“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。
2008.7月号
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回覧
「指編み」で脳もイキイキ！
指先を使った作業が脳の活性化を促すことはよく知ら
れていますね。指だけで編む「指編み」も、脳トレを兼ね
た趣味として中高年から人気のようです。
指編みの魅力はとにかく簡単なこと。道具をそろえる
必要がなく、指で編むのでゲージ（編み目）が大きくなり、
単純な指編みに慣れてきたら、指を編み針に見立てた

ちょっとしたマフラーなら 30 分くらいで仕上がります。
編み方が単純な分、使う糸によって作品に変化をつけ

「指かぎ編み」や「指メリヤス編み」に挑戦してみるのも

てみましょう。太い毛糸や毛足の長いファーヤーンを使

面白そう。とじ合わせて太さを変えたり、ボンボンやフリ

えば、ざっくりした風合いの中にも個性が光ります。逆に

ンジを付けてデザインに凝ってみたりと、アイデア次第

リリアンのような細い糸でテープ状のものを何本か編

で作品のバリエーションが広がります。帽子も簡単に編

み、三つ編みのようにねじってみてもいいですね。今はロ

めますよ。老眼の方でも指編みならメガネなしでよさそ

ングマフラーが流行っているので、この秋に向けて一つ

うですし、不器用さんでも大丈夫。詳しい編み方はイン

作ってみてはいかがでしょう。

ターネットや書籍をご覧ください。

肌色をきれいに見せる色選び
ある程度の年齢になるとお肌のくす

ぶときも黄みがかったものがいいで

みが気になりますが、洋服の色によって

しょう。例えば、ピンクならオレンジよ

余計にくすんで見えることがあります。

りのコーラルピンクがおすすめです。

そこで、自分の肌色をきれいに見せる色

【銀色タイプの人】紺系など青みの強い

の探し方をご紹介しましょう。

色が似合います。グレー、青紫、青緑な

金色と銀色の折り紙を用意して、それ

どを中心に、その他の色を選ぶときも青

ぞれに自分の手を載せてみます。手の色

みを意識してみましょう。同じピンクで

がより白く、透明感があるように見える

もパープル寄りのチェリーピンクがお

ほうがあなたの「タイプ」です。

すすめです。

【金色タイプの人】茶系を中心とした黄

全体のコーディネートでは、似合う色

みの強い色が似合います。ベージュ、オ

を顔の近くに持ってきて、ボトムは好き

レンジ、オリーブを中心に、他の色を選

な色にするといいでしょう。

老化をストップさせるヒケツ

健康で長生きするための三大要素
その２ 健康な歯
厚労省が 6 年ごとに行っている歯科疾患実態調査によ

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

外壁のヒビ割れ
［Ｑ］ 外壁にヒビが入っているようです。すぐにリフォーム
したほうがいいでしょうか。

ると、
歯ぐきに異常のある人は全体の 6 割以上、45 ～ 54
歳では 8 割以上にもなるそうです。それなのに、この年代

［Ａ］ 外壁のヒビ割れは程度によって対処が異なりま

がもっとも口腔（口の中）の健康に関心が低いという報告

す。0.3 ミリ以下の細いヒビ割れを「ヘアークラック」

もあります。その結果、歯周病や歯の喪失を招くので、60

と言いますが、この程度ならあまり心配ないことが多

代になると口腔ケアへの関心が高まるのだそうです。しか

いでしょう。ただし、それ以上進まないように日頃の点

し、失ってしまった歯は二度と戻ってきませんね。

検やちょっとした修繕を心がけてください。

歯医者は歯が痛くなってから行くところだと思ってい

太いヒビ割れの場合、放っておくと劣化が進み、住ま

る人は、ぜひ定期的な歯科検診を心かげましょう。半年に

いの性能にも影響を及ぼします。この段階ではプロに

一度くらいは歯医者に行って歯の状態を診てもらい、歯石

よる「コーキング」という

除去や歯面清掃、歯周病などの早期治療をしておけばでき

修繕方法が一般的です。

るだけ長く自分の歯を残すことができます。また、適切な

いずれにしろ普段から

義歯の処置は口腔内の健康管理にもつながり、食事もおい

自己点検をしておくこと

しくいただくことができるでしょう。

で大きなヒビ割れを防ぐ
ことができます。外壁の
種類によってチェック箇
所やチェック方法が異な
るので、まずは専門家に
ご相談ください。

夏こそゆったりバスタイム
ある調査によると、夏の平均的な入浴時間は 15 分
だそうです。もしくはシャワーだけですませてしま
う人も少なくないようです。ところが、夏の冷え性に
困っている女性の多くがシャワーだけなのだとか。
冷房や薄着によって夏の体は意外と冷えており、内
臓がダメージを受けやすくなっています。また紫外

ます。また、冷え性が気になる人や夏バテ気味の人

線の影響もあるので、
「女性は夏に老ける」と言われ

は、発汗効果のあるバスソルトやアロマオイルを入

ますね。だからこそ夏はゆったりとバスタイムを楽

れたお湯にゆっくりつかってみましょう。夏の間に

しみたいものです。

しっかり入浴しておくと秋口に夏の疲れが出にくく

蒸し暑かった日は、さっぱりした柑橘系やミント
のアロマオイルをお湯にたらすと気分がすっきりし

なり、体調も整います。汗をかくことで美肌効果や代
謝アップも期待できそうですね。

しゅん

＜材料＞（３人分）
手羽元７本、梅干（種抜き）大粒２個、おろしニンニク 小さじ 1、
おろしショウガ 小さじ 1、中華だしの素 小さじ 2、ごま油 小さじ 1、
酒 大さじ 3、しょうゆ（めんつゆ）大さじ 1、塩・コショウ少々
水 1 カップ、お好みの青物野菜 適量

湿度と気温の高い夏は胃液の分泌が低下し、胃酸の

夏風邪をひいてしまったときは梅干のお湯割りを。

殺菌効果も落ちてしまいます。そんなときは「梅干」

梅干には解熱作用もあるそうで、ちぎった梅干と一緒

の出番。梅干には殺菌効果のほか、血液浄化、活力増

に発汗作用と咳止め効果のあるショウガの薄切りを

進、老化防止、疲労回復の効果があり、夏バテ防止に

お湯に入れて飲めば効きそうですね。梅干と一緒に赤

は最適です。また、胃腸の働きを活発にして腸内を殺

しそが入っているものを見かけますが、しそにも防

菌してくれるので、女性の大敵である便秘の解消も期

腐・殺菌効果があり、胃液の分泌を促して消化吸収を

待できそうです。

よくしてくれます。

健康意識の高い人は
「ホールグレイン（全粒穀物）」に注目していることでしょう。
今回はホールグレインシリアルのモニター募集をご紹介します。
ホールグレインシリアルを 2 週間もお試しできますよ。

「ホールグレイン」とは糠（ぬか）を精白していない穀

応募の際は必要事項として、身長、体重、応募動機

物のことで、おもに玄米、発芽玄米、ふすまを取ってい

の記入が必要で、肥満度判定方法の一つである BMI 値

ない麦、全粒粉の小麦を使った食品、オートミールなど

が 18.5 以下の人は応募できません。

があります。精製穀物よりもビタミン・ミネラル・食物

※ BMI ＝体重（kg）÷〔身長（m）x 身長（m）〕

繊維などが豊富なため、美容や健康に効果が期待できま

いままでにモニターをした人の報告を見ると、お通

すね。最近はスーパーなどでも手軽に買えるので、調理

じが改善されたという意見が多く寄せられています。

法を工夫して食卓に並べているご家庭も多いでしょう。

また昨年の調査では、食べ初めて 2 週間で体重・ウエス

さて、そんなホールグレインのシリアルをモニター

トの数値が減少したという結果も出ているそうです。
興味がわいてきた人はさっそく応募してみませんか？

として 2 週間試してみるチャンスです。
＊近頃食物繊維が足りてない
＊朝食を抜きがちで食生活が不規則
＊お腹の調子がなんとなく悪い
こんな人は見逃せませんね。
モニターに選ばれるとホールグレインシリアル２週
間分が送られてきます。２週間、毎朝 40 ｇを目安に試
してみて、食べ始める前と食べ終わった後（２週間後）
に、身長、体重、食生活に関するアンケートに答えます。

ホールグレインモニター募集
【モニター内容】 ホールグレインシリアルを2週間試してアンケートに協力する。
【モニター人数】 毎月1日～月末までの応募者の中から抽選で10名。
選ばれた人には毎月15日頃までに連絡が入ります。
【応募方法】 メールに必要事項を書いて応募。
（1）氏名 （2）郵便番号、住所 （3）電話番号 （4）年齢 （5）性別
（6）身長 （7）体重 （8）職業 （9）応募の動機
（10）ホームページにはどのようにアクセスしたか（検索エンジン名と
キー ワード、またはアドレスを知ったきっかけなど）
【応募メールアドレス】 info@wholegrain.jp
【締め切り】 2008年12月31日
【詳細】 http://www.wholegrain.jp/7diet_1.html

もし、チタン(知らん)かったら、
この品質、重量感を手に取って感じて下さい！
“つくれる文具屋さん“木阪賞文堂でお買い求め頂く印章は、材質でい
きますと①黒水牛 ②柘 植 ③象 牙・・・が主なものです。この他に、 チ
タンという金属で作製するケースもありますが、象牙同様高価なもの
ですので一生物の印章とはいえ、購買時にはやはり躊躇しますね。チ
タンは強靭で錆びない金属で、その特性から先ず航空宇宙産業で使
われ始めました。現在では、耐腐食性が高いことを評価され化学プラ

あのチタンで自分の実印をつくれる
チャンス！捺印時は至福の瞬間です。

ント・原子力発電所をはじめ、東京国際展示場（ビックサイト）の建築資
材としても使用されています。また、金属アレルギーも殆ど起こすこと

なく人体と相性も良いことから人造骨として使用されていることはご存知の通りですね。直近では、光触媒や燃料
電池の素材としても注目されている非常に優れた金属です。この度木阪賞文堂中央店では、8月末日までの期間限定

専用ハードジェルケースを
お付けいたします。

で個人様用チタン印章半額祭を開催いたします。例えば、通常16.5
ミリの実印（姓名とも彫刻）￥54，600が半額￥27，300(他にもサイ
ズ・用途で様々な種類有り！～￥12,075）でのご案内です。朱肉や
紙との相性も抜群です。あなたの生涯の相棒として、幾多の難局
も共に乗り越えてくれることでしょう。(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◆

★シャチハタ

キャップレス9！

5文字まで自由につくれて価格@1,260（税込）です。
インクの浸透度も優れています。店主も使ってます！

赤い屋根の木阪賞文堂です。

スタッフ人数

８名（中央店６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

『実店舗の3倍のご来店！？
木阪賞文堂のブログです。
＊木阪賞文堂のホームページにて毎日更新していますブログ『白壁
さんぽ日記』では、日々の出来事、文具やサービスの情報を掲載して
います。よかったら覗いてみてくださいね。

『謙虚に行こう！』

2008年6月21日号

お客さんから苦情を提して頂けることは感謝すべきてあると(今冷静に考えて)心底思います。カチン・・ときた
のは“ズボシ”だからでしょう。甘えもあったのだと思います。朝からいろいろとありましたが、商売の神様やご
先祖様より姿、カタチを変えて、軌道修正を教示されたターニングポイントの1日だったのかもしれません。あり
がとうございました。

『早速実践！』 2008年6月23日号
週末、お客様よりご指摘いただいた事項に対してちょこっと行動してみました。ご注文いただいた印鑑の金額、
材質、数量を問わず“印章(印影)カード”の添付です。添付してお客様の不安を払拭出来ればと考えます。
＊写真の印影部はボカシを入れさせて
いただいております。

『見えない力が窮地を救う』 2008年7月1日号より
6/30(月)の午後のこと、顔馴染みのＮ氏ご
来店。氏曰く（孔子か？）『本日中に、スタンプ
台が無くても使える(シャチハタ式の)スタン
パー・・・直ぐ出来きる? それも大きいタイプ
が必要。注文するの忘れちょったんよぉ～』と
涙のリクエスト。はっきり言おう、フツーは無
＊2,000回程度捺印出来ます
理（不可能）である。シャチハタに頼んで
＊レイアウトを考えて・・・・
も、Ｘスタンパーは1週間程度はかかる。アス
クルで頼んでも、この時間帯なら翌々日である。ちなみに原稿を拝見させてい
ただくと、見事なロゴ(というかデザイン画)まで有る、尚更無理である。明日から、『○○キャンペーン』とか
が始まるとの事らしい。果たして木阪賞文堂では対応出来るのかっ!? 出来ない事は、最初から『出来ん!』と突き
放し（笑）ますが、深呼吸を2回して・・・コレしかない!と秘密兵器“スタンプクリエーター”を登場させる。構想10
分、アクション10分・・・。出来上がりの印面は左下の写真をご覧ください。担当の方は、涙を
流しながら(?)当店を後にされました。普段から感じるのですが“ツ
キ”のある人(またはその周期にある人)はいます。この方は、丁度
そういうタイミングだったのだと感じました。ツキのある人々、商
品・・・そういった環境の時に、通常では無理な事象も簡単にクリアー
出来るのであります。当方もそのエネルギーを分配させて頂いてい
る・・・何か不思議な気分になるのであります。何はともあれ、お役に
＊細かな線も再現
＊スタンプクリエーター
立てたようでよかったですわ。

当ブログ『白壁さんぽ日記』は木阪賞文堂のホームページ

http://www.sirakabe.comからご覧になれます。

