2008年が皆様にとって素晴しい年になりますように！

“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。
2008.1月号

発行

回 覧
郷愁を誘う切ない音色 ～二胡～
明けましておめでとうございます。今年は何か習い事
をしてみようと考えている皆さん、
「二胡（にこ）」はいか
がでしょう。
二胡は中国の伝統的擦弦楽器の一種で、その名の通り
たった二本の弦を弓で弾いて演奏します。二胡の魅力は

かもしれませんね。口ではいい表せないような表現力豊

なんといってもその音色です。
「音」ではなく「音色」。ま

かな音色――、それが二胡なのです。

さに“色のついた音”と表現するにふさわしいのです。バ

基本的な演奏方法は二本の弦を左手で押さえて音階を

イオリンの音に似ていますが、もっとほんわかと温かく、

作り、右手はバイオリンのように弓で弦を擦って発音さ

安らぎを与えてくれるような音。それもただ包み込むよ

せます。昨今のブームで二胡教室も増えました。道具のそ

うな穏やかさではなく、どこか切なく、郷愁漂う音色と言

ろえ方や選び方もアドバイスしてくれますから、お近く

いましょうか。楽しかったあの頃を思い出して胸がキュ

の教室を探してみるといいでしょう。通信教育でも習う

ンとするような、そんな曲によく似合います。楽器の作り

ことができますよ。二胡のＣＤも出ていますので、まずは

がシンプルな分、演奏者の感情が素直に伝わってくるの

その音色に酔いしれてください。

「白シャツ」のオシャレ術①
おしゃれの基本は「白いシャツ」だと

え方が気になるなら、胸の開きに大き

言われます。けれど、シンプルな服ほど

めのペンダントヘッドを持ってきた

着こなすのが難しいものです。ちょっ

り、長さの違うプチネックレスを重ね

としたコツをマスターして粋な装いを

づけしてみたりするといいでしょう。

目指しましょう。

首もとに短いスカーフを巻くのも素敵

シャツの着方で多いのが上２つのボ

ですね。

タンを開けること。でも、これが一番見

Ｖゾーンの基本をマスターしたら、

栄えしません。シャツの着こなしはボ

シャツの下に濃い色のインナーを着て

タンの留め方にあるといってもいいく

さ らにボ タン を外し てみ ましょ う。

らい「Ｖゾーン」の演出は重要です。ボ

シャツの白とインナーのコントラスト

タンを外すなら上から３つ。胸元が少

で縦の V ラインが強調され、すっきり

し見えるくらいがきれいです。肌の見

スリムに見えるはずです。

老化をストップさせるヒケツ

「中年太り」は肥満予備軍

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

築年数の古い建物と床暖房

更年期頃を境に太り始めるのが「中年太り」
。女性ホルモ

［Ｑ］ 築 30 年の木造の家に住んでいます。
冬のすき

ンの減少により満腹中枢への連絡がスムーズにいかなくな

ま風で暖房効率が悪く、来年の冬に向けて床暖房を検

り、つい食べ過ぎてしまうことが原因だそうです。また、40

討中です。リフォームで可能でしょうか。

歳を越えると急激に基礎代謝が低下するため、消費しきれ
なかったエネルギーを脂肪細胞が蓄えてしまうのだとか。

［Ａ］ 床暖房は、床を暖めることで部屋全体を暖か

食べる量は増えていないのに太る。生活習慣が変わらない

くする方法です。今どきの「高気密・高断熱」住宅な

のに太る。とくにお腹や下半身が太る。30 代～ 40 代のあ

ら暖気が逃げず効率的ですが、築 20 年以上経ってい

る時、突然太りだす。これらは中年太りに共通する特徴で

る家の多くには、ほとんど床下に断熱材が入っていま

す。年齢の変わり目は体質の変わり目だと言われますが、

せん。したがって、断熱性や気密性の低い現状のまま

「歳だから」と何の努力もしなければ肥満になる可能性は

床暖房を取り入れてもかなりのランニングコストが

高いでしょう。

かかり、床暖房のメリットをあまり感じられないで

中年太りの予防には、筋肉をつけて脂肪を燃焼させたり、

しょう。断熱材を入れる

ビタミンＢ群を摂取して脂肪燃焼を促すことが効果的。ま

ことは可能ですが、これ

た、「体重」よりも「体脂肪」の数字を気にしましょう。

にもかなり費用がかかり
ます。まずは業者に頼ん
で床下の状態を確認して
もらい、費用面も考慮し
た上で導入を検討される
ことをおすすめします。

シャワーで冷え性のツボを刺激
女性の二人に一人は冷え性だと言われるくらい女
性と冷え性は根深い関係にあります。冷え性の原因
は血行不良と自律神経の乱れ。お風呂は血行促進に
役立つと同時に、自律神経のバランスを整えるリ
ラックスタイムでもあります。シャワーで冷え性の
ツボを刺激して冷え性改善に努めましょう。

9 センチくらいまで（三陰交）と、内くるぶしの横（太

【シャワーの温度】目安は 43℃。少し熱いかなと感

谿）あたり。③おへそから指 2 本分くらい下（気海）
。

じるくらいの温度です。

【シャワーの当て方】それぞれのツボにシャワーを

【冷え性のツボ】①手首を反らせた時にできるしわ

2 ～ 3 分当てます。シャワーヘッドを外したり、シャ

の中央（陽池）と、陽池からひじ寄り約 6 センチのあ

ワーを細く絞ったりして行なうとより効果的。入浴

たり（外関）
。 ②足の内くるぶしの下（照海）から上

のたびに続けてみましょう。

しゅん

●材料（2人分） 鶏ささ身3本、しらたき100ｇ、赤ピーマン1/2個、
青ねぎ2～3本、サラダ油大さじ１、 ＜Ａ（下味）＞酒大さじ１、塩少々
＜Ｂ＞オイスターソース小さじ２、しょうゆ・酒各小さじ２

「おなかの砂おろし」
「胃のほうき」と言えばこんにゃ

点こんにゃくのカルシウムは酸に溶けやすく、吸収率

くのこと。食物繊維が豊富なので便秘解消やダイエッ

が良いのだとか。とくに濃い目のこんにゃく液から作

ト効果が期待できるのはよくご存知でしょうが、カル

るしらたきは、板こんにゃくの２倍くらいのカルシウ

シウムも効率よく摂取できるのはあまり知られてい

ムが含まれているようです。こんにゃく芋の旬は 11

ないようです。実は、牛乳や乳製品、小魚などに含ま

月から 1 月なので、今がちょうどこんにゃくの旬で

れるカルシウムは体内に吸収されにくいそうで、その

す。今夜はオイスターソース味で召し上がれ。

「地球最後の楽園」と呼ばれている国があります。
パラオ共和国、通称パラオ。
ダイバー以外にはあまり知られていませんが、
日本の昭和を思い起こさせるような、のんびりとした美しい南の島です。

南の島には二種類あります。一つは、その場所に行く

神秘に魅せられています。その美しさはシュノーケリン

こと自体を目的にした完璧なリゾート地。ハワイのオア

グでも十分に堪能できるでしょう。またパラオは、イル

フ島、タイのプーケット島、フランス南部のコート・ダ

カと触れ合えることでも知られています。パラオの海の

ジュールなどがそうでしょう。もう一つは、美しい自然

近くには何種類かのイルカが生息しており、「ドルフィ

環境が残された開発途上の島々。
「地球最後の楽園」と呼

ン・パシフィック」という施設ではイルカと一緒に泳ぐ

ばれるパラオはその一つです。

こともできるんですよ。

グアムの先、南北およそ 640Km に渡り 200 以上の

町の様子は日本の田舎町そのもの。ブランドショップ

島々が散在するパラオは全域が熱帯気候で、一年を通じ

も高級レストランもありませんが、海の底が透けて見え

て雨は多いものの、平均気温は 27℃。スキューバダイ

そうなエメラルドグリーンの海や、漆黒の闇にこんぺい

ビングのメッカとして多くのダイバーがパラオの海の

糖のような大粒の星がまたたく夜空は、完璧なリゾート
地では味わえない南の島体験です。
直行便なら日本から約 5 時間。時差も 1 時間なので、
着いたその日から快適に旅を楽しめます。さて東芝で
は、クイズ当選者の中から抽選で 1 名に「パラオ 5 泊
6 日（4 名まで）
」キャンペーンを実施中です。クイズの
ヒントは、「DVD ディスクにもフルハイビジョン記録
（約 2 時間）が可能」ですよ。

映像の東芝キャンペーン「グループで行くパラオの旅」
●賞品：【A賞】イルカに会う南国の楽園パラオ共和国の旅（5泊6日：4名まで）1名
【B賞】 DVD・音楽ギフトカード（1万円分） 10名
●詳細＆応募方法：プレゼント専用ホームページより
http://www.toshiba.co.jp/digital/eizo-pc/palau/
●応募締切：2008年3月17日（月）17：00まで

２００８年、店主が自らに投資した
４ケ月待ちの万年筆、その名は“ＫＡＮ”！
～女性は勿論、大人の男性もさりげなく持てる赤い万年筆～
昨秋、セーラー万年筆より発売された万年筆です。
ペンドクター川口明弘氏が考案した還暦の方に贈
る最高の万年筆。私は未だ40歳台ですが、一目見
て心を奪われたのであります。昨年9月に、川口氏
のペンクリニック講習会で、氏の人柄や万年筆に
対する熱い想い、この“還暦万年筆ＫＡＮ”への自信
を聴いていたので、この万年筆は絶対に外せな
21金のペン先。字幅は極細・細・中の3種類

全国に熱烈なファンを持つ い、絶対に欲しい、使ってみたいと思っていました。
ペンドクター川口明弘氏

2008年を迎えるに当たり、自らに投資すべく(昨年）

発注したのですが何と4ケ月待ち。川口氏が1本1本ペン先調整を行っているとの事で、
妥協を許さない姿勢にあらためて感服致しました。キャップ・同軸・天冠・尾栓は全て異
なった日本古来の「３色の赤」を使用し、今までにない独特なグラデーションの美しさ
がある万年筆です。ペン先は何と滑らかな書き味が特徴の２１金仕様。還暦のお祝いの
みならず、ビジネスやプライベートのご利用の際も、書く楽しさを実感して頂ける万年

ペントップと尻軸側は最も濃い赤

筆です。折しも、川口氏は還暦を迎える訳ですが、氏によると、今、還暦を迎える方々は、中学や高校の入学の時等に万
年筆を手にし、万年筆にとりわけ親しみのある世代なのだそうです。そうし
た方々に、還暦を迎え、今一度万年筆を手にして欲しいという願いから今
回プロデュースしたそうです。ペン先は、EF（極細）、F（細字）、M（中字）の3
種類。これは、川口氏の拘りの一つで、ご本人は万年筆というものは細字
で書いた方が日本語がより美しく書けるという考えを持っておられるから
です。今回の商品名である「KAN」は、還暦と言う意味の他、実はもうひと
つ「感性」という意味も込められています。これは、川口氏がペン作りにお
いて日頃からテーマにされている事だそうです。還暦を迎える方々だけ
でなく、若い世代が持っても一生涯共に出来る逸品だと思います。
キャップを尻軸にセットすると上から次第に明る （¥31,500）予約して頂いている皆様、今暫くお待ちくださいね。(木阪：記)
い色になるようになっています

・・・という事で

贈っても贈られても嬉しい『お勧め万年筆』・・・
(＊参考資料「趣味の文具箱」 ＋ 店主の独断)
い

【貰ったらかなり嬉しいギフト向万年筆（女性編）】
★プラチナ万年筆＃３７７６（セルロイド：キンギョ）¥31,500
い

【ＩＴ時代こそ必要なビジネス向万年筆（男性編）】
★ペリカン万年筆 スーベレーンＭ800

¥52,500

＊国産であれば¥10,000~¥20,000、輸入品であれば¥30,000~¥50,000の万年筆が目安です。
＊入門編としては、ペリカーノＪｒ(¥1,575)、ﾍﾟﾘｶﾝｽﾀｲﾙ(¥3,150)、ﾗﾐｰｻﾌｧﾘ(¥3,990)もオススメですよ。

年末～年始も地道な不要文具の分別作業中!
事務所の不要文具・事務用品・カタログを無料回収しています
左の新聞記事は、平成15年の中国新聞の朝刊です。
この年の3月に、山口県の文具店で初めて環境ＩＳＯ
14001を取得した木阪賞文堂が、お取引先様の事務
所に“不要文具回収箱”を設置し、回収した文具を分
別して廃棄している活動が紹介されたものです。当
時はまだ『環境配慮文具を推進しています！』とか
テプラ、ネームランド、
ピータッチ等のカート
減になります！』等とＰＲしても、お客さまの大多数は“？”のリアクションでした。あれから5年・・・ リッジ回収箱。店頭で
今年のコクヨのカタログがマスコミ各社で話題となっていますが、それもその筈。環境に対応し も回収承りますよ！

『トナーやインクカートリッジのリサイクルは経費の削

ていないカタログ上の商品に、自社商品でありなから何と×（バツ）のマークが記載されている
のです。この1～2年の間では環境対応商品100％を目指すそうです、さすが徹底しています
ねぇ。当店でも地道に分別、啓蒙活動を続けていますよ。
“木阪賞文堂をご利用いただくこと”が、イコール“環境に配慮している・・・”そんなお店でありた
いなぁと思っているのであります。まだこの不要文具回収箱をお届けしていない事業所さんで、
ご希望がございましたらお申し付け下さい。無償で設置しています。（木阪美：記）

そうだ！賞文堂！行こう！

(有)木阪賞文堂

・会社名

◆今月の注目商品のご案内◆
★捺して隠す情報保護用
スタンプ「ケシポン」（PLUS社製)
ハガキやダイレクトメール、宅急
便の住所・宛名・内容等、他人に
見られたくない情報の上にポンと
押すだけで隠せる個人情報保護
スタンプ「ケシポン」。捺印するだ
けの簡単処理なので、他の方法
に比べゴミも出ず手間もかかりま
せん。是非手にとってお試しあれ!

赤い屋根の木阪賞文堂です。

スタッフ人数

７名（中央店５名、白壁店２名）

★知恵と文具と経験で、貴方のお役に立ちたい賞文堂です。

Ａコープ柳井さん近く、柳井グリ－ンマンション前。 ・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！』
ＪＲ柳井駅より450㍍、車で70秒。
・会社の場所 〒742-0035
『市内だから歩い
山口県柳井中央3-9-2
て行ける、市内な
（柳井グリ－ンマンション前）
のに車で行ける』
20台駐車ＯＫです
・連絡先 ＴＥＬ（０８２０）２２-０１５０
よ！ご来店お待ち
★ホームページ http://www.sirakabe.com
しています。
★Ｅメール info@sirakabe.com
(木阪:記)

