“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
右脳で文字を読む？・・・「速読」
読書と言えば、一文字一文字をなぞるように読む「なぞ
り読み」か、心の中で文字を音声化して読む「音読・黙読」
が一般的ですが、この「速読」は文字を素早く正確に読み
取る能力を高めたものです。斜め読みや飛ばし読みとも違
い、内容の理解度・記憶は通常の読書と同じで、読書速度

同じ時間内でも当然読書量が増えますので、今まで以上に

だけを数倍程度に引き上げるのです。
「イメージ脳」と呼ば

たくさんの本を楽しむことができます。また、学校受験や

れる右脳を活用し、まるで「看板を見るような感覚（イメー

資格試験などに挑戦したい場合でも、時間を有効に使えま

ジ）」で文字を捉えます。

すよ。試験に出る事柄を記憶するのにも以前なら一字一句

トレーニング方法は段階を追って行われます。例えば眼筋

覚えなくてはならなかったのが、定義・文章などが一定の

トレーニング、形を鮮明に捉える範囲を広げるトレーニン

まとまりで自然に頭に残るようになった、集中力が高まっ

グ、散らばった文字を瞬時に認識するトレーニングなど

た・・・という能力の向上を実感した方も多いようです。

ゲーム感覚で楽しめることでしょう。教室に通ったり通信

トレーニングを始めてあっという間に効果が現われると

教育で学ぶ方法がありますよ。コンテストや検定に挑戦す

いう訳にはいきませんが、訓練を重ね少しづつ「読書ス

るのも張り合いが出ていいですね！

ピード」が速まることを体験してみては？

“おしゃれの先生”を見つけよう！
ブティックなどで、目に付いたかわいい

い！あとはお手本となる“おしゃれの先

洋服。試着してみたら「あれ？思っていた

生”を見つけましょう。少し年齢が上のお

のと違う！」とガッカリされた経験はあり

友達や芸能人に「先生」になってもらうと

ませんか？選んだ洋服は確かに素敵なは

いいですよ。自分がその年齢に達した時に

ずなのに、頭の中の自分にはピッタリのは

同じように素敵になっていようという目

ずなのに。若い頃とは何かが違う自分と対

標となります。
「なぜ素敵だと感じたのか」

面してしまう少々悲しい瞬間ですね。マッ

「どこが自分と違うのか」よ～く観察し具

サージをしたり運動したり化粧品を試す

体的にメモしてみてください。先生の言

努力は無駄？いえいえ、そんなことは決し

動・生き方・趣味嗜好なども参考になりま

てありません。向上心を忘れず「素敵な自

すね。先生からたくさんのことを学べば、

分」でありたいと思い続けるのは大事なこ

いつかあなたも誰かの「先生」になってい

と。その気持ち、どうぞ忘れないで下さ

るはずですよ！

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

進化しています！「歩数計」

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

「Ｓｉセンサーガスコンロ」とは？

昔ながらの腰につけてカウントするタイプも根強い人気を
保っている歩数計ですが、高性能でカラーバリエーションが

［Ｑ］ ショールームで見たガスコンロに「Ｓｉセンサーコンロ」
と書いてありました。どういう意味ですか？

豊富になるなど、各社進化していますので、是非活用し体力向
上に役立てましょう。

［Ａ］ 新しいガスコンロはすべてのバーナーに最新セン

売れ筋は価格が千円台で大型表示が見やすいものですが、三
千円～五千円程度になるといろいろな機能がついてきます
よ。例えば、今までの縦方向に加え、横・斜めの 3 方向の歩
数測定が可能となった「３Ｄ加速度センサー」がついたもの。
これだとバッグやポケットに入れても測定可能です。他には
厚生労働省がメタボ対策で打ち出した新基準数値「エクササ
イズ（Ｅｘ)」が計測できるもの（１週間で２３Ｅｘが目標）、
脂肪燃焼量・時速４㎞以上の歩数・消費カロリーの三つが測定
できるダイエット向きのもの、女性に嬉しい美しい色のもの
や、防犯ベル付きのものまであります。

サーを搭載した「Ｓｉセンサーコンロ」となっています。
Ｓｉとは、
「Ｓａｆｅｔｙ（安心に）」
「Ｓｕｐｐｏｒｔ（便
利に）
」
「Ｓｍｉｌｅ（楽しく）
」の３つのＳと「ｉｎｔｅ
ｌｌｉｇｅｎｔ（賢く）」を意味しています。センサーが
鍋底の温度を感知し約２５０℃になると自動的に消火
して油の発火を防ぐ「調理油過熱防止装置」
、煮こぼれや
吹きこぼれ、強風などで火
が消えた時、自動的にガス
を 止 め る「立 消 え 安 全 装
置」
、
「コンロ・グリル消し忘
れ消火機能」の安全機能の
他、炒め物などの場合、鍋底
が約２５０℃になっても消
火せずに火力調節する「早
切れ防止機能」という便利
機能もあります。

バスルームをデコレーション♪
髪飾りや携帯電話にビーズなどで自分流にデコ
レーションを楽しんでいる人が増えています。今度
はバスルームも明るく飾ってみませんか？今回ご紹
介するのは「Ｐｅｔａｃｋ（ノルコーポレーション）
」
というユニットバスやタイルの壁に貼れる楽しいス

ればバスルームを可愛くデコレーションできます

テッカーです。円や多角形などの図形、ハートや音

よ。素材はエラストマーという特殊なもので、汚れて

符・雪の結晶などのオシャレなアイテムから、子ども

粘着力が落ちてしまっても水で洗えばきれいにな

が喜びそうな昆虫・動物・ディズニーのキャラク

り、繰り返し使えます。剥がした跡の心配もなく、レ

ター、きれいな色合いが嬉しい花や葉っぱまでデザ

イアウトの微調整も簡単。気分次第でいろいろなア

インが豊富なのでどれにしようか迷ってしまいそう

イテムを貼り替えることも可能なので、賃貸住宅で

です！おまけにペタっと貼るだけなので、５分もあ

も安心して使えるのが嬉しいですね！

しゅん

材料（４人分）
山芋３００ｇ ハム４枚 パセリ２本くらい 焼き海苔（全型）２枚
揚げ油・レモン適量

調味料（卵黄１個分

しょうゆ小さじ１）

貯蔵品であれば一年中店頭に置かれている山芋です

うるおし、保護し、たんぱく質の消化・吸収を高める働

が、１１～１月が本来の旬と言えます。棒状の長いも・

きがあります。さらにビタミンＢ１・Ｃや食物繊維、カ

いちょうの葉のような大和芋・こぶし形のつくねいも・

リウムも含まれており栄養豊富な野菜と言えますね。

自生する自然薯などの種類があります。消化を助ける

購入する際はでこぼこや傷が少なく、皮にハリのある

強力なでんぷん分解酵素のアミラーゼが含まれている

ものを選びましょう。カットしてあるものでしたら、切

他、あの独特な粘り成分はムチンというもので、粘膜を

り口がみずみずしくきれいなものを選んで下さいね。

「ずっと、まじめに」でおなじみの「ポンジュース」が４０周年を迎えました。
ご愛顧に感謝しての嬉しいこのキャンペーン。
たくさん飲んでたくさん応募しちゃおう～！

当時、愛媛県青果農業協同組合連合会の会長であっ

pomology など柑橘に関係した言葉に多い表記なので

た桐野忠兵衛氏がアメリカのジュース工場の素晴らし

採用したそうです。日本の代表的なオレンジジュース

さに驚き、工場見学からわずか 1 年余りでジュースの

の歴史を重ね、ずっと、まじめに 40 年！ご愛顧に感謝

製造・販売を始めたのが昭和 27 年 12 月のことでし

して展開される今回のキャンペーンはアタリが出れば

た。実が小さいために値段がつかないようなみかんの

4000 名 に！

処理ができることや、市場出荷量を調整でき価格の維

ハズレでも

持ができるメリットも大きく伸びる要因となったよう

Ｗチャンスで

です。

40 名に 1 名が

さて、印象的な商品名「ポンジュース」の「ポン」とは

当たる楽しい

どんな意味かご存じですか？実は日本一のジュースに

ものです。

なるように・・・との願いを込めて「日本（ニッポン）

これは、もう挑

一」の「ポン」から取ったのでした。

戦あるのみ！

また、昭和 28 年から「ポン」のローマ字表記」は「Ｐ

ですね。

ＯＮ」から「ＰＯＭ」に変わりました。
「ＰＯＭ」は文
旦（pomelo ポメロ）や果樹園芸学・果樹栽培法の

ずっと、まじめに４０年 ご愛顧に感謝して「当たりが出たらプレゼントキャンペーン」
【賞品・応募方法】 キャンペーン告知ラベルが貼付されている対象商品を購入し、
ラッキーウィンドウをのぞいて「アタリ」が出たら、もれなく「ＰＯＭ愛媛の柑橘ジュース
詰め合わせセット」をプレゼント。「ハズレ」が出ても、５枚集めるとＷチャンスに応募で
きます。点線部分で切り取って封書またはハガキにテープなどでしっかり貼り、必要事
項を明記の上送付。
【応募先】 〒790-8799愛媛県松山中央郵便局留
「当たりが出たらプレゼントキャンペーン」係
【受付期間】 2009年12月31日（木）当日消印有効
【詳細＆注意事項】 http://www.ehime-inryo.co.jp

KRYの情報番組に賞文堂が紹介されました！
こんにちは！社長の木阪です。今月2日に地元山口放送(ＫＲＹ）朝の情報番組『さわやかモーニング』で木阪賞文

堂が紹介されました。日本TV系の『ズームイン・サタデー』と『ズームイン・スーパー』で9月と11月に文具
の特集が組まれ大好評だったとの事。そこで山口放送の報道担当の方が年末商材と文具のキーワードでインター
ネットで検索したところ、「今年の年賀状は消しゴムはんこで手作り年賀状に挑戦!」をテーマに(毎月恒例の）
消しゴムはんこ教室を開催している地元・木阪賞文堂にヒットし、教室の模様を取材～何と番組内で紹介される
運びとなりました。ＫＲＹ入社二年目のお馴染み小野口奈々アナウンサーが教室を体験してくれました。

1、『さわやかモーニング』オープニング、
この時間帯は日の出前でまだ真っ暗です。

4、まず、店内のオススメ商品を解説中。小野
口アナのおかげで店主舌好調～っ！

7、ホリホリ・・･彫り方も実演を交えます。見
よ！この熟練した技術！

10、涙と汗の感動の瞬間です。みなさんお
疲れ様でした。拍手、拍手、拍手の嵐。

2、今回取材に来て頂いた小野口アナ(左)
と、平生町出身の國森アナ(右)登場。

5、おっと今回の目的は“消しゴムはんこ教
室”の取材です。今迄彫った作品をご紹介。

3、店主登場です。緊張しているのか、汗を
かいております。(笑)

6、懇切丁寧に、小野口アナに説明する木
阪賞文堂スタッフ。聞いていて分かり易い！

8、毎度の事ですが、彫ることに集中すると
静寂が教室内を包むのです。（笑）

9、小野口アナ持参の図案を分担して彫り、
多色捺し。何とみっちり3時間の教室でした。

11、完成した作品です。手間を掛けた想
いはきっと相手に伝わりますよ。

12、こんな時代だからこそ、文具のアナログ
の部分を大切にしたいと思います。

＊木阪賞文堂の消しゴムはんこ教室は、毎月25(はんこ)日開催。12月は時節柄もあり11日(金)の開催です。

“2009ベスト文具30”発表！ そんな中・・・

木阪賞文堂のお薦めＮｏ，1とは！？
左の雑誌は、12月1日に発刊された

文具のフリーマガジ

ンＢＵＮ２です。今回の目玉特集は、今年の文具ベスト30
の発表です。木阪賞文堂スタッフが文具のプロとしてお薦
め す る 第 一 位 を ご 紹 介 さ せ て 頂 き ま し ょ う。そ の 理
由？・・･お客さまの声を読んでいただければきっと解っ
て貰えると思いますよ。現物はお店に在りますのでよかっ
たらお試しになってみてくださいませ。（木阪美：記）

＜パイロット

↑フリクションのシリーズ
には蛍光ペンやカラーペン
等種類も豊富なんです。

フリクションポイント0.4＞

＊本体付属ラバーでこすると摩擦熱で筆跡を無色にする消
せるペンです。細書きながら滑らかな書き味、15色有。
◆昔は細いカラーペンの種類も少なく、消せるものは無

文具のフリーマガジンＢＵＮ2
最新号には今年の文具ベスト30
が紹介されています。あなたは幾
つお持ちですか？

かった。ペン先が細いと手帳に書きやすいし予定変更が
あってもコレなら書き直せるので、本当に楽。手帳も、キ
レイに使えるから愛用中です。

(23歳女性)

◆0.5㍉はちょっと手帳に書くとき太いかなぁ・・と感じ
↑後から消せるというだけ て い ま し た が、0.4㍉ の こ の ペ ン を 見 つ け て 即 購 入。ボ
でこれだけ作業効率が上が
ディもスリムでペンさしにも入るようになったし文句なし
るとは・・・本当に助かり
ます。手放せませんよ。
です。 (43歳女性)

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名

(有)木阪賞文堂

◆今月の注目商品（サービス）のご案内

“スイング･ロジカル ノート”(ナカバヤシ）
クイズ番組などでおなじみの高学歴
芸人「ロザン」とナカバヤシが共同
開発したノートです。「記入しやす
さ」と記入した文章の「読みやす
さ」にこだわった新しいノートのシ
リーズです。今年は大学ノートの超
当たり年でした、店頭で（手にとっ
て）他のノートと比較してみてくだ
さいね。(スタッフ一同)

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

コクヨの東大ノートに対抗し各社
とも素晴しいノートを続々投入！

9名（中央店７名、白壁店２名）

★年賀状印刷翌日（即日）お渡しＯＫ！葉書も当店で準備してます
・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

