“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
韓国のパッチワーク

～ポジャギ～

エコやロハスへの関心が高まってマイバッグを持ち歩
く人が増えました。そんな中、風呂敷が見直されているよ
うです。ものを包む風呂敷は、荷物の形を選ばない点が便
利ですね。この風呂敷に代表される“包む”文化は日本だ
けのものではありません。中国には「包袱（パオフー）」
、

絹です。縫い糸には特別な決まりはなく、布との相性で選

トルコやパキスタンには「ボーチャ」、そして韓国には伝

ぶといいそうです。作品は風呂敷のような布のほか、コー

統工芸の「ポジャギ」があります。“韓国のパッチワーク”

スター、針山、ポーチや巾着、タペストリーなどアイデア

とも言われるポジャギの特徴は見た目の美しさ。“布の

次第でバリエーションが広がります。布のつなぎ方や縫

ステンドグラス”と称されるほど美しく、鑑賞作品として

い方によって和風にもエスニック風にも表情を変え、布

の評価も高いそうです。その理由の一つは、さまざまな縫

のステンドグラスと言われるのも納得です。
最近ではポジャギ教室がありますし、通販でポジャギ

い方にあるのかもしれません。

キットも買えます。簡単な小物で作り方を覚えたらポ

ポジャギに使う代表的な布はモシ・サムベなどの麻、

ジャギのマイバッグにチャレンジしてみませんか。

スッコサ・オクサなどの薄絹、ミョンジュ・タンなどの厚

春先の防寒はオシャレなババシャツで
時おり吹くやわらかい風に春の訪れ
を感じる季節になりました。とは言えま

段に上がり、着ぶくれせずに防寒対策が
できます。

だ寒い日もあり、季節の変わり目は着る

春らしいアンゴラやモヘアなどの半

ものに困りますね。そこで活躍するのが

そでニットを着る時は、下に保温性の高

保温性の高いインナーです。

いキャミソールを着ておくといいで

機能的なインナーのイチオシは「ババ

しょう。伸縮性のある素材なら体に密着

シャツ」。今はデザインも豊富になり、チ

してもたつきがなく、さらに腰周りを

ラッと見えても下着とは思えないオ

すっぽりおおってくれる丈を選ぶと体

シャレなものがそろっています。中でも

全体が温まるので、冷え性の人にはとく

下着メーカーのババシャツは、素材、デ

におすすめです。あとは上からジャケッ

ザイン、機能のどれをとっても二重丸。

トやスプリングコートを羽織り、さっそ

春物の下に一枚着ておけば保温性が格

うとお出かけくださいね。

老化をストップさせるヒケツ

腸年齢の老化を防ぐには？

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

床全部を二重貼りにするには？

腸内には 100 種類を超える細菌がいて、
「善玉菌」
と「悪

［Ｑ］ 築 30 年の木造住宅です。床の合板が緩んできたらし

玉菌」に大別されます。この二つがバランスを保っていれ

く、床全部を二重貼りにするよう勧められました。どんな工

ば腸は活発に働きますが、悪玉菌の割合が過半数を超える

事で、どのくらいのコストがかかるのでしょうか？

と、いわゆる“腸年齢の老化現象”が起こります。代表的
な症状は便秘と肌荒れ。また、悪玉菌によってビタミンが

［Ａ］ 既存の床面を補強する場合、下地材の状態で工事

破壊されることでお肌のコンディションが乱れ、吹き出物

が変わります。

や肌のハリツヤが失われる原因にもなってしまいます。腸

＜下地材の状態が良い場合＞

は目に見えないので、体調の乱れやお肌の状態の変化に注

床仕上げのみを撤去し、既存の下地の上に直接合板など

意しておくことが大切ですね。

を貼ります。この場合、
「既存仕上げ材の撤去費および廃

腸年齢の老化を防ぐ基本中の基本は食生活です。善玉菌

棄費」
「新規合板の材料費・施工手間賃」「新規床仕上げ

を増やすにはオリゴ糖や食物繊維を積極的に摂り、肉類な

材の材料費・施工手間賃」
「そ

どの動物性タンパク質や脂肪は控えめにしましょう。

の他の経費」で見積りが出て

また、ストレスは腸の老化を加速させる大敵です。適度

くると思います。

な運動、良質の睡眠、十分な休息を心がけて、体の内側か
らも健康管理に努めたいものですね。

＜下地材の状態が悪い場合＞
既存の床下地を撤去し、新た
に床下地から施工する必要が
あるでしょう。コストは状態
によるので、信頼できる業者
にご相談ください。

お風呂で頭皮ケア
若い頃は髪のキレイさに目が行きがちですが、40
歳を過ぎると髪の健康を気にする人が増え、ヘッド
エステなどの頭皮ケアが注目されています。ただ、定
期的に行わないと効果を実感できないので、バスタ
イムでの頭皮ケアを日課にしておくといいですね。
頭皮は年齢とともに硬くなり、抜け毛や薄毛の原

す。 また、指の腹を使ったマッサージも効果的です。

因になります。シャンプー（トリートメント）のあと

生え際から百会にかけて円を描くようにもみほぐ

は「百会（ひゃくえ）」というツボを中心に、頭皮マッ

し、頭頂部を軽くたたく。指の腹で側頭部をつまむよ

サージを心がけてみましょう。百会はちょうど頭頂

うにポンポンとリズムよくもみほぐす。握りこぶし

部にあります。シャワーを適温にして、頭の上で円を

で頭全体を軽くたたくなどすると、頭皮マッサージ

描くように百会を刺激をすると抜け毛対策になりま

を兼ねたリフレッシュにもなりますよ。

しゅん

材料（4 人分）
牛肉（しゃぶしゃぶ用）300g、乾燥ゆば（水でもどす）100g、豆腐 1 パック、
白菜 200g、長ねぎ 2 本、春菊 1 束
＜煮汁＞

豆乳・出し汁 各 2 と 1/2 カップ、酒 大さじ 3、薄口しょうゆ・みりん

各大さじ 2、塩 小さじ 1/3
＜薬味＞

柚子の皮（細切り）
・おろししょうが・青ねぎ（小口切り）各適量

「畑の肉」といわれる大豆をすりつぶし、豆腐に固

ラル、ビフィズス菌の働きを助けるオリゴ糖まで含

める前の乳状の液体が「豆乳」です。栄養価の高さ

まれています。今は「飲む」豆乳から「食べる」豆

はよく知られており、良質の植物性たんぱく質が豊

乳へとバリエーションも広がり、豆乳独特の風味が

富なほか、ビタミン E、ビタミン B1、B2、B6 の

苦手だった人も口にしやすくなりました。

「美容ビタミン」もたっぷりです。また、女性に不

春近しとは言え、まだ冷え込む夜もあります。そ

足しがちな鉄分は牛乳の 10 倍以上。更年期障害の

んな日は、あっさりしているのにコクのある「豆乳

予防に役立つイソフラボン、現代人に足りないミネ

しゃぶしゃぶ」で温まってみてはいかがでしょう。

春よ来い！ 早く来い！
寒さの中にも、時おり春の気配を感じる季節になりました。
春の計画を立てるのも楽しみですね。
そんな皆さんに、三幸製菓からひと足早い春のプレゼントです！

よく知っているお菓子でも、製造元まで知っている

かして練る機械）にかけ、団子生地を作ります。のし

人は少ないでしょう。例えば「チーズアーモンド」。薄

機で帯状に伸ばした団子生地は、製品に合わせて型抜

焼きせんべいにチーズをのせ、その上にアーモンドが

きをして乾燥へ。このとき厚いおせんべいは乾燥しづ

一粒のったあのお菓子を作っているのは「三幸製菓」

らいので、中の水分を均一にするために寝かせます。

さん。新潟県に本社を置く、おかき・あられ・おせん

適正な水分にするためにもう一度乾燥させたら丁寧

べいの製造販売会社です。

に焼き上げ、製品ごとの味付けがされます。それを袋

皆さんはおせんべいの作り方をご存知ですか。おせ
んべいの原料は「うるち米」。まずは水洗いできれいに

に入れ、箱詰めし、出荷して店頭に並ぶと、やっと私
たちの手元に届くのです。

したうるち米を水漬けし、たっぷりのお水を吸わせま

三幸製菓では「チーズアーモンド」のほか、新潟コ

す。そのうるち米を製粉し、じょうれん機（お米を蒸

シヒカリ米のつぶつぶ感にこだわった「極上のうす
焼」、水稲もち米を杵（きね）つき製法で仕上げたお米
の風味豊かな「新潟柿の種」など、何十種類ものお菓
子を作っています。その三幸製菓からひと足早い春の
プレゼント。製品のバーコードを集めて、スチーム
オーブンレンジや温泉宿泊券、ホームベーカリーや新
潟特産品詰め合わせなどを当てちゃいましょう。

食べて当てる！プレゼントキャンペーン 「エンジョイプレゼント」
●賞品：（抽選にもれてもＷチャンスあり！）
＊ナショナルスチームオーブンレンジ「３つ星ビストロ」（50名） バーコード15枚
＊全国厳選温泉宿泊券３万円分（100名） バーコード10枚
＊ナショナルイオンスチーマー「ナノケア」（50名） バーコード5枚
＊ナショナルホームベーカリー（100名） バーコード5枚
＊新潟特産品詰合わせ（500名） バーコード3枚
＊コシヒカリアイス（500名） バーコード1枚
●応募要項：http://www.sanko-seika.co.jp/ 左の《エンジョイプレゼント》をクリック
●応募方法：専用応募ハガキまたは郵便ハガキ（専用ハガキのダウンロードもできます）
●応募締切：2008年5月31日（当日消印有効）
※詳しい応募方法などはホームページでご確認ください

『書く音までも楽しもうじゃありませんか!?』
この書き心地・・・そうか、紙なんだ！
～ゆっくりとした贅沢な時間、書いて感じてみませんか～
ある年齢の方であれば、誰もが一度は使ったことのあるこの大学ノート。グレーの落ち着いた
表紙はとても懐かしさを誘います。この大学ノートを55年間専門に作っているメーカーの1つに
ツバメノートがあります。このノートは現在、普通の文具店ではなかなか販売されていません。
ノートづくりのあくなきこだわりが、つい先ごろのコンランショップのバイヤーの目にとまり、取
り扱いが決まったそうです。パリ、ロンドン、ニューヨークといった海外のショップで販売される
というのです。
ツバメノートの最大の特徴は、フールス紙使用ということです。フールス紙とは印刷のためではなく、あくまでも書く
ために作られた大変品質の高い紙です。一般によいとされている上質紙よりもひと工程多く、丁寧に漉いて作られ
ているのです。紙を透かしてみると、すのめ模様と呼ばれる紙の繊維が織り成す縞模様があることも特徴の1つで
す。特に万年筆で書いてもらうと『おっ！？』と感じてもらえると思います。
ペン先が適度な滑らかさでスムースに紙の上を走っていきます。インクのにじみは見られず、書いている傍から気持
ちよくインクをスゥッと吸い込んでいきます。とは言え、必要以上に吸い込むという訳ではありません。紙の裏面を見
てみると、インクがうつりこむということは有りませんでした。両面筆記をするノートとして、十分に考えられた造り込
になっているのです。又、このノートには東京でも1～2社しか出来ない罫線引の技術が隠されています。贅沢な書き
心地は、筆記具本体は勿論ですが、実は“紙”にこだわると相乗効果を伴ってもっと楽しめるのです。
＊参考文献；Ａｌｌ About

＊ツバメノートは木阪賞文堂で販売しています。
ＬＩＦＥのノーブルノートやプランノート、
ミドリの万年筆専用便箋等もご用意しています。

三月になると思い出すこと・・・
私は三月になると必ず思い出すことがあります。大学卒業を間近に控えた20
年以上も前の出来事です。バイトでコツコツと貯めたお金で、生意気にも豪州
へ旅行に出掛けたのであります。期間は半月、往復の旅費の払込後は、現地を
バスや飛行機、レンタカーを駆使して転々と移動し（兎に角広大）、各地の安宿
を探し泊まる・・・というものでした。その年、ハレー彗星が接近するということ
もありましたが当時豪州というのはどちらかというとまだマイナーだったよ
うに記憶しています。期中、シドニー郊外でファーム（農場）スティをすることに
なりました。10㎞位の“郊外”かと思いきや何と300㎞！柳井からだと大阪に行く距離です。（何ともスケールが桁
違い。）列車が無く、止む無く往復600㌔の移動をレンタカー（忘れません、三菱コルト）にて決行。当時ナビなどあ
る筈もなく、大雑把な地図を購入して、オペラハウスを右手に眺めハーバーブリッジをスタート。独りでの行動で
したので途中大変心細かったのを覚えています。丸1日掛かりましたが何とか到着。忘れもしません、辺りが薄暗
くなった頃、“ウィロー・ツリー”という目指す地名の標識を見たときは・・・。そこで三日間お世話になったのは、入り
口（と思われる）から母屋まで100㍍位有る農家でした。（何度も言いますが、土地と時間
のスケールが日本とは違います。) 若さというのは、知恵も経験も乏しく、有る意味良く
も悪くも“凶器”の部分を持っています。あの時の事を思い出す度に、慣習に騙されてい
る今の自らを戒め、絶えず挑戦する自分でありたいと思うのであります。（木阪泰；記）

＊心の愛車？・・・・三菱ミラージュ（現地名コルト）

“おもひで”つくる文具屋さん“showbundo”!
新たな旅立ち春三月・・・♪今日もどこかで賞文堂♪明日もどこかで賞文堂♪
『最近は、当店側が『えっ、お任せいただけるので
すか?』と恐縮するお問合せ(ご注文)もおかげさ
まで増えて参りました。春三月・・・卒業のシーズン
です。卒業生のみなさんに配布する印刷物や、
祝辞等のご依頼がありました。これらは永く残さ

卒業おめでとう!

れるものです。人生の節目の舞台でお役に立てることは本当に有り難い事
だと感謝しています。ある文集に、卒業生の皆さんの“好きな言葉”の特集が

ありました。皆さん個性豊かで、楽しく作成させて頂きました。ちなみに高校卒業時の私は『克己』という言葉を紙に
書いて貼っていたのを思い出します。40歳を過ぎた今、好きな言葉を挙げなさい・・・・と言われたら私は迷わずこう答
えますねぇ。『分相応に、コツコツと。』(木阪泰;記)

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名

(有)木阪賞文堂

◆今月の注目商品のご案内◆

★三菱ネーム印、ＥＺ－１０！

8文字まで自由につくれて期間限定特別
価格@900（税込）です。（通常@1,260～
1,470) 当店スタッフも一人で1～2個
持っているほどです。今なら、ストラップも付
いてきて至れり尽くせり（笑）ですよ。

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
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
・連絡先 ＴＥＬ（０８２０）２２-０１５０
よ！ご来店お待ち
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

