“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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野菜と果物をもっと知る“野菜ソムリエ”
毎日のように接している野菜・果物ですが、旬・種類・
保存方法・栄養価・食べ方など本当に正しく理解できてい
るでしょうか？

この“野菜ソムリエ”とは正式名称を

「ベジタブル＆フルーツマイスター」と言い、日本ベジタ
ブル＆フルーツマイスター協会の養成講座を受講し、試験

ジュニアマイスターの場合、きちんと課題を提出し、勉強

に合格した方に与えられる民間の資格です。野菜・果物の

すれば決して難しい資格ではないと言われています。何よ

知識を深め、魅力を理解し、豊かな食生活の実現に役立て

り、日頃何気なく調理したり食していた野菜・果物の深い

ようという一般のＯＬや主婦、青果物・食品業界に携わる

魅力に触れ、ひとつひとつが愛おしく思えて楽しい受講に

プロの方まで様々な人が受講しています。

なることでしょう。教室に通えない方にもＤＶＤ学習と数

この資格は 3 段階に分かれています。まずは、野菜・果物

日のスクーリングを合わせた通信講座がありますので、時

の魅力を知り、自ら楽しむことができるジュニアマイス

間の無い方や自分のペースで自宅で勉強したい方も取得

ターコース。次に、その魅力を他者に伝えることができる

は可能ですよ。
●日本ベジタブル＆フルーツマイスター協会●

ようになれるマイスターコース。そして野菜・果物を通じ

http://www.vege-fru.com/

て社会で活躍できるシニアマイスターコースです。例えば

“帽子とコート”をスタイリッシュに！
帽子はかぶってみたいけど、慣れてない

髪型をあまりつぶさないで済むので安心

ので苦手・・・という方も多いようです。

です。色合いも自分の髪色に近いものを選

帽子を上手くかぶれるようになるには「と

べば違和感がなくかぶりやすいでしょう。

にかくかぶる！」です。始めは玄関から隣

そんなキャスケットに合わせたいのが、細

の角まででもよいのです。慣れることが大

身のコート（または細身のジャケット）
。

事なので勇気を出してかぶる時間を増や

マフラーを長めに前にたらせば、縦のライ

しましょう。寒い時期、頭部をカバーする

ンがより強調され、都会的な雰囲気になり

と思いのほか暖かいもの。また、ヘアスタ

スッキリした印象を持たれることでしょ

イルが決まらない時など、まとまらない髪

う。タートルネックのセーター＋細身の

を隠すことができて実は「めんどくさがり

コート＋マフラー＋キャスケットのコー

屋さん」にはピッタリのアイテムなのです

ディネートがおすすめ。ボトムも細身にす

よ。今回、ご提案するのはキャスケット。

ればさらに垢抜けますよ♪

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

やっぱり基本は食生活！

子ども部屋のひと工夫

美容のため、そして高血圧症・脂質異常症・糖尿病・骨粗鬆

［Ｑ］ そろそろ独立心も芽生えてきた子ども達に部屋を作っ

症などを防ぐために食生活に気を配ることは大切です。でも、
毎日健康によい献立を考えていくのは大変かもしれません。
実はとても良い方法があるのです。それは、従来からある日本
の伝統的な食事を作るだけでよい、ということ。ごはん・具だ
くさんのお味噌汁、それに納豆・焼き魚・青菜のおひたしがあ
れば、素晴らしい健康食！ ただ気をつけたいのは、塩分のと
りすぎです。薄味を心がける、魚の干物には必ず大根おろしを
添える、余分なナトリウムの排出を促すカリウムが含まれる
海草を多めにとるなどの工夫をして下さい。また、消化機能が
低下しているからといって柔らかいものばかり食べていると
便秘になりがちです。食物繊維を多く含む芋・豆類・キノコを
多く摂るようにします。食生活が管理されていれば、自分の能
力をじゅうぶんに引きだすことができますよ！

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

てやりたいと思いますが、引きこもったりしないかと少々心配
なのですが・・・
［Ａ］ せっかくよかれと思って作った子ども部屋なの
に、
「プライバシー」という言葉を振り回されて困ってい
る方も多いようです。部屋を与える時に、この部屋は「あ
なただけの部屋ではなく、あなたが管理を担当する部屋
なのだ」ということをよく言い含めることも大切です
ね。また、図のような工夫はいかがですか？

机と本棚

を置くスペースは、仕切りを作らずオープンな勉強コー
ナーにします。その代わり
にカプセルホテルくらい狭
い最小限のベッドスペース
を設け、プライバシーを確
保してあげるのです。家族
間と顔を合わせる機会もあ
り、なおかつ一人の時間も
楽しめる・・・自然な流れの
中でのコミュニケーション
が生まれることでしょう。

お風呂にも草花を・・・
温度や湿度の変化が激しく、草花をずっと飾って
おくのは少々難しい浴室ですが、少し発想を変えて
大好きな草花を「浴室に持ち込む」とお考えになって
みてはいかがでしょうか？ふだんは洗面所など他の
スペースに置いておいた草花を、さて、ゆっくりバス

ですよ。最近では上質の造花が多く、一見だけでは本

タイムを楽しもうかと思った時に一緒に持ち込むの

物の花と見分けがつかないほど。季節に応じた花を

です。少し香りの強いものがおすすめ。花ではバラや

自由に飾ってみましょう。

ユリ、グリーンならユーカリなどはいかがでしょう。

ただ、気をつけたいのは花器の置き場所と材質です。

大きく深呼吸して自然な香りを味わってください

浴室内で割れてしまうと怪我の元。できればプラス

ね。出し入れしなくちゃいけないのはめんどうだ

チックなど割れないものを使いましょう。人の動き

わ・・という方は「造花（アートフラワー）」も素敵

の邪魔にならない安定した場所を選んで下さい。

しゅん

材料（４人分）
ワカサギ 200 グラム、おから 100 グラム、長ネギ 10 センチ程度
にんじん 60 グラム、酢大さじ２、砂糖大さじ１、塩少々、酢適量

ワカサギは漢字で「公魚」と書きます。これはかつて

ンスが非常に優れています。今回のレシピではおから

徳川十一代将軍徳川家斉に年貢として納めたことに由

の植物性タンパク質と一緒に摂取することで、血や肉

来するそうです。寒冷地では、凍りついた湖面にアイス

をつくり、脳の働きを活性化させ、筋肉を丈夫にするほ

ドリルやつるはし等で直径２０センチくらいの穴をあ

か、病気や怪我に対する抵抗力を高める効果が期待で

け、その穴から釣り上げる「穴釣り」という方法が有名

きます。さらに酢を加えることでワカサキ独特の臭み

ですね。ワカサギの動物性たんぱく質はアミノ酸バラ

を消しますので召し上がりやすくなっていますよ。

のどにマスクするように、どこでも手軽にのどを守る！
「浅田飴ガードポケット」の新発売を記念したキャンペーンです。
クイズに答えて豪華賞品当てましょう！

“良薬にして口に甘し”という言葉をご存知でしょ
うか？

創業者となった堀内伊太郎が商売繁盛には広

告が大事だと、株式会社浅田飴の前身である堀内伊太

キャッチフレーズを新聞に掲載、また当時「引札」と呼
ばれるチラシをカラフルな色合いで制作するなど、広
告を上手く利用することで大いに繁盛したそうです。

郎商店の時代に新聞広告に載せたキャッチフレーズで

さて、この新商品“ガードポケット”は口腔内殺菌成

す。浅田飴の「浅田」という名前の由来は、大正天皇が

分ＣＰＣを配合した薬用のどスプレーです。のどにマ

皇太子の頃の侍医であった浅田宗伯という漢方医から

スクするように、どこでも手軽にのどを守ることがで

来ています。彼のもとで書生をしていた堀内伊三郎が

き ま す。グ リ ー ン

その働きを認められ、宗伯から水あめの処方を受けま

アップル味とグレー

した。その処方をもとに、妻・義兄とともに“御薬さら

プフルーツ味、どち

し水飴”として発売したのですが思うように売れず途

らもお洒落でかわい

方に暮れ、すべてを息子の伊太郎に委ねることにしま

いパッケージ。バッ

した。商才のあった伊太郎は「“御さらし水飴”という

グからサっと取り出

商品名ではイメージが古すぎる。浅田宗伯の名前をも

してシュー♪しま

ら っ て“浅田 飴”と しよ う！」と思 い つ き、前 述 の

しょ！

浅田飴ガードポケット新発売記念キャンペーン
【賞品】 Ａ賞（3名）プラズマクラスターイオン発生器（SHARP）
Ｂ賞（10名）アロマポット（ELAICE）
Ｃ賞（30名）浅田飴ガードポケットオリジナルＱＵＯカード（500円分）
Ｄ賞（60名）浅田飴ガードポケット1つ （味の指定は不可）
【応募方法】 キャンペーンサイト内の動画で提案している“使用シーン”に関する
クイズに答えて応募。
【キャンペーンサイト】 http://www.asadaame.co.jp/pocket/campaign.html
【応募期間】 2009年11月1日～2010年2月1日 12：00
※応募は一人一回まで。当選者の発表は賞品の発送をもってかえられます。

“キットパス”て゛“必ず合格”！？
受験生の皆様！ 数量限定で進呈致します
～粉が落ちない、日本理化学工業社製、“キットパス”お守りです～
こんにちは！社長の木阪です。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。さて、

日本理化学工業というチョークを製造する小さな会社があります。法政大学教授の
坂本光司著『日本でいちばん大切にしたい会社』でも紹介されています。読んでか
なり感銘を受けました。50年前に知的障害を持つ二人の少女を、｢私たちみんなで
カバーしますから｣という社員達のたっての願いで採用した会社です。今、この会社
の障害者雇用率は7割に及んでいるそうです。会社というものは売上を上げる為に、
利益を上げる為だけに存在しているのではありません。本当に人々に必要とされ、
社員達も誇りをもって働くことができる・・・その結果、みんなが幸福を感じるこ
とができる、そんな会社になるために存在
しているのだと感じさせてくれます。詳細
は紙面の都合で書けませんが、その姿勢に共感致しました。キットパス
は、ホワイトボードやガラスにかけるチョークマーカーです。木阪賞文
堂という文具屋さんとして、これらの商品をもっと地元の皆さんに知っ
て欲しいと思いました。キットパス大作戦・・・今年から継続的に進め

本体カラーは5色あります

ます。日本理化学工業さんのある神奈川県川崎市には川崎大師がありま
す。木阪賞文堂の電話番号・・・0150を『オ～！行くぞ合格！オ～っ！』と・・・語呂合わせが閃きました。
チョークですからね、やっぱり学生さんにご利益があるようにしたいものです。“キットパス”お守り仕様と
して完成形に持っていきたいです。1～2月には本数限定（50本）で恐
縮なのですが、ご来店～お申し出を頂いた受験生の皆さんに限って

“キットパス”お守りを進呈します。この場合、○○円以上お買い上
げの方に限り・・・等といった旨の制限は一切設けません。日本理化学
工業さんの製品を一人でも多くの方に知って使っていただき、両者を応
援したいと思うのであります。尚、この企画は当ニュースレターを含む
一部の媒体での告知のみで御座居ます。（木阪泰：記）

1月2日に、防府天満宮さまにキット・パスを持参し祈願いたしました。因みに、
この日引いたおみくじは“大吉”でしたよ。

特に、受験生の皆さんは体調管理に気をつけてくださいね。

高校生の書道部での青春を描いた漫画・・・

NHKでドラマ化決定!｢とめはねっ!｣に注目
本年元旦の読売新聞を炬燵(こたつ)に入ってジックリと読んでおりますと左の記事が目に飛
び込んできました。『若者の心トラえました！筆文字味わう楽しさ』・・・最近、筆文字の
魅力が見直されているという内容です。丁度、日本テレビ系列の情報番組「ズームイン!!
スーパー｣で｢第四回書道ガールズ甲子園｣を放映しており人の背丈以上もある大きな紙に
女子高校生のグループが協力しながら筆で文字を描くパーフォーマンスの様子も視聴し

近年見直されてきている万年筆や、すっかり文化として根付きつつある消しゴムはんこ等に
通じる流れを感じました。自由自在に書いた文字が「筆文字アート」として注目もされてい
るそうで文字アートの魅力について紙面では｢わざと墨をかすれさせたり、太く書いたり
と、工夫すればする程自分の個性を表現できる。伝統的な書道
と違って手本は無く正解がないから気軽に始めやすい。｣と記し
ていました。私も昨年、呉竹社のスターリーナイトという筆ペン
(¥12,600)と出会い何とも心地よい時間を持つ喜びを知りまし
た。地元の文具屋さんとしてテレビもコミック本（2006年に始
まり現在コミック5巻で110万部の大ヒット）もチェックし皆さん

に良いアドバイスが出来たらと思っています。（木阪美；記）

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名

2010年1月7日毎週木曜日午後8時、
NHKで連続6回放映予定です。

(有)木阪賞文堂

◆今月の注目商品（サービス）のご案内

“色鉛筆・ユニカラー240色”(三菱鉛筆）

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)

三菱鉛筆さんが販売開始した5,000
セット限定の製品です。ケースには
シリアルナンバーを刻んだプレート
が輝きを放ちます。1本1本の色につ
いて吟味を尽くし最高品質を守る為
に国内で製造した“歴史に残る色鉛
筆”と言っても過言でありません。
240の色の波に溜息が漏れます。
使うもよし！見るだけでもよし！
(¥52,500)
(スタッフ一同)
・スタッフ人数

9名（中央店７名、白壁店２名）

★月内にスタッフ全員の似顔絵がホームページに登場しますよ！
・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

