“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。
2008.10月号
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回覧
郷土史を知って、深まるわが町への愛着
家の近所を歩いていて、ふと、道端のお地蔵さまに気づ
いたことはありませんか？近代的なビルが立ち並ぶ中に、
そこだけ時間が止まったように、苔むした石の道標が立っ
ているのを見かけることもあります。いったいいつ、誰が、
何のためにこれを作ったのかしら？と思ったら、あなたも
町の歴史家への第一歩を踏み出したのかもしれません。
たいてい町の図書館には郷土史のコーナーがあり、郷土

る道が表情豊かに語りかけてくるかもしれません。

史家たちの書いた本が並んでいます。一見地味ですが手に

郷土史に興味を持ったら、一緒に学べる仲間を見つける

とって読んでみると、古い井戸や用水路、林や丘、道にす

といいかもしれませんね。カルチャースクールで郷土史の

ら、それを作った昔の人たちの情熱が込められていること

クラスを受講するのもひとつの方法ですし、市町村の役場

がわかったりします。またお姫様の悲恋や、世直しをしよ

で尋ねればその土地の郷土史家や郷土史研究会について

うとする若者たちの活躍など、ロマンあふれる物語が綴ら

教えてくれることでしょう。わが町の歴史を知り郷土愛を

れていることもあります。読み終わると、いつも歩いてい

深めていくと、潤いのある毎日を過ごせそうですね。

「お似合いです」を信じてみましょう
自分に似合う服を見つけるのは案外難

られる服を着てみましょう。

しいですね。お店で服を選びながら、老け

自分では選ばないようなデザインの服

込まないかしら、無理な若作りじゃないか

を持ってこられて、びっくりすることもあ

しらなどと迷っていませんか？若いころ

りますが、他人の目から見るからこそわか

のようにはファッションで冒険できない

るあなたの魅力があるものです。ましてや

という人も多いかもしれません。

相手はファッションセンス抜群のプロで

ではひとまず、ウィンドウショッピング

す。
「お任せします」と言われたら、一生懸

を楽しみましょう。ゆったりとデパートを

命あなたに似合う服を選んでくれること

歩いて気に入ったディスプレイを見つけ

でしょう。予算が許せば、バッグや靴も一

たら、そのお店の店員さんに予算を伝えて

緒に揃えるといいですね。きっと、今まで

コーディネートを任せてみてください。そ

気づかなかったチャームポイントを発見

して、着せ替え人形になったつもりで薦め

できますよ。

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

コンロだけを電化にできる？

踏み出す足のつま先にご注意

［Ｑ］ ガスコンロをＩＨクッキングヒーターに変えたいと思っ
健康のために毎日ウォーキングに励む人が多くなりま

ています。オール電化にしなくてもできるでしょうか。

した。特別な時間をとらなくても、買い物や通勤のときに
工夫して運動できるのが、ウォーキングのうれしいところ

［Ａ］ ＩＨクッキングヒーターを取り付けるために、家

ですね。

をオール電化にする必要はありません。分電盤から専用

正しい姿勢で歩くことで健康づくりをするわけですが、
その歩き方についてはテレビやネットでも詳しく説明さ

も、一般的な据え置きタイプでも、コンロだけＩＨクッ

れています。必ず「かかとから着地する」と言われますが、
このとき「つま先を上げる」ことにも注意しましょう。

キングヒーターに変えることができます。費用はヒー
ター本体の価格のほかに、取り付けやガスコンロの撤

人の歩き方にはそれぞれ癖があって、かかとが地面に着

去・処分などで１０万～１５万円ほどかかります。

いていれば必ずつま先が上がっているとは限らないよう

ただ、せっかくコンロを電化にするなら、オール電化

です。気がつかないうちにすり足になっていて何気ない段

を考えてみてもいいでしょ

差でつまづいて転んだり、つま先を打ち付けてケガをする

う。オール電化にすると電気

ことも。せっかくの運動で病院のお世話にならないよう、
気をつけたいですね。

のコンセントを引きさえすれば、ビルトインタイプで

代が特別の料金設定になり、
全体で光熱費の節約になるこ
とが多いからです。時間帯や
季節などで細かく設定されて
いますので、電力会社に問い
合わせてみましょう。詳しく
説明してくれますよ。

手作りバスボムでウキウキ
バスボムをご存知でしょうか。湯船に投げ込むと泡
を出して弾けながら溶ける固形の入浴剤です。
「バブ」
を思い浮かべてもらえばわかると思います。これを、
重曹を使って手作りしてみましょう。
■材料 重曹 100 ｇ ／

クエン酸 50 ｇ

コーンスターチ 20 ｇ

弾けるバスボムを眺めながら湯船に身を沈めると、

■道具 ボール・霧吹き・へら・ゼリー型

子どもの気分に戻ってウキウキしそうですね。ハーブ

①ボールに材料を入れて、手でにぎって固められる硬

やアロマオイルを加えて香りをつけるとますます本

さになるまで霧吹きで水を吹きかけながらへらで混

格的。秋の夜長のバスタイムをお楽しみください。重

ぜる。 ②程よい硬さになったら、ゼリー型に詰めて

曹の効果で湯あかが落ちやすくなり、後からのお風呂

乾燥させる。 ③乾燥したらゼリー型をテーブルに軽

掃除も楽になりますよ。ただし循環式の風呂釜は、

く打ちつけて取り出し、できあがり。

フィルターが目詰まりしますので使わないで下さい。

しゅん

＜材料＞（４人分）
さつまいも 120g、甘納豆 150g、ホットケーキミックス 1 袋（200g）、
牛乳 150cc、卵 1 個、油 適量、

ホクホクとした食感、ほのかな甘さ。これだけでも女

うがヤラピンを摂取しやすいそうです。また焼き芋

性をとりこにするさつまいもですが、美容と健康面

にすると、血圧低下作用のあるカリウムがごはんの

でも女性の味方です。いも類の中でさつまいもだけ

18 倍になるとか。さらに美肌の友ビタミンＣ、老化

に「ヤラピン」という物質が含まれています。さつま

予防の救世主ビタミンＥも含まれており、とくにビ

いもが便秘に良いと言われるのは、豊富な食物繊維

タミンＣはりんごの 10 倍で、さつまいものビタミン

とヤラピンの相乗効果によるもの。皮ごと食べたほ

Ｃは加熱処理にも強いのが特徴です。

物価は上がれど給料上がらず……。
ひたすらの節約生活に一番うれしいプレゼントは「現金」。
しかも今回は、2000 名にちょっした食料品も当たります！

持ち帰りが面倒な買い物品のナンバーワンは「米
袋」だと聞きました。米袋メーカーの「マルタカ」が
行った調査でも、
「米袋は持ちにくい、運びにくい」
「持

は消費者にも地球環境にもやさしいアイテムなんで
すね。
さて、
「モテるんパック」を開発したマルタカが今、

ち手、取っ手があればいい」などの意見が多かったそ

「モテるんパック」米袋に入ったお米で豪華賞品が当

うです。

たる「ただ飯暮らし」キャンペーンを行っています。

そこでマルタカが開発したのが、持ち手付き米袋

期間中、30 名に現金３万円、100 名に現金１万円、

「モテるんパック」。お米の重さで手が痛くならない

2000 名にミツカン「おむすび山」が当たるチャンス

ようにやわらかく扱いやすい素材で持ち手を作り、も

です。物価の上昇で生活がキビしいときは、現金プレ

ちろんお米の重さにも十分耐えられる強度も兼ね備

ゼントが何よりうれしいと思いませんか。第３回の応

えています。持ち手の種類は「たて型外付け」
「たて型

募締切は 11 月 30 日。
お米売り場やお米屋さんで「た

センターイン」
「よこ型センターイン」の 3 種類。なか

だ飯暮らし」応募券付きのお米を買ったら、ご応募を

なか便利そうですね。

お忘れなく！

「モテるんパック」は当初、消費者の“便利”を追
及するために開発された商品でした。ところがその後

■キャンペーンの詳細

http://www.tadameshi.com/

エコブームになり、米袋を包装するレジ袋の削減にも
つながるということで、省資源・省包装に貢献する

「ただ飯暮らし」応募券

「ノー・レジ袋米袋」となりました。
「モテるんパック」

「ただ飯暮らし」キャンペーン
【商品】現金3万円30名、現金1万円100名、ミツカン「おむすび山」２袋2000名
（期間中の当選総数）
【対象商品】「モテるんパック」に入った応募券付きのお米
【応募方法】「モテるんパック」の応募券をハガキに貼り、必要事項を記入して郵送。
必要事項：住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業、お米の購入店名、米袋の表示
枠に記載している販売者名 ※応募券は1枚1口
【応募宛先】〒540-0027 大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-7
（株）マルタカ「ただ飯暮らし」係
【応募締切】第3回 2008年11月30日（当日消印有効）

ＴＯＫＹＯ・ＧＩＮＺＡ・資生堂! やまぐち・YANAI・賞文堂!?
皆さんこんにちは。木阪(美)です。

であり、又滅多にある機会ではない・・・ということ

この度、ある経緯で、資生堂さんの

でお受けした様です。今回、取材でご縁を頂戴した担

“チェインストアスクール 21 ニュース”

当の H さん(女性です)の対応は素晴らしいものでし

という機関誌 Vol.７号に木阪賞文

た。(東京から)柳井での現場取材の前後とも、所謂、“報

堂の記事が何と２頁に亘って紹介

告・連絡・相談”を密にされ、又

書類に一筆添えられ

され.ることになりました。“他業種訪店日記”という

る一文字、一文字にもお人柄や会社の姿勢が伝わっ

コーナーでの掲載です。あの有名な“JAZZ タクシーさ

て、むしろ私達の方が勉強させて頂いた感がありま

ん(東京)”も同コーナーで紹介されたという事で、当初

す。この機関誌は、世間一般には出回っておりません。

取材を受けた我々が読んでも
為になる仕上がりです。

社長の方も取材を

当店ポームページ のパブリシティの項に該当の 2 頁

受けてよいものか

の掲載をさせて頂いておりますのでよかったらご覧

否か迷っていたよ

になってみてください。過去と未来

う で す。然 し な が

の軌跡の中で、現在地を再確認する

ら、天下の資生堂さ

ことが出来た今回の取材に、心より

んからのお申し出

感謝しています。

急がば回れコツコツと ～似顔絵スタンプ大作戦の巻～

まず、似顔絵を描いて・・

衣替えのシーズンとなり日中もすっか

に、私は経営コンサルタントではあり

り過ごし易くなりましたね、社長の木

ません(笑)。)似顔絵は知合いのプロの

阪(泰)です。毎晩、読書の秋を満喫して

方に依頼、その絵を基にゴム印を作

いますよ。さて、今回は地元で保険事務

成。封筒や一筆箋に(手書文を)添えて

所を営んでおられる O さんのお話で

スタンプすると、本当に語りかけている

す。地元に戻ってまだ間もない O さん

ようですね。(写真左下)

は一日も早く、一人でも多くの方に自

必要な場面で、O さんのことをパッと

らを知って頂きたい・・と当店にご相談

思い浮かべる事が出来たら、当方も頑

に来られました。“つくれる文具屋さん”

張った甲斐があります。今後も定期発

を謳う木阪賞文堂としては、文具と知

行物、その時の用紙の種類や色、使う

恵と経験で何としてもその期待に応え

筆記具等、文具を活用してお役に立て

たいと先ず似顔絵スタンプ大作戦を進

る様にサポートさせて頂くつもりで

めることと致しました。((注)ちなみ

す。皆様の中で、お困りのことがあれ

スタンプ作成！

ば先ずはお声掛けくださいね。

指導します!
マ ンツ ーマ ン で
れられない
忘
も
て
く
た
れ
『忘
成教室』
二つ折り名刺作 です～
約受付中
～社長直伝!予

一言添えて・・如何です?

お客さんが

S

すたんぷ・スティション・賞文堂
～疲れていたのに、スタンプひとつで思わず笑顔～
先日、取引先様より送られてきた書類に添付されていた手書きの送

あなただけのこだわりの
ス タンプを見つけませんか

付書に『ヨロシクオネガイシマス』とコメントの入ったスタンプが捺して
ありました。ユニークなデザインも手伝って、疲れ気味でしたが思わ
ず笑ってしまいました。みなさんもこんなご経験はありませんか?
又、昨日は、PTA関連の案内文にやはり可愛らしいスタンプがあって
心和んでしまいました。木阪賞文堂では、10月の初旬に楽しいスタン
プ製品を陳列する予定です。普段の生活の中で、又近づくクリスマス
や年賀状にも大活躍してくれそうなスタンプ達がみなさんをお待ち
しています。こんなの出来るんですよぉ～!とサンプルも準備していま
すので、よかったらお店に遊びに来てくださいね。(スタッフ一同)

生活のいろんなシー
ンで貴女をサポート

見てるだけでも楽しい
スケジュール印

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名

インク、パウダーで
個性を演出!

(有)木阪賞文堂

◆今月～の注目商品のご案内

★先日の展示会で紹介させていただきましたポスター
プリンターが今月よりいよいよ稼働いたします！
今迄、通常のカラーコピー機ではＡ３
サイズまでが限界でした。（貼り合わ
せて～Ａ1サイズの対応は行っていま
したが・・・）これからは1枚でもオリジ
ナルのポスターをお作りしますよ！
印刷物でもデータでもご持参下さい
ね。（価格はお問合せ下さい）

赤い屋根の木阪賞文堂です。
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。
『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)

スタッフ人数

8名（中央店6名、白壁店２名）

★第五回消しゴムはんこ講習会の開催決定!(10/28、定員10名)
・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
★Ｅメール info@sirakabe.com

