“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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回 覧
あなただけの“魔法の花”

プリザーブドフラワー

プレゼントにもらったお花や記念日の花束を、いつま
でもそのままの姿で残しておきたい……。そんな夢を叶
えてくれるのが「プリザーブドフラワー」です。生花に
オーガニック系の染料を吸わせて特殊加工を施し、生花
本来の風合いや鮮やかな花色を長期間保てるようにした

①生花を花首だけにする（茎の長さはお好みで）。②容器

加工花で、
「魔法の花」とも呼ばれています。本格的に習

に「一液くん」を８分目ほど入れて花を 5 日間くらい浸

いたいなら通信講座がおすすめですが、プリザーブドフ

す。ミニ剣山やアルミホイルで花が浮かんでこないよう

ラワー作成液「一液くん」
（通販で手に入ります）を使え

に工夫してフタをする。③花を取り出し、キッチンペー

ば手軽に手作りできますよ。換気のよい場所にビニール

パーを敷いた平皿に上向きにのせ、乾いたら出来上がり。

シートを敷き、手袋をはめて作業するといいでしょう。

自然乾燥なら２～３週間で完全に乾きます（天候によ

【用意するもの】生花（葉）
、一液くん、フタ付き容器（花

る）
。
「一液くん」のアルコール分が気化するので屋外乾燥

を浸けるので口が広く深いもの）
、ミニ剣山やアルミホイ

をおすすめしますが、室内乾燥の際は十分に換気してく

ル（花を沈めておく）、キッチンペーパー、平皿

ださい。きれいにできたらプレゼントにも最適ですよ。

「白シャツ」のオシャレ術②
シンプルな白シャツを着こなせる人

マ ー ク す れ ば マ ニ ッ シ ュ 風 に、細 い

はオシャレ上手と言えるでしょう。着こ

チェーンベルトにコサージュなら上品

なしのコツの一つはボタンの外し方。思

でエレガントにと、一枚の白シャツでオ

い切って 3 つ外して胸元に V ゾーンを

シャレの幅がぐっと広がります。ベース

作り、ここをネックレスやスカーフなど

が白なのでどんな色のインナーでも似

で演出すると装いにメリハリができ、ス

合いますが、アクセサリーやスカーフと

タイルもよく見えます。

同系色のほうがしっくりくるでしょう。

また白シャツの楽しみは、合わせる色

白シャツはシンプルな分、生地や仕立

やアクセサリーを自由に選べること。エ

ての良し悪しで印象がかなり変わりま

スニック調のアクセサリーや大胆な柄

す。ちょっと奮発して上等な白シャツを

のスカーフを合わせれば個性的な印象

手に入れるのが「白シャツオシャレ術」

に、太目のベルトでウエストをルーズに

の本当の第一歩かもしれませんね。

老化をストップさせるヒケツ

こんなに怖い！カルシウム不足
現代人に不足している栄養素の代表がカルシウム。栄養
調査を見ると、ほとんどの年代でカルシウムが不足してい

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

欠陥住宅・リフォーム詐欺にご用心
［Ｑ］ 知り合いがリフォーム詐欺に遭いました。普段は冷
静な人なのに、なぜ被害に遭ってしまったのでしょう。

るのに、自覚症状が出るまでに時間がかかるせいか、真剣に
改善しようとする人が少ないようです。でも、カルシウム不

［Ａ］ 欠陥住宅問題以降、以前にも増して我が家の欠

足を放っておくと以下のような症状を招きかねません。

陥に不安を感じる人が増えたようです。こんなときは

＊骨粗しょう症や骨軟化症

欠陥住宅詐欺やリフォーム詐欺が横行し、とても残念

＊骨がもろくなり骨折や変形が起こりやすくなる

に思います。欠陥住宅は家族の命をおびやかす可能性

＊高血圧症や動脈硬化、糖尿病を促進させる

がありますし、そもそも住宅は大きな買い物なので精

＊出血したとき血が止まりにくくなる

神的ダメージも大きいもの。普段は冷静な人でも、
「お

＊心臓の筋肉の収縮異常が起こり、心筋梗塞の原因となる

宅の●●に欠陥がありますよ」と言われたら、たとえ

＊歯がもろくなる

怪しい飛び込み営業でも気になるでしょうし、相手が

＊神経過敏になりイライラする

カルシウムは高血圧症、動脈硬化、糖尿病にも関係する大

人をだますプロなら被害に遭ってしまう可能性もあ

事な成分ですが、過剰に摂りすぎるとミネラルバランスが

ります。我が家が心配な時

崩れて貧血を起こしやすくなります。やはりバランスの取

は、一度専門家のチェック

れた食生活が重要なんですね。

を受けるといいでしょう。
業者に従属しない建築士
事務所に依頼するのがベ
ストで、事前に調査内容や
経費について明確な説明
を受けておきましょう。

お風呂で「しもやけ」を改善！
しもやけやあかぎれは、冷えや乾燥で血流が悪く
なることで起こります。昔ほどではありませんが、今
でも主婦や仕事で水を使う人などに多い皮ふ病で、
「手湿疹」「主婦湿疹」などとも言われています。
しもやけ対策に効果的なのは、患部をお湯と水に
交互に浸すことです。熱めのお湯（43℃くらい）を
入れた洗面器に 3 分間、次に水の入った洗面器に 10

だそうです。

秒。これを 5 回ほど繰り返すと血行がよくなり、しも

ただし、温水＆冷水法はしもやけのお話。あかぎれ

やけ改善につながります。温水と冷水シャワーを利

やひび割れの場合は患部を温めるだけにして、あと

用してもいいでしょう。冷水より温水をかける時間

は水分をしっかり拭ってから薬をつけたり、保湿ケ

を長めにするのがポイントで、これは意外に効果的

アをしたりしておきましょう。

しゅん

材料（4 人分）
あまだいの切り身 4 切れ、塩小さじ 1/2、マッシュルーム 30g、さやえんどう 30g、
にんじん 20g、だし汁 120cc、昆布（3cm 角）4 枚、レモン（またはライム）1 コ、
サラダ油少々、バター少々

オーブンで焼く前にアルミホイルを閉じてね
「鯛」と名の付く「あまだい」ですが、実は鯛の仲

ね。魚の中では、たんぱく質、ビタミン、ミネラル

間ではありません。スズキ目アマダイ科に属する魚

のバランスが良く、女性に嬉しいゼラチン質（コ

で、白あまだい、赤あまだい、黄あまだいの３種類

ラーゲン）も含まれています。煮付けにしたときは、

あり、一般的には赤あまだいを「あまだい」と呼ぶ

お肌のために煮凝りまで残さず召し上がれ。また、

ことが多いそうです。白あまだいは「幻の白あま」

ほかの魚に比べて脂肪分が少なく、消化の良い魚で

と呼ばれるくらい珍しく、３種類の中では一番の上

もあります。旬の冬はおなかに脂がのって美味しく

物で味も最高。「白あま」を見つけたら即買いです

なりますよ。

毎日 1 名に当たる 1 万円を目指してクイズにチャレンジ！
ケータイからも応募できるので
脳トレ感覚で毎日コツコツ続けていけば
当選通知が舞い込む日も近いかもしれませんよ。

生活必需品が相次いで値上がりし、主婦のみなさん

す。「i タウンページ」からクイズのヒントを見つけ、

は家計の節約に知恵を絞っていることでしょう。出て

何問でも応募できます（同じクイズには１度しか応募

行くお金を減らすのも節約ですが、入ってくるお金が

できません）
。１問正解すると一口の応募になり、正解

増えたらこんなに助かることはありませんね。

者の中から抽選で毎日 1 名に 1 万円が当たるので、ク

「タウンページ」の「クイズ

イズに答えれば答えるほど当選確率がアップするわ

タウンＱ」は、正解者

の中から毎日 1 名に 1 万円が当たるクイズです。
まず
はタウンＱのページから、メールアドレス、パスワー

けです。
当選すると、登録したメールアドレス宛てに当選通

ド、ニックネームを登録（無料）して会員になります。

知のメールが届きます。あとは賞品送付先を入力して

ケータイのメールアドレスでも OK ですよ。会員にな

1 万円の到着を心待ちにしましょう。通知から 5 日を

ると毎日 300 問以上出題されるクイズに応募できま

過ぎると当選が無効になってしまうので、メールの見
落としにはご注意くださいね。
クイズの応募締切りは毎日 24 時。最終出題日は
2008 年 3 月 14 日（金）で、同日の 24 時が最終応
募締切りです。チャンスは一度だけではありません。
当選 3 回目という人もいますし、意外に早く当たって
ビックリという人もいます。今年の運試しとしても
チャレンジしてみませんか。

クイズ タウンＱ
●賞品：現金1万円（毎日1名）
●無料会員登録先：http://www2.townq.jp/pc/
●応募要項：http://www2.townq.jp/pc/oubo.html
●応募締切：毎日24時
●最終出題日＆応募締切：2008年3月14日（金）24時まで
●問い合わせ先：クイズ タウンＱ事務局

info@townq.jp

質問事項を明記の上、メールにて問い合わせ

『万年筆には人を変える力がある』
神戸元町の“Ｐｅｎ ａｎｄ ｍｅｓｓａｇｅ”さんを訪店！
～ゆっくりとした贅沢な時間、座って語って書いて万年筆の選べるお店です～
そのお店は昨年の９月にオープン
しました。業界紙でそれを知った私
は、先月主任（奥さんです）と神戸
元町へ訪ねて行って参りました。そ
れはこのお店が、私の中では理想
現代の茶室をイメージしたとい とすべき像を具現化したものだっ
うお店の入り口の風景です。 たからです。でも誰にもオーナーの

吉宗さんの真似は出来ません。今の自分より心も技術ももっと
豊かにし、私にしか出来ない“pen and message”をつくりたい

21金のペン先。字幅は極細・細・中の3種類

オーナーの吉宗史博さんと

と強く念じたのであります。お客様とお互い良きパートナーで居られるお店を目指します。以下、吉宗さんのコメン
トです・・・ペンへの愛情とそれを愛する人たちが、書きやすいペンを座って選ぶことのできる店を作りたいと思い
Pen and message.を作りました。万年筆には人の生き方を変える力があり、書くことを大切にする豊かな時間が
あることを、一人でも多くの方に知ってもらいたいと考え、ライフワークとして参りましたが、それらは全て万年筆
を愛するお客様方から教えていただいたものであり、私自身の体験でもありました。万年筆で文字を丁寧に書くこ
とは、メッセージを伝える相手への優しさにつながり、それを受け取った人もまた優しい気持ちになれる。そんな
万年筆が生み出す、相手を思いやる気持ちが人の生き方を変えてくれると信じています。情報網の発達により、世
界中のたくさんの物を私達は手に入れることができます。そんな現代だからこそ、作り手の想いが込められてい
て、使う方の想いがそれにいかに重なるかが、物の価値になってくるような気がしています。作
り手の想いを感じることができて、それを使い手が感性で美しく使いやすいと思えるもの、日本
人である私達が理屈でなく、心で感じる物の美しさと使いやすさ、それが用の美であり、日本の
伝統工芸に代表される世界の中の日本を語れるものだと思って
います。作り手のメッセージのある物が、皆様のメッセージを伝え
るお手伝いをする。それがPen and message.の願いです。

吉宗史博さんのブログより抜粋

「インク」2008/2/2号より

私は万年筆のインクについて、たくさんのものを見てきた経験もあり、多少の知識がありますので、自分のペンが書き
にくいときなどや紙に合わない時など、違う銘柄のインクを使ってみたりして解決しています。
しかし、そんな知識のない大多数の万年筆愛用者の方はお困りのこともあると思います。インクの出が悪い万年筆は
出がスムーズなパイロットのインクを使えば快適に使うことができるようになることが多いですし、裏抜けしやすい紙
に裏抜けさせたくない時やにじみを抑えたい時にはモンブラン、ラミー、ペリカンなどドイツ系のブルーブラックやプ
ラチナカーボンインク、セーラー極黒などの顔料インクが役立ってくれます。ただし、それらのにじみの少ないインクは
あまり使わない万年筆に入れると詰まりやすく、出がスムーズなパイロットの従来のインク（色彩雫インクは未確認）は
にじみ、裏抜けが多いという弊害もありますので気をつけてください。そんなふうにインクを使い分けることによっ
て、万年筆の特性を多少コントロールすることができると、より快適に使うことができます。 （吉宗史博）

＊う～む、極めると本当に奥が深いです（木阪）

オフィスもつくる文具屋さん“showbundo”!
事務所のちょっとしたレイアウトの変更時でもお声掛け下さいね
『最近どうも事務所内が雑然
としてきたなぁ・・・』などという
ことは有りませんか?

ちょっ

とレイアウトを変えるだけで、
あなたの仕事場が、ものすご
く働き易くなるかもしれませ
んよ。これらのデザイン画は、当店スタッフが作成したものです。実
際にこうしたら、ここが収納スペースとして使えますよとか、今のレ
イアウトの書庫の置き方だと地震時に危ないですよ等々、パソコンの画面を見ながら真剣に意見交換をしたり雑談に
興じたり・・・。実際に備品を動かしてみるのは大変ですが、このレイアウトで確認し
て実践すれば負担も僅かで済みますよ。レイア
ウトは基本的に無料です。もうすぐ決算の会社
の皆さん、新しい期を新しい(とは言ってもちょっ
とレイアウトを変えるだけですけど)環境で迎え
てみませんか?

そうだ！賞文堂！行こう！

(木阪美;記)

・会社名

(有)木阪賞文堂

◆ 今 月 の 注 目 商 品 ( ? ) の ご 案 内 ◆
★スワン万年筆のブログ
これは商品の名前ではありません。木阪賞
文堂のホームページ中にある、スタッフが更
新しているブログ名です。個人のお気に入り
の文房具や、こだわり
文具等、店主が読んでも
面白いんです。ホーム
ページからご覧に
なってみてくださいね。

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

★Ｅメール info@sirakabe.com

