
 

 歌は楽しくストレスを発散できますね。カラオケボッ

クスもいいのですが、仲間うちで盛り上がるだけでは物

足りないと感じたら、カラオケ教室でちょっぴり本気の

歌手気分を味わってみてはいかがでしょう。本格的に歌

を習うみんなの様子は刺激的です。最初は多少気後れし

たとしても、そこは歌が好きなもの同士、すぐに打ち解け

られますよ。 

 カラオケ教室では課題曲を与えられて練習します。声

の出し方から始まって、曲に抑揚をつけて情感豊かに歌

い上げられるようになるまで先生に指導してもらうの

で、カラオケボックスの自己流では味わえない満足感が

あります。 

 一曲また一曲とマスターして自信がついてきたら、い

よいよ発表会に参加しましょう。テレビで観る歌手のよ

うなきらびやかな衣装を着けて舞台に上がり、スポット

ライトを浴びて歌うのはカラオケの醍醐味。プロ気分で

思いきり楽しみましょう。 

 興味があったら、まずはカルチャースクールや地元の

公民館などで行われている、カラオケ教室を覗いてみま

せんか。いつもとは違う自分を演じる楽しみがきっと

待っていますよ。 

 季節柄、厚手の服を着るようになりま

したが、「おかげで体型をカバーできる

ワ」なんてすっかり安心してはいません

か？服の中で背中を丸め、下腹をぽっこ

り出した姿勢でいると、筋肉が弱って下

半身太りの原因になります。張りのない

ヒップラインは、あなたを年齢よりも老

けた印象にしてしまいますよ。 

 ヒップアップするには、下半身の筋肉

を引き締めるウォーキングが最適です

ね。それはわかっていても、ウォーキン

グのためにわざわざ時間を作ることが

できないという人にとって、頼もしい味

方になるガードルがあります。 

 ワコールの「クロスウォーカー」は、

履いて歩くことで筋肉を鍛える効果を

狙ってデザインされたガードルです。腿

（もも）の前でクロスさせた生地が足の

筋肉を刺激して自然と歩幅が大きくな

り、ウォーキングと同じように下半身を

引き締めます。 

 これなら、ガードルが苦にならない冬

こそヒップアップのチャンスかもしれ

ませんね。春の薄着に備えませんか。 

履いて歩けばヒップアップ？ 
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 「カラオケ」で華麗に変身 

“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］無垢材のフローリングは反りやすいと聞きましたが、合

板のほうがいいということでしょうか。 

 

［Ａ］ 合板が収縮や反りがなくて、加工しやすいというの

は、あくまで作業する者にとっての話。家の持ち主にとっ

ては、無垢材のフローリングを選んだ方が後々まで満足

できるのではないでしょうか。 

 無垢材には自然の温かみがあります。また使い込むこ

とで独特の味わいが生まれ、たとえ傷がついたとしても

年月とともに気にならなくなります。ベニヤを貼り合わ

せて作る合板のように接着剤

を使わないので、シックハウ

スの心配もありません。 

 一言で無垢材といっても、

パイン、桜、栗など、種類に

よって印象や肌触りがそれぞ

れ違います。実際に手にとっ

て、気に入った材質のものを

じっくりとお選びください。 

ココアで体の内側から元気に 

老化をストップさせるヒケツ 

フローリング・・・無垢と合板 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 ココアはおいしいけれど、太りそう…。そんな心配をし

ていませんか？ココアに豊富に含まれているポリフェ

ノールには、血液をサラサラにすると同時に脂肪が体内に

吸収されるのを防ぐ効果があります。特に夕食後にココア

を飲むといいそうです。 

 また粉末ココアの場合で、全体の 1/3 ～ 1/4 を占める

食物繊維は、お通じを良くしてくれます。寒い朝、起き抜

けの一杯の温かいココアで胃腸を目覚めさせましょう。 

 さらにココアには、胃潰瘍の原因となるピロリ菌を退治

する効果があるとわかってきました。研究によると、よく

胃潰瘍にいいと言われるウーロン茶や紅茶よりも、ココア

のほうがピロリ菌を抑える力が強いそうです。 

 とはいえ、お砂糖たっぷりでは別の心配が出てきます

ね。甘さ控えめのココアで元気に冬を越しましょう。 

Ｑ 
Ａ 

ドクターフィッシュでかかとツルツル 

 

 近頃話題のドクターフィッシュには、人の古くなっ

た角質を食べる習性があります。足湯に浸した足にた

くさんの小さな魚が寄ってきて、ツンツンつついてい

る様子をテレビでご覧になったことがあるかもしれ

ませんね。 

 1000 ～ 2000 匹のドクターフィッシュを放した

浴槽に１０～１５分間足を浸すと、足の裏はツルツル

になるとか。乾燥する秋冬は、ガサガサのかかとでス

トッキングが伝線することがありますが、その心配が

なくなりそうですね。ドイツでは医療行為とみなさ

れ、保険が適用されるというだけあって、アトピーや

乾癬など皮膚病の患者の中には、はっきりと効果を感

じる人も多いそうです。 

 ドクターフィッシュのブリーダー、（株）エコマネジ

メントのサイトでは、ドクターフィッシュを体験でき

る全国の施設を紹介しています。お近くにないか探し

てみませんか？ 

（株）エコマネジメント 

   http://www.dr-fish.jp/index.html 



ほぼ一年中出荷されているレンコンですが、旬は収

穫が始まる９月～ 10 月と、おせち料理で需要が高ま

る冬。秋の新レンコンはシャリシャリとした食感と

あっさりした味が特徴で、冬になると粘りが出て甘

味が増してきます。レンコンといえば、食物繊維と同

様にビタミンＣも豊富に含まれています。ビタミン

Ｃには細胞同士をつなげてコラーゲンを生成する働

きがあり、クレオパトラと並んで絶世の美女と言わ

れた楊貴妃も、コラーゲンを摂るためにレンコンを

好んで食べたとか。また、ビタミンＣには疲労回復、

風邪予防、ガン予防、老化防止にも効果があります。

レンコンは美容＆健康食と言えそうですね。 

＜材料＞（４人分） 

新レンコン 400g、スモークサーモン 60 ～ 80g、大葉 20 枚、  

小麦粉・天ぷら粉・揚げ油・抹茶塩・黒ゴマ塩・梅塩 各適量 

しゅん 



食通のみなさん！ 

あなたの「グルメ情報」をいかして世界のグルメツアーを当てるチャンスです！ 

しかもビジネスクラスの豪華旅行。お見逃しなく！ 

 お店の前を通っただけで、「この店はきっとおいし

い！」とピンとくる人がいるようです。旨いものをか

ぎ分ける嗅覚が発達した人は、ミシュランガイドが絶

対に取り上げないような“人知れず人気のある名店”

や、その店でしか食べられない“逸品”の情報ストッ

クを持っていて、舌も肥えている人が多いもの。もし

もあなたが、そんなオリジナルグルメ情報を温めてい

るなら、今回の懸賞を見逃す手はありません。 

 アコムの「こんな旨い店知ってる？選手権」は、あ

なたのおすすめする“この店のこの一品”を「おいし

いもの探検隊」が調査して、厳選なる審査に通ったお

店で最強のグルメガイドを作ろう！という企画。採用

された人にはもれなく、「採用賞」としてジェフグルメ

カード 3000 円分がプレゼントされますよ。 

 しかも、採用者の中から 1 名（ペア 1 組）に贈られ

る「MVP 賞」の豪華グルメツアーがすごい。飛行機は

ビジネスクラス。世界の有名高級レストランで豪華

ディナーをいただき、最高級５つ星クラスのホテルに

宿泊と、まるで夢のような企画なのです。 

 用意された行き先は「アラブ首長国連邦」「オースト

リア」「フランス」「イタリア」「スペイン」の５コース。

例えばアラブ首長国連邦コースなら、ホテルは世界一

の高さを誇る「ドバイ バージ・アル・アラブ」。ディ

ナーはそのホテルの 27 階にある天空レストラン「ア

ル・ムンタハ」。聞いただけでため息が出そうです。 

 とにかく豪華尽くしのグルメツアーになることは

間違いなさそうなこの企画。おすすめの一品がある人

は、その理由に知恵を絞ってぜひご応募くださいね。 

アコム こんな旨い店知ってる？選手権 

【採用賞】 ジェフグルメカード3000円分 （採用者全員） 

【MVP賞】 ビジネスクラスで行く！「豪華グルメツアー」にご招待 （1名＝ペア1組） 

【応募方法】 所定のホームページからグルメ情報を投稿 

【応募期間】 2009年1月5日（月）まで 

【詳細＆投稿ページ】 http://acomland.jp/umaimise/ 



ただいま皆で勉強中で～す！～ラッピング大作戦の巻～ 

店頭の万年筆コーナーに鎮座！世界に一つのペン皿登場！ 

 皆さんこんにちは。社長の木

阪(泰)です。早いもので今年も

残り 2 ケ月となりましたねぇ。

さて、先日地元中学校さん PTA

主催の(文化祭向の)陶芸教室に

参加して参りました。最初から創るものは心の中で決

めていました。お店の万年筆コーナーで使う“ペン皿”で

あります。周りのお母さん方は、洒落れたお皿や装飾

品を見事に仕上

げていらっしゃ

いましたが、私は

というと、想いと

は裏腹になかな

か上手くカタチに

することが出来

ませんでした。『キサカさん、ステキな灰皿ですねぇ･･･』

とお褒め(?)の言葉も頂戴しつつ、出来上がったのが

写真の作品です。確かにカタチは歪(いびつ)ですが、窯

出し後の仕上がりは大変愛しいものでした。家に持ち

帰っても誰も褒めてくれませんが、もし店頭に(陳列

台として)並べておいて、お客さん(品のある、白髭を生

やした紳士あたりか･･･)が『OH ～!コレハ、スバラシイデ

～ス！ 100 オクエンでユズッテクダサ～イ』等と言われ

たら困るなぁ～とニ

ヤニヤしながら毎日

眺めています。(笑)

機会があれば一緒に

挑 戦し てみま せん

か?ものづくりは楽し

いですね。 

こんにちは、木阪(美)です。東京の某百

貨店さんの巨大クリスマスツリーの装飾

点灯式の模様が、先日のニュースで紹

介されていました。なんだか急に、せわ

しなくなりましたね。(笑) IT 時代

真っ盛りなのに、最近は“アナログ回

帰”の傾向が強いそうです。文具メー

カーさんでもシャープペンシルやボー

ルペン等筆記具の売れ行きは好調の様

です。特に万年筆は、ここ 30 年間で今

が一番売れているのだそうです。そう

言えば、私も社長も手紙を書くときは

必ず万年筆です。やっぱり普段のプレ

ゼントに筆記具の贈り物は大変喜ば

れますね。これからのクリスマス等のギ

フトシーズンでは尚更です。木阪賞文堂

はご存知の通り、まちの小さな文具屋

さんです。文具は、こだわらなければ

何処からでも購入できるものばかり

です。そんな中、木阪賞文堂のスタッ

フが 11 月 6 日（水）に柳井商工会議

所で開催されるラッピングセミナーに

参加します。講師の五味栄里さん直伝

の手法に、賞文堂ならではの小物やス

タンプを使ったラッピングにご期待

ください。勿論、良質＆人気筆記具の

選定もお任せくださいませ。 

 

『今、人気の筆記具って!?』 

自分用にも、贈り物にも      

喜んで頂けるお気に入りの1本は? 

～人気筆記具ランギング店内掲示中～ 

 

品のあるラッピングを心がけます 

クリスマスラッピングも特訓中 

和紙を使ったらこんなにステキ 

なかなかの秀作(?)です。 

誰も褒めてくれませんが・・（笑) 

賞文堂の“Ｓ”マークも入ってます。 

1894・・・は創業年でございます。 
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・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）             

★“０９-丑（うし）さん”の可愛い年賀スタンプ揃いました！ 

・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 

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。 

 

日々、いろいろなお店で買い物をする機会があると思いますが、分

かり易いＰＯＰのお店には好感を持ちますよね。先日とある雑貨屋さ

んをお邪魔したときに閃いて早速つくったのが左のＰＯＰカードです。

『セレクション（定番）→あお』、『おすすめ→みどり』、『新製品→あか』の

基本カードに、筆ペンで簡単な商品説明を記載しています。（小さな

店内の）各スポットにこれらのカードがお客さんにさり気なく語りかけ

ていますよ。1日1枚でも1年365枚、やらなかったらゼロですからね。少

しずつでも1枚入魂の気持ちで書き続けています。こんなの出来るん

ですよぉ～!、あるんですよぉ～と体験版サンプルも出来る限り準備し

ていますので、お店に遊びに来てくださいね。(スタッフ一同) 

 

 

お母さん、小さなお子様とお出かけする時には必携で

すよ！“おでかけフック”と“でかけてロック”登場 

実際に手に取って使ってみると『へぇ

～っ』と感心しました。お買い物等の

荷物の吊り下げが簡単に出来ます。

（おでかけフック＠504、出かけてロッ

ク＠525） お出かけフックは教室机

に付けると書道や絵の具セットも掛

ける事が出来て、意外な逸品かも!? 

ぽっぷ・スティション・賞文堂 
 ～３枚のカラーＰＯＰで一目瞭然ですよ～ 

 

あ
お
・
み
ど
り
・
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か
の
三
つ
の
カ
ラ
ー
で

お
客
さ
ん
の
商
品
探
し
を
お
手
伝
い
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一言あるのと無いの

では随分違います。 

数あるファィルも青の

ＰＯＰで“定番”と認知 

オール手書きは

力作揃い？ 


