） 

●応募方法：希望賞品一つを選択し、クイズに答えてインターネット、またはお近くのJA

にある専用応募用紙で応募 

●応募ホームページ：http://www.3qja.jp 

●応募締切：第2期/平成19年9月30日 第3期/平成19年12月31日 第4期/平成20年3月31日 

●詳細：http://www.3qja.jp 

●問い合わせ先：メール 48-3qja@ja-kyosai.or.jp 

JA共済サンキューキャンペーン 

 



第2回読者プレゼント～っ！ 

毎月、喜んで頂けそうな商品を限定数プレゼントさせて頂き

ます。発行部数が 500 部なので、当選確率は割と高いと思い

ますよ。奮ってご参加下さいね。 

・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） 

      ★ミドリ社の注目の2008版手帳入荷！お役に立てそうです。 

・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 info@sirakabe.com 

★文具への想い★誰もが必ず持ってる文房

具。こだわらなければ何処からでも手に入る

ものだからこそ、私たちはサービスと魅力ある

品揃えでお客様のご期待にお応えできるよう

に日々努力しております。     (有)木阪賞文堂スタッフ一同  

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。 

 

 

【応募要綱】  

 ＊下記Ⅰ又はⅡの方法で・・・ 

 
Ⅰはがきに下記事項をご記入の上、木阪賞文堂まで

お送り下さい。応募締切は2007年9月末日（日）です。

当日消印有効。 

  ⇒〒742-0035 柳井市中央3-278-2 

      (有)木阪賞文堂プレゼント係 行 

 

ⅡＥメールにて下記事項を記入してご送付願います。 

  ⇒info@sirakabe.com 

 

①ご希望のサイズ ②〒・住所・電話番号・氏名・年

齢・職業 ③いどばた辞典の感想 ④現在使っている

お気に入りの文具製品名⑤興味のある文房具 

男性であれば、18
ミリ、女性であれ

ば15ミリをお勧め

します。書体はて

ん書体若しくは印

相体がよいかと思

います。印鑑ケー

スも特別にお付け

いたします。販売

価格¥18,000から

¥24,000で販売し

ている印章です。 

『何と黒水牛、あなただけの実印』 

 プロ野球のペナントレースもいよいよ大詰め！私の応援する阪神タイガースは現在、首位に肉薄しており

大変面白い展開です。思い起こせば20年前、当時大学4年生の私は就職先も決まり何を思ったか巨人軍の入団

テストを受ける事を決意したのであります。会場では、甲子園で見たことのある

ユニフォームを着た選手等も多数居り緊張感がありましたが、私同様に“思いで

づくり”の人たちも沢山いらっしゃいました。遠投のテストで、投げ終わった直

後に肩を押さえてうずくまる参加者には笑ってしまいました。どんなことも“行

動、経験”してみないとその興奮や感動は判りませんね。（木阪泰：記） 

9月と言えば思い出す・・・（社長の独り言） 

 

＊抽選で2名の方に進呈です。 



白いボディカラ－が一般的な事務機器の世界にあって、黒を思い

切って使ったデザインで売行き好調なのがコニカミノルタ社のカ

ラー複合機です。デザイン重視の背景には、複合機がセキュリティ－

機能を中心に高機能化し、オフィスの中心に置かれるようになったこ

とが要因のひとつでしょう。各社共、そう極端な性能の違いは無い

様に思いますので、どうせ購入するならデザイン性の優れたものが

欲しいですね。この度、機能別に3種類が新登場。十数年前には目の

玉飛び出そうな位高価なカラー複合機（コピー機）も、現在ではリー

スにすると一万円台半ばで利用できる時代です。相応の機器はやはり仕事の効率を格段に向上し

てくれます。 お買い替え等のお客様、朗報ですよ！（木阪美：記）         

 

 

 

          第1回『とりあえずやってみました！』・・・のコーナーですし て  

い る こ と 

           実は以前からお問い合わせが有り、そのうちやってみよう・・・と思っていたことがあります。 

    今年の8/13の柳井金魚ちょうちん祭りでも多くの方から聞かれたのであります。 

    それは・・・『白壁の町並みのポストカードって無いのですか？』 

    そう、絵葉書のセットはありましたが、ポストカードは無かったのです。（多分・・・？） 

    “要は実践（やる）か、実践ないか・・・”早速、昼夜を問わず白壁の町並み風景をカメラに収めました。 

    写真のこと（含カメラ）は詳しくないのですが、撮った素朴な作品41点を白壁店に並べてみました。 

    町並みの住人の視点を意識してみましたが如何でしょうか？ それでも、週末には1日10枚 程度ですが、          

観観光客の方にお買い上げ頂いており何だか個人的に大変励みになってます。 先日は意を決して“デジ

タル一眼レフカメラ”を購入してしまいました。どなた

かごご指導頂けると大変嬉しいのですが・・・。 

一緒にポストカードつくりませんか？（木阪泰；記）  

   ＊ちなみに1枚150円で販売中です。           

     

 

 

『このデザインのコピー機（複合機）を下さい、 
と言われたのは前代未聞』 （日刊工業新聞より） 

          ・・・その真相とは？ 

仕事場のど真ん中に置いても映えますね！ 

タッチパネルもお洒落で機能的 


