
 

 「囲碁」は古くからある遊びで、碁盤の交点に白と黒の

碁石を置きながら、自分の碁石で囲んだ陣地の広さを争

います。以前は男性の趣味といったイメージでしたが、

今では子どもや女性にも親しまれるようになりました。

その昔は、清少納言や紫式部もよく打ったそうですよ。 

 持ち駒で競うゲームには将棋やチェスなどもありま

すが、それらに比べて囲碁の愛好家が多いのは、ルール

が単純なわりにゲームとしての奥が深いからのようで

す。盤上の交点ならどこにでも打てる自由度の高さが

ゲーム進行の選択肢を増やし、意外な戦略や驚きの一手

が出やすくなります。また、空間を捉えながら全体を観

察する力がゲームを有利に運ぶので、発想の柔軟さがモ

ノを言いそうですね。 

 これから囲碁を始めるなら、ご近所の囲碁教室に顔を

出してみるか、身近に囲碁をたしなむ人がいないか探し

てみたらいかがでしょう。やり方の基本は本やインター

ネットでも習得できますが、ゲームですから実践が一番

楽しく覚えられると思います。お孫さんと一緒に習えば

コミュニケーションが広がり、初心者同士で対戦相手に

もなれそう。脳トレにもピッタリだそうですから、囲碁

は一石“三”鳥な趣味といえるかもしれませんね。 

 ある程度の年齢になるとジーンズに

抵抗を感じる人が多いようです。また、

ジーンズはカジュアルファッションを

代表するアイテムですが、うっかりする

と「ファッション」ではなく「楽だから

（とりあえず）はいている」と思われが

ち。ミセスがジーンズをはきこなすに

は、ちょっとした注意が必要なのです。 

 最大の注意点は「後ろ姿のチェック」

です。ストレッチの効いたデニムには美

脚効果が期待できますが、スタイルをあ

らわにする反面もあります。とくにお尻

の形がはっきりしてしまうので、前から

見るとカッコいいけれど、後ろ姿が残念

なことになってしまうこともしばしば。

後ろ姿に自信のない人は、お尻が半分く

らい隠れるトップスやジャケットで体

型をカバーして、人の視線をお尻に集め

ない工夫をしたいものです。 

 チュニック＋ジーンズの組み合わせ

は、いまや若者だけの定番ではありませ

ん。ギャザーの少ないシンプルなデザイ

ンのチュニックを選べば、落ち着いた大

人のカジュアルに仕上がりますよ。 

ミセスのジーンズは後ろ姿に注意！ 
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 「囲碁」で一石“三”鳥のお楽しみ！ 

“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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［Ｑ］ キッチンのリフォームと一緒にビルトイン機器の導

入を検討しています。どんな種類がありますか。 

          

［Ａ］ 次の５つをご紹介します。 

●温度センサー付きコンロ：温度センサーによって天

ぷら油の過熱や空だき、コンロやグリルの消し忘れを

防止できます。さらに便利で安全な機能を備えたタイ

プもあります。 

●フッ素コート加工コンロ：表面にフッ素コート加工

が施されているので、お掃除が簡単です。 

●コンビネーションレンジ：ガスオーブンに電子レン

ジ機能が付いたオーブン。 

●食器洗い乾燥機／食器

乾燥機：ユニットに組み

込まれるので見栄えよく

仕上がります。 

●キッチンシューター：

生ごみ処理機。 

●足元温風機：冬場に便

利な機能です。 

 たくさん汗をかいた日は、しっかりと体を洗って

さっぱりしたいものですね。ただ、顔と同じように体

もゴシゴシこすりすぎないほうが良さそうです。 

 顔の皮ふほど神経質になる必要はありませんが、

それでもナイロンタオルで体をこすりすぎると色素

沈着を起こすという美容専門家もいます。とくにお

肌のコンディションが悪いときは、手のひらで石け

んを泡立て、そのままやさしく洗うだけでも十分だ

そうです。ひんぱんにあかすりをしている人には物

足りないかもしれませんが、お肌のためにはやはり

「こすりすぎ」は禁物です。 

 手のひらで体を洗うと、同時にツボ押しができる

のもおすすめの理由です。脚のむくみが気になる人

は両手を後ろから片足首に添え、そのまま上に滑ら

せるようにしてみると、リンパの流れがよくなるよ

うです。タオルで洗うより腕を動かすので、ちょっと

したストレッチにもなりますよ。 

健康で長生きするための三大要素 

その3 ボケない脳 

老化をストップさせるヒケツ 

システムキッチンのビルトイン機器 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 健康長寿の三大要素。最後は「ボケない脳」です。 

 脳トレがブームになり、「脳を鍛える」 「脳年齢を上げる」

といった意識が高まりました。脳は本来怠け者なので、

ちょっと負荷をかけてあげないと筋肉同様に衰えてしまい

ます。そこで脳トレなのですが、脳を鍛えるにはポイントが

あります。 

 ひとつは脳を飽きさせないこと。同じ脳トレゲームを繰

り返し行えばゲームの成果は上がっても、刺激に慣れやす

い脳にとっては「トレーニング」の意味が薄れてしまうので

す。何種類かの脳トレを用意しておくと良さそうですね。 

 もうひとつは脳トレに頼りすぎないこと。脳を鍛えると

は、脳を健やかに保つことでもあります。いくら脳トレをし

ても、食生活が乱れていたり人との交流がなかったりすれ

ば意味がありません。つまり、気持ちよく暮らすことが一番

の脳トレなのです。 

Ｑ 
Ａ 

手のひらで体を洗う 

 



 シーフード、ねぎ、玉ねぎ、海草などを、ごま油、

しょうゆ、塩などであえたハワイアン料理を「ポキ」

といいます。ハワイ風味付けお刺身といったイメー

ジでしょうか。ポキは伝統的なハワイアン料理の一

つで、日本人の口にもよく合います。だからなのか、

ポキをハワイの食文化にまで広げたのは日系人だ

そうです。 

 ハワイでポキといえば「マグロポキ」（ハワイ語で

は「アヒポキ」）。材料を切って調味料と混ぜるだけ

なのに美味しさはバツグンです。マグロの代わりに

お豆腐を使ってオリジナル豆腐ポキにしたり、タコ

を使った「タコポキ」もハワイの定番です。 

＜材料＞（数人分） 

マグロ（ぶつ切り）250g、玉ねぎ 1/2 個 、 にんにく 1/2 かけ  

万能ねぎ 2 ～ 3 本、ごま油・しょう油 各大さじ 1 、 レモン汁大さじ 1/2 

※タコポキはマグロをタコ 250g にかえ、ミニトマト 5 個を加える 

しゅん 



カメラの性能が良くなり、 

素人でもそれなりの写真が撮れるようになりました。 

自然の風景を写したご自慢の一枚が撮れたらチャンスです！ 

 相次ぐ自然災害に胸がいたみますね。被害にあわれ

た方々へ、心よりお見舞い申し上げます。 

 自然災害を事前に察知するのは難しいものですが、

被害を最小限にしようとする試みは、いろいろな方法

でなされています。そのひとつが（社）日本損害保険協

会の総合安全防災誌『予防時報』です。安全・防災意識

を高めてもらうことを目的にした季刊誌で、「自然災

害」のほか、「火災」「交通事故」「産業災害」などのリ

スクと対策が分かりやすく解説されています。 

 さて、この『予防時報』をより多くの人に知ってもら

おうと、同協会が表紙を飾る写真を募集しています。写

真のテーマは「四季折々の美しい自然の風景」。季節感

にあふれた明るい写真が撮れたら、試しに応募してみ

ませんか。入選・佳作に選ばれたら賞金もあります。一

人何点でも応募できますよ。 

【募集要項】 

●テーマ「四季折々の美しい自然の風景」 

※人物や動物、建物を中心とした作品は無効。 

●応募資格：日本在住であればどなたでも。 

●応募規定：カラーポジ、あるいはネガフィルム （35

ミリ以上）、またはデジタルカメラ（350dpi、600 万

画素以上の解像度）で撮影したもの。 

※合成・加工は NG です。 

●応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、作品（六

つ切（8×10）または A4 判程度のカラープリント（組

写真不可））を同封して郵送。 

『予防時報』表紙用写真を募集します！ 

  【賞】  入選4点（春夏秋冬1点ずつ）：賞金各10万円 

       佳作4点（春夏秋冬1点ずつ）：賞金各5万円 

【応募先】 〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9 

       社団法人 日本損害保険協会 

       業務企画部 地震・火災・新種グループ 「予防時報表紙」 係 

【応募用紙の入手法】 ホームページからダウンロードするか、同協会に請求する。 

ダウンロード http://www.sonpo.or.jp/news/release/2008/0801_04.html 

電話番号 03-3255-1216 

【締め切り】 2008年10月31日（金）（当日消印有効） 



データを細かく取り、論文として仕上げたのです。前記書籍のタイトルの様に、“1秒で10倍ぐ・・”

というのは極めて稀でしょうが、その場限りの自己紹介で終わる名刺ではもったいないと思います。

どうせなら、お客さんにキッチリ覚えていただき、何かのときに声を掛けて頂く工夫は大切で

す。実は当店作成の名刺が、昨年発刊の別のビジネス書（福永雅文氏著）に、事例として紹介さ

れました。これまで研究した内容が、あるルールに則っている様なのです。木阪賞文堂は“つくれる

文具屋さん”です。スタンダートな名刺であれば(お急ぎの 

場合)その日の内に仕上げることもできます。                       

そんな中、今回お話をさせて頂いた“ある方向性を必要と                   

する名刺”に関しては、事前にお時間を約束して頂ければ、                 

そのノウハウを一緒に勉強する時間を設けたいと思います。                

数千名の方の名刺作成で培ったノウハウをマンツーマンで                 

指導させていただきます。勿論、打ち合わせの後、当社で                  

受注を受け賜わることも可能です。尚、この試みは今月から                 

始めます。。孫悟空の“術”や、ウルトラセブンの（『ミクラス、 

頼むぞ！』）よろしく、名刺は自らの分身です。 

一緒に“名刺道”を極めてみませんか？（木阪泰；記） 

『たった1枚の紙切じゃけど・・・ 

  何かあったら声をかけて貰いたいのぉ・・･』 

賞文堂と共に“名刺”を極めてみませんか!? 

先月、東京台場のビックサイトにおいて2008国際文具・

事務機器展が開催！文具業界情報の収集と見聞を広げ

る為行って参りました。国内外約1,000社もの出展があり

盛大なものでした。そんな中、吸い寄せられる様に入っ

たのがエーワンというラベルやカードの専門メーカーさ

んのブース。発刊されたばかりの左の書籍が置いてあり

様々な名刺カードを工夫してビジネスに活かして下さ

いというものでした。私は昭和61年、サラリーマンとして

金融機関（生保）に入社したのですが、入社1年目（10ケ

月間かけて）論文を提出する課題を与えられ、“名刺”

をテーマにしたのであります。契約までに配った名刺の

枚数は？工夫毎の成果の違いは？業種による名刺の縦

型と横型、書体の違いによるお客さんの反応は？・・・ 

相手の心に残る名刺作成のポイントを、 
事例を交えて店主がレクチャーいたします。 

この本をテキストとして利用します。 

当店作成の名刺が福永雅文氏著 
『ランチェスター戦略一点突破の戦
略』の６５ページに掲載されています。 



・会社名  (有)木阪賞文堂 
◆今月の注目商品のご案内 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ人数   8名（中央店6名、白壁店２名）             

★お盆休のお知らせ；中央店（8/14～17）、白壁店（無休） 

・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 

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です

よ！ご来店お待ち

しています。 

(木阪:記) 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

 

ＩＫＯＴ（イコット）28･･･真剣に考えた８／２８（木）イベントのネーミングです。町の小さな文具屋

さんである木阪賞文堂、あれもこれも・・・と何でもかんでもやってまっせぇ～！と、沢山のメーカーさん

を集めてのイベントは出来ません。当店の使命でもある、既存の文房具（や機器）に知恵と経験と感

性を加えた“つくれる文具屋さん”として地元の皆様に文房具の楽しさを伝道したいとの想いで、コ

ンパクトながら楽しい展示会です。お子様と一緒に、お仕事の合間に・・・ひやかし大歓迎です。是非足を

お運びになって見て下さいね。 

開催日時；平成２０年8月28日（木）９：３０～１６：３０ 

会場；柳井商工会館１Ｆ大ホール 

備考；入場無料    ご来場待っちょるよぉ～っ! 

★8月始まりの“白壁＆金魚ちょうちんカレンダー” 

 販売を開始いたしましたよ！ 

★詳細は、近日中にチラシやホームヘージでご案内させて頂きます。 

①儲かる名刺の作り方講座 

②消しゴムはんこ教室 

③大人の塗り絵教室 

④夏休み宿題ＯＫ？エコバック作り 

⑤あなたのテプラ使い方講座 

⑥エプソン経費削減プリンター登場 

昨夏、店主が自ら撮って商品化した“白壁の町並

ポストカード”。当初は皆から後ろ指を指され笑

われつつも、全て手作りで販売に踏み切ったので

した。結果800枚程度の実績！今度はスタッフ作の

“しおり（栞）”と“カレンダー”を発売致し

ましたよ。今まで無かった白壁通りのグッズです。

この町並みで暮らす住人の視点でつくった傑作で

す。 

“IKOT28”(行こ～っと28日)慎ましく開催！  

I(行って見ようかねぇ～!） 
  K(木阪賞文堂の・・） 
     O(面白くて為になる？） 
       T(つくれる文具・機器展示会！） 


