“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
憧れを実現したい…

～大人のバレエ～

少女の頃、バレリーナに憧れた人は多いのではないで
しょうか。当時は夢で終わったけど、もしできることなら
踊ってみたい…。そう思う人も少なくないようです。今は
全く初心者の大人を受け入れるバレエ教室が全国にあり
ます。バレエでは普段使わない筋肉を使うので、続けてい

よりも、年齢相応の居住まいを正した気品ある動きの方

ると引き締まった健康的なプロポーションを手に入れる

が美しく見えることが多いようです。
またバレエの動きは複雑なだけに、自己流で無茶な身

ことも夢ではありません。
ただ、せっかくバレエを習うならエクササイズとして

体の動かし方ではかえって膝や腰を傷めかねません。
「プ

だけではなく、芸術に取り組む姿勢を忘れないで欲しい

ロになるんじゃないんだから好きでいいじゃない」とい

というのが、先生たちの気持ちだそうです。教室は初心者

う訳にはいかないのですね。先生の指導に素直に耳を傾

も、経験者も、若い人たちも一緒にレッスンを受けること

けるひたむきさが、上達の第一歩だといえそうです。

が多く、中にはつい周りに負けじと張り切りすぎる人も

■大人だってバレエ ― バレエ教室情報

いるのだとか。しかし歯を食いしばって足を振り上げる

http://stage2.csidenet.com/schoollist/

春のリップメイクで若々しく
まだ寒いとはいえ、街ですれ違う人た

せっかくきれいな色のリップカラー

ちもショーウィンドウにも、春めいた色

を用意しても、唇に塗るとなんだかくす

遣いが目に付くようになりましたね。春

んでしまうとお悩みなら、唇にまず白っ

モードのメイクアップの準備をしま

ぽいベージュ色のリップカラーを塗り

しょう。春の雰囲気をかもし出すには、

ましょう。その上に好みの色を重ねる

リップカラーにどんな色を選ぶかが重

と、きれいに発色して顔つきも明るくな

要です。この春のトレンドカラーは明る

ります。さらに透明グロスを塗ると、軽

い暖色系だとか。レッドのリップカラー

く柔らかい印象になります。上唇のリッ

が注目されています。あまり赤すぎるの

プラインを、リップブラシで輪郭よりも

は抵抗があるなら、ピンクやオレンジを

心もち外側に引いて、大人の魅力を感じ

ミックスしてオリジナルな色を作って

させる艶のある唇に仕上げるのもいい

みましょう。

ですね。

老化をストップさせるヒケツ

ビタミンＣをサプリで上手に摂る

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

いつでも適温のお風呂に入りたい

春まであともう一息。美肌の大敵、空気の乾燥にはまだ

［Ｑ］ 家族の生活リズムがバラバラで、最後の人が入るま

気が抜けませんね。肌を美しく保つのに必要だといわれ、

でお風呂を保温しておくのがもったいないと思います。い

風邪の予防にも役立つビタミンＣを意識して摂りたいも

い手立てがないものでしょうか。

のです。
旬の野菜にはたいてい豊富に含まれているビタミンＣ

［Ａ］ TOTO が開発した「魔法びん浴槽」というバスタ

ですが、熱に弱く水に溶けやすいため調理する途中で壊れ

ブがあります。お風呂が焚きあがった後、保温しなくて

てしまいます。その点、生で食べる果物は効率的に摂取で

も 6 時間でお湯の温度が２℃しか下がらないというか

きるといえるようですが、食事で充分な量を摂れない場合

ら、その保温力には驚きますね。４時間保温タイプの

はサプリメントを利用するといいでしょう。

「魔法びん浴槽ライト」もあります。

サプリメントでビタミンＣを摂る場合、一日分を一度に

浴槽に保温機能を持たせなくても、オール電化の場

飲んでもあまり意味がないのだとか。朝、昼、晩と、説明

合なら夜間電力を利用するので、保温時の電気代が割

書で指示されている用法と用量を守って飲んでください。

安になります。また、設置す

ビタミンＣは水溶性で、過剰に体内に入ったものは尿と一

るとき追い焚き機能付きに

緒に排出されてしまうそうなのです。必要な量をこまめに

すれば、ガス釜などよりも短

摂取することが大切なのですね。

時間でちょうどいい湯加減
に追い焚きできます。
家族構成やライフスタイ
ル、予算に合わせて、我が家
にぴったりなお風呂を作り
たいものですね。

半身浴お助けグッズ
半身浴で心身がリラックスすることはよく知られ
ています。そこで今回は、家庭での半身浴がさらに快
適になる便利グッズをご紹介します。

◆半身浴風呂椅子

◆ラブバスハイパーボディスパ（ケープ）

http://www.inobun.com/item/022612.html

http://www.kenko.com/product/item/

国産の天然ヒノキと韓国産の麦飯石（ばくはんせき）

itm_8844455072.html

で作った風呂椅子で、湯船に沈めて腰掛けます。麦飯

ナイロン生地の内側を、アルミコーティングしたケー

石は遠赤外線の反射率が高いといわれていて、温熱効

プです。半身浴中に上半身に羽織ることで熱気を逃さ

果はもちろん、お湯を柔らかく清潔に保つとか。ヒノ

ず、サウナ感覚を手軽に楽しめます。フード付きなの

キの香りも、心地よいバスタイムを演出します。

で頭や顔も毛穴が開いてしっかり発汗しますよ。

しゅん

＜材料＞（４人分）
タラの切り身４切れ、白菜４枚、大根 50g、長ネギ 3 本、豆腐 1 丁、しめじ 1 パック、
水 6 ～ 7 カップ、だし昆布 15cm、ダシの素 小さじ 2、味噌適量、酒大さじ 3、
コチュジャン小さじ 2、キムチの素 大さじ１

「魚」へんに「雪」と書く「鱈（タラ）」は鍋料理の

鮮度の目安は皮に光沢があり、身が透き通って張り

定番。旬はその名の通り 12 月から２月にかけての

のあるもの。鮮度が落ちてくると身肉の色が濁ってき

“雪が降る頃”です。消化の良い魚なので、離乳食か

ます。新鮮なものが手に入ったら、皮と骨をのぞいて

ら老人食までオールマイティーに活用できそう。ま

フードプロセッサーですり身にしておくと重宝しそ

た、低カロリーで高タンパク質な特徴をいかせばダイ

うです。つなぎに卵白か全卵、小麦粉や片栗粉を加え、

エットの強い味方でもありますね。

木べらからポッタリ落ちるくらいのかたさにします。

お菓子の本場・神戸から
あの有名なお菓子をドーンとプレゼント。
1 日 4 万個が完売する大人気のワッフルケーキです！

神戸のワッフル専門店「R・L（エール・エル）
」。た

バラエティに富んだ中身も人気の秘密。月替わりの

くさんの雑誌やテレビ番組で紹介され、
「スイーツお

商品を含めて常時 20 種類を店頭販売しており、これ

取り寄せ」の人気店としても評判なのでご存知の方も

までにお店に並んだ品種は数百種類に及ぶとか。ス

多いでしょう。

イーツ好きならあれもこれも食べたくなってしまい

R・L の看板商品は、１日４万個が完売するという

ますね。

ワッフルケーキ。早朝から 1 枚 1 枚丁寧に手焼きした

そんなちょっと欲張りさんは、R・L の「ワッフル

ワッフル生地で、自家製カスタードクリームや旬のフ

1,000 名プレゼント」にご注目ください。プレゼント

ルーツ、生クリームをサンドした 2 口サイズのオリジ

商品は「ワッフルケーキ 10 個セット」。10 種類の

ナル商品です。一般的なワッフル・ケーキの生地はや

ワッフルケーキがセットになったお試しにピッタリ

や固めですが、ここの生地はふんわりと香ばしいのが

な商品です。ホームペー

特徴。この柔らかさは、クリームとの相性をよくする

ジとケータイの両方か

ための工夫のひとつだそうです。

ら応募すればチャンス

その食感がまた不思議。口溶けはサクッとしている

は 2 倍ですよ！

のに噛むとサラッとして、バターの風味が口いっぱい

R・Lの看板商品
「ワッフルケーキ」

に広がります。

ワッフル1,000名プレゼント
【賞品】 ワッフル専門店R・Lの「ワッフルケーキ10個セット」（毎月抽選で200名）
【応募方法】 ホームページの応募フォーム、またはケータイのQRコード
→→ http://www.rl-waffle.co.jp/presents/
【応募期間】 2009年3月31日（火）まで
【R・Lホームページ】 http://www.rl-waffle.co.jp/

人生 要は「やるか やらないか！」・・・じゃねぇ
こんにちは。社長の木阪(泰)です。

とって、作品自体には強烈なインパクトは無かった

お世話になった消しゴムはんこ作

（失礼・・・）のですが、この方の消しゴムはんこ暦が

家のさくらんぼさんが青森に戻ら

僅か一年ということに驚きを覚えました。いくら才能

れて 2 ケ月となりました。柳井で

があっても、よいアイデアがあっても行動に移さなけ

のご縁を大切にし、今後定期的に

れば“零（ゼロ）”です。この作家さんも好きなことと

さくらんぼさんの作品を中央店でご案内（販売）する事

はいえ、一歩一歩積み重ねて実践していった筈です。

となりました。
（2 月は 5 日からの販売です。）先日も、

人生、要はやるかやらないか･･･それだけなのでしょう

愛知県の方からお問い合せを頂戴した程です。さて先

ね。そういった意味では女性の方が行動力がありますね。

日偶然、山口県のローカル情報番組“ちぐまや家族”で、

男性（←私・おっさん）の方が何だかんだと能書きを

県内在住の消しゴムはんこ作家（女性）の方の特集を

並べ･･･新聞・ＴＶの“大不況”の大合唱を理由に躊躇

視聴しました。ご主人さんのご協力（デザイン校正～

していることの方が多くて何だか恥ずかしくなりま

印刷）もあり、ネット販売や県内の雑貨屋さん等に商

した。良いもの視させて貰いました。さぁ、恥ずかしな

品として卸したりと

がら 凡そ 1 ケ前の元旦に掲げた今年の目標に向け

なかなかご活躍のご

て、まず第一歩を踏み

様子でした。普段か

出しますよ。ウサギで

ら、さくらんぼさんの

なくて、カメで結構！

作品や図案に慣れ親

コツコツが性に合って

しんでいる私共に

ます。(笑)(木阪泰：記)

リポーターのオッキーが
消しゴムはんこ彫りに挑戦

今までの作品の数々・・

三日坊主も納得！？ 淡蒼球（たんそうきゅう）を動かそう！
こんにちは、木阪(美)です。先日社長が『のうだま』とい
う本を買ってきたので私も読んでみました。上大岡トメ
さんは現在山口県在住のイラストレーターさん。池谷
さんという東大の准教授との共著で、最新の脳研究を
基に、続ける技術とやる気の秘密を解いた読み易い本で
した。逆にこういう本って簡単にした方が何度も読み

続けるコツは・・・
蒼い球と
4つのスイッチに
あり！
①カラダを動かす

返すことが出来ていいのかもしれませんね。トメさん ②いつもと違う事をする
の人柄溢れるイラストとコメントは大好きです。脳は ③ご褒美を与える
元々飽きっぽく出来ているんだそうです。な～んだ、私だ ④なりきる
けじゃないんだ(笑)。ヤル気を出すには脳を騙すことが
必要なのだそうで、淡蒼球（たんそうきゅう）という脳
内の部位を動かすだけでＯＫなんです。その為に入れ
る、
4 つのスイッチと刺激となる 16 のお助けコンテンツ・
・
・
なるほど、これって知ってて損はナシ！

これで私の

ダイエット大作戦も成功間違いなし！？ (木阪美：記）

ご存知ハトリさんは『ズーム・イン！』
『賞文堂はネ～ム印っ！』・・・のシーズンに突入です
春・・・それは異動の季節、春・・・それは何故かネーム印が欲しくなる季節。
春・・・就職や進学で人が動く季節です。

ネ～ム

木阪賞文堂では本格実印や銀行印を自社彫刻しております。
最近はネット通販等で廉価なものもあるようですが、“一生
モノ”ですからね、当店のみならず よく知った地元のお店を
利用することをお勧めしますよ。木阪賞文堂では5年間の保
証書をお付けしていますのでやむを得ない事由で破損・紛失
された場合は無償で再作製させて頂いております。（注；全
く同じ陰影は出来ません。）そして併せて準備しておきたい

イ～ン！

のが“ネーム印”ですね。最近は各メーカーさん共、一般的な
お名前は勿論、珍しいお名前の方のネーム印が受注生産乍ら
千円前後で作成することが出来るんですよ。文字数に制限は
ありますが、『確認済・木阪』とか『よくできました』とか
自由な発想でおつくり致しますよ。お得なキャンペーンも今
月より開催しますのでご期待くださいね！(スタッフ一同)

社長は４０歳過ぎてもこんなポーズとってます。
見ている（撮っている）方が恥ずかしいです（笑）

そうだ！賞文堂！行こう！

『ネーム印も賞文堂にズ～ム・イン！』

・会社名

(有)木阪賞文堂

◆今月の注目商品（サービス）のご案内

賞文堂の事務機器レンタルサービス
1日しか使わないので、買うのは勿体無
いし・・でもあると便利だし・・・例
えば“裁断機”や“シュレッダー”に
“ホワイトボード”“コピー機“に”
プロジェクター”もあったら便利じゃ
ねぇ。そんなリクエストにお応えして
【事務機器レンタルサービス】開始い
えっ！？レジスターも？
たしま～す！
お祭りや催事の時にベンリかも

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

7名（中央店5名、白壁店２名）

★正社員さん1名募集中！文房具の好きな貴女お待ちしてますよ
・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

