“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
「ティーパーティー」で和やかに
時には気心の知れた友人と、季節の花を飾ってテーブル
をコーディネートし、たくさんのお菓子を用意して、
ティーパーティーを楽しみませんか？
ティーパーティーの原型はイギリスの「アフタヌーン
ティー」だと言われています。貴族の社交の場として始
まったアフタヌーンティーには色々な作法がありますが、

ランスで生まれるそうです。そのためには、ティーポット

あまり堅苦しく考えずに楽しみたいですね。それでも、

の中で熱いお湯が対流するのと一緒に、茶葉がくるくると

せっかくパーティーを開くのですから、
「ゴールデンルー

「ジャンピング」することが大切なのだとか。煎茶をいれ

ル」を守っておいしい紅茶をいれたいものです。

る最適温度が 85℃なのに対して、紅茶には沸騰したお湯

ゴールデンルールとは、①温めたティーポットを使う／

を使うのはそんなわけがあったんですね。

②茶葉は正確に分量を量る（１人分がティースプーン 1

おいしい紅茶につきもののスコーンにたっぷりのク

杯）／③くみたての水を沸騰させて使う／④茶葉を蒸らす

リームやジャム、あっさりとしたキュウリのサンドイッ

時間を守る／というものです。

チ、クッキーなど、手でつまんで食べられるお菓子と一緒

紅茶の旨みは、
「カテキン」と「カフェイン」の程よいバ

に、和やかなひと時をどうぞ。

花粉をおしゃれにシャットアウト
いよいよ花粉の季節です。対策は万全

アンタイプのきれいな色のスカーフを

ですか？花粉症で辛い症状が出るのは、

ふわりと巻けば、春らしさも演出できま

目と鼻だけではありません。花粉が原因

すね。

の肌荒れに悩む人も少なくないようで

この春の流行色はピンクだそうです。

す。春先は空気が乾燥して皮膚の角質が

ピンクを身に着けると女性ホルモンの

めくれ、そこに花粉が触れるとアレル

働きが活発になり、若返りの効果がある

ギー症状を引き起こすのだそうです。春

とか。またベージュ、ゴールドのほか、

の暖かさに油断して、首周りが無防備な

大地を連想させるアースカラーもはや

ファッションで外出すると、かゆみに悩

るそうですよ。

まされるかもしれません。
露出しやすい首周りを花粉から守る
には、スカーフがおすすめです。ボヘミ

花粉対策もおしゃれにきめて、憂うつ
な症状なんて吹き飛ばしてしまいたい
ものですね。

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

公私を分けた家作り

耳をいたわって難聴予防を
高い音が聞き取りにくいと感じたら、聴覚が落ちている
かもしれません。
「聞こえ」は、気がつかないうちに悪くな

［Ｑ］ 家で手芸の教室を開いています。プライベートときっ
ちり分けたいのですが…。

ることがあるそうです。一度落ちてしまった聴覚を戻すよ
うな治療法は、残念ながら今のところ無いといいます。予防

［Ａ］ パブリック（公的）スペースとプライベート（私

が大事ですね。

的）スペースを分ける、P・P 分離という設計がありま

耳の神経は、内耳にあるまつげのような形の「有毛細胞」

す。一般的には「居間と寝室を離して作る」という程度

が音で震えることで、その振動を感じます。老人性難聴は、

のものですが、最近はもっときっちりと分けて建てる

有毛細胞が年齢とともにすり減ることで始まります。膝の

家も増えてきました。

関節の老化と同じですね。ところが、ヘッドホンで大音量の

例えば寝室・子ども部屋・バスルームなどプライベー

音楽を聴き続けるなど、有毛細胞を酷使すると、その分すり

トな空間は二階に作り、リビング・ダイニング・キッチ

減るのも早まってしまいます。また、突然耳元で大きな音が

ン・客間など、お客様と一

鳴るのも、神経を傷める原因になります。

緒に過ごすパブリックな

騒音のひどい場所はできるだけ避けて、耳を大切にした

空間を一階に作ります。

いですね。また、身の周りの若い人たちのヘッドホンも、注

これなら自宅を開放して

意してあげたいものです。

教室を開く場合も、レッ
スンに来た生徒さんが
うっかり他の部屋のドア
を開けてしまうようなこ
とはないので、気兼ねな
くすごせそうですね。

目覚めすっきり「朝シャワー」
季節の変わり目のせいか、春は寝起きの気分が
すっきりしないという人もいるようです。一日を爽
やかにスタートさせるには、朝のシャワーがおすす
めです。やけどしない程度に熱めのお湯で交感神経
を刺激しましょう。勢いよく出したお湯を、首、肩、
背中の順に立った姿勢でかけてください。時間は３
分から５分の間にします。気持ちいいからといって

やレモンのアロマオイルを数滴たらしたものを置く

長い時間浴びると、のぼせて眠くなってしまいます

と、香りの効果でさらに気分がリフレッシュします。

からご注意くださいね。最後に、うなじとまぶたに水

ただし、体調と相談しながら無理はしないでくだ

をかけると、眠気がスキッと覚めます。
またその際、洗面器に張ったお湯に、ペパーミント

いね。特に、高血圧や心臓病などの方にとっては負担
が大きいのでおすすめできません。

しゅん

材料（２人分）
しじみ 250g 、にんにく 1 片、長ねぎ（白い部分）1 本、酒大さじ 2、ごま油小さじ 2
＜Ａ＞コチュジャン小さじ 2、砂糖・みりん各小さじ 1、しょうゆ小さじ 1/2

シジミは１年中賞味されることから、
「四時味」または

と温まるようですね。豊富なミネラル分のほか、カルシ

「四時美」と書くこともあるそうです。通年出回ってい

ウムはアサリの４倍、 牛乳の３倍もあり、各種ビタミ

ますが旬は１年に２回。猛暑の頃の「土用シジミ」と、

ンもウナギに匹敵する栄養満点な食材です。色が薄い

厳寒期の「寒シジミ」です。どこか懐かしい味わいと凝

ほど泥臭さが少なく、真水で３～４時間くらい砂抜き

縮された貝の旨みが特徴で、寒い夜にいただくシジミ

をするとさらに泥臭さが減ります。また、お米を洗う要

のお味噌汁は、一口飲むごとに身体の芯からポカポカ

領でゴシゴシ洗うと味が澄んできます。

春先の運試しはいかがですか？
車、ホテル招待券、デジタル液晶テレビ、ブルーレイ、オーブンレンジ……。
抽選で合計 1000 名に当たる豪華商品満載のキャンペーンです！

会員同士の助け合いを目的に作られた組織を「互助

このほかに W チャンスとしてオリジナルエコバッグ

会」といいますね。今回のキャンペーンを主催する（株）

（884 名）が用意され、合計 1000 名に当たるビッグ

セルモは、
「冠婚葬祭互助会」を行う会社です。同社の

チャンスです。

ウェブサイト内から配信するメールマガジンの創刊を

応募方法を簡単にご案内しておきましょう。指定され

記念したキャンペーンなので、応募にはメルマガ無料登

たホームページから５つのキーワードを探し、それを並

録が条件です。とはいえ、豪華プレゼントのラインナッ

び替えて「旅の思い出は○○○○○から。」を完成させま

プを見れば、
「とりあえず応募してみようかな」という気

す。まずは

になりますよ。

https://www.celmo.co.jp/present/keyword.htm#

【特賞】ホンダフィット（1 名）

ここにアクセスして、５つのキーワードを探すヒントの

【2 等】ホテル夢しずくご招待券（2 組）

ホームページをご覧くださいね。

【3 等】シャープ 37 型液晶テレビ（2 名）
【4 等】ブルーレイディスク（3 名）
【5 等】東芝スチームオーブンレンジ（8 名）
【6 等】ティファール電気ケトル（30 名）
【7 等】ブランド米夢しずく（70 名）

１億人のキーワードキャンペーン
【賞品】 本文参照
【応募方法】 パソコンまたはケータイから。それぞれ1回ずつ。
５つのキーワードを探して応募フォームから応募する。
→→→ https://www.celmo.co.jp/present/keyword.htm#
【応募資格】 セルモグループメールマガジンへの会員登録(無料)
【応募締切】 2009年5月31日 24:00まで
【問い合わせ】 １億人のキーワードキャンペーン事務局
電話：096-362-3390

今月の 賞文堂の・・・つくれる実例集

｢ 木阪さん､お話（花）しがあるんじゃけど」の巻
【お客様】

【ポイント】

こんにちは！社長の木阪です。

短納期を求められますが、市内のお客様という地の利

今回の事例は市内の花園様で

次第に調子が出てきたよん！

を充分生かすことが

す。自身の菜園や農園にてお花

出 来 ま す。手 作 り の

や野菜の栽培～出荷されてい

風合いを出 すため、

らっしゃいます。最初はそれらの

細い線や太い線が描

パ ッ ケ ー ジ に 貼 る“シ ー ル”作 製 の ご 依 頼 で し た。

ける筆記具の選定も

文具と知恵と経験で、少量からご希望のシールをつくり

ポイントです。今回の

大いにご満足頂いたのであります。それから数日後・・・

ご 依 頼 に 関 し て は、

『木 阪 さ ん、ち ょ っ と ご 相 談

出来合いのものではイカ～ンのあります。このシールが

があるんじゃが・・・・お話しを

貼られ、各地に出荷～食卓やご家庭の団欒のお役に立

聞 い て も ら え ま す か

てるのであれば本望です。

ね ぇ・・・。』 ご 表 情 か ら 察
し、その瞬間

私の創作意

欲の導火線が点火したのを
感じたのであります。

【目 的】
出荷される品目は当然一つではなく、複数あるとのこ
と。其のうち、①スナップエンドウ
リージア

②キュウリ

③フ

④スイトピーが人気の様です。リクエストは

ズバリ！それらのゴム印が欲しい・・・との事でした。先日
のシールの空白欄に捺して出荷したいとの事。う～む、
ファンシー・スタンプメーカーさんは沢山あり、お花関連
は探せば何とか有りそうですが流石に“キュウリ”や“ス
ナップエンドウ”は・・・。（笑）

“どうせやるなら・・・”これは当店主の口癖です。どう
せやるのであれば、1ランクも2ランクも良い内容で行動
したいものです。経費は控えめですが・・・。木阪賞文堂は
漫然とお客様の言う通りのモノをつくる訳ではありませ
ん。ある時は“消費者の立場”で、またある時は“アドバイ
ザー”としてご提案しちょります。

【つくれる作戦】
かつて幾度も似顔絵スタンプもつくっているので、“キュ
愛用の万年筆にて作画中

【担当者より一言】

ウリ”や“スナップ
エ ン ド ウ”も 書 い
てスタンプをつく
ることとなりまし
た。ペンは敢えて

万 年 筆 で す。生
産者の方のイ
メージから、市販
のテザインや写真では納得いきません。手書き風合い
が、手作りの雰囲気を程よく醸し出してくれます。最初
のイメージが大切なので一部を除いて一発で書き上げ
ました。小学校～中学校まで図画工作はオール５だった
のを思い出しました。（他科目はオール３ですわ）

【備 考】
つくれる文具屋さん（木阪賞文堂）は、只単に商品を販
売するだけではありません。お客様からのリクエストに
対し、文房具（取扱アイテム）＆技術＆知恵を利用・活用
して出来る限りの事を実行します。文具屋さんなのに

こんとな事をしてんですかっ！？と驚くお客様の何と
多いことか・・・。無理な場合は『出来ませんっ！』と言い
ますけぇ、でもいろい
ろと相談してね。

【当店のモットー】
全ての商品・サービス
を通じてお客様を幸
せにすることです。

｢気持ちを伝える｣
弥生三月、そうだ文具を贈ろう！
色には、さまざまな色や意味がありますね。例えば、いつもと違
う色のワイシャツを着ると｢雰囲気も違って見えた｣そんな経験
はありませんか？

色には人の気分を左右する不思議な力

が備わっているのかもしれません。木阪賞文堂では、贈り物に

いろいろなシーンで応えてくれる無地包装紙とリボンを
各々20色揃えました。気持ちを伝える色であなたの想いをお
包みします。万年筆やボールペン、文具・・・受け取られる方が、
きっとあなたのその想いを感じてくれると思います。

地味目の店主が、VIVID(いきいきとした)包装紙と
リボンのサンプルをご案内致します。お好みの色であ
なたの気持ちをお包みしますよ。

そうだ！賞文堂！行こう！

深い色の包装紙とリボン

・会社名

淡い色の包装紙とリボン

(有)木阪賞文堂

◆今月の注目商品（サービス）のご案内

MONO消ｺﾞﾑスピードくじキャンペーン

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)

毎年このシーズンになると帰って来る
あの企画(キャンペーン)です。非売品
の超ジャンボ消しゴム(普通の消しゴム
の40個分)等、MONOブランドのオリジ
ナルグッズが当ります! 63円の消しゴ
ム1個でもその場でスピードくじが引け
ます。レジ先で当れば、その場で賞品
を進呈致しますよ! 是非店頭にお運び
くださいませ。(スタッフ一同)
スタッフ人数

↑写真は2等の“ＭＯＮＯ
カー”です。走るプルバック
仕様で人気者です。

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

