“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。
2010.2月号

発行

回覧
“コーヒー”を極める！
あちこちにあるチェーン店のコーヒー、缶コーヒー、そ
して家でもコーヒーメーカーによって手軽にコーヒーを
楽しめるようになりました。たまには、おうちでゆっくり
時間をかけて一杯のコーヒーを淹れてみてはいかがで
さらにコーヒーの本格的な淹れ方のコツ、歴

と言われています。いずれも水道水を５～６分沸騰させれ

史、種類などを学べば、コーヒーがもっと味わい深くなる

ば塩素分も抜けて適した湯となります。その他、どの豆を

かもしれませんね。ペーパードリップ式は手軽ですが、淹

使うか、またはブレンドするか。美味しいお菓子との組み

れ方にちょっとしたコツが必要なので、初心者と上級者で

合わせなど、自分のコーヒーの味を作るまでには色々な選

は味に大きな違いが出てしまいます。喫茶店などでよく見

択肢があり、実に奥の深い世界なのです。

かけるサイホン式は器具に５～６千円ほどかかってしま

コーヒーの知識に自信がついたらコーヒーコーディネー

いますが、手順を守れば経験の浅い人でもプロに近い味が

ター検定に挑戦してみるのも楽しいですね。また、コー

出せますよ。自家焙煎が無理でも、コーヒー豆を挽くのは

ヒー会社ＵＣＣでは“ＵＣＣコーヒーアカデミー”という

淹れる直前に自分でやりたいものです。使う水ですが、酸

講座を開設しており、気楽にコーヒーを楽しむセミナーか

味を出したい場合は軟水、酸味を抑えたい人は硬水が良い

ら本格的なバリスタを目指すコースまでありますよ。

しょう？

ブーツ美人になりましょう！
大人の女性たるもの、足元のお洒落は重

おくと、場所をとらずに便利です。次は汚

要です。若い時のように流行の靴を次から

れを落とすケア。専用のブラシで埃を落と

次へと購入するのではなく、しっかりお手

してから、柔らかい布とクリーナーを使っ

入れをして大切に長く使いたいですね。こ

て優しく拭きます。その後、防水スプレー

の冬、大活躍してくれているブーツもキチ

をかけます。このお手入れのタイミングは

ンとケアをして長持ちさせましょう。

２週間に一度で大丈夫。日頃は脱いだ後に

まずは形を美しくキープするケア。ブー

ブーツキーパーにセットしてササっとか

ツキーパーを使って型崩れしないように

ら拭きすれば良い艶を保つことができま

します。ブーツキーパーが無ければ、ス

すよ。ただし、臭いが気になるようでした

トッキングに新聞紙を入れたものでも代

ら雑菌が増えているせいかもしれません。

用できますよ。また、使い古した厚手のタ

除菌消臭スプレーをして風通しの良いと

イツに入れて、クローゼットにぶら下げて

ころで乾かしましょう。

老化をストップさせるヒケツ

健康な髪は元気な頭皮から・・・
艶のある豊かな髪を望んでいても、土台である頭皮の環境
が悪ければ髪が痩せたり抜けたりしてしまいます。大事なこ
とは、頭皮のマッサージをすることで新陳代謝を高め血流を
よくし、髪の毛にも栄養がいきわたりやすくすることです。し
かし、やり方を間違えてしまうと頭皮を荒らし傷つけてしま
い逆効果。丁寧に・やさしく・そっと触れることを心がけま
しょう。まずは肩の力を抜いてリラックス。指の腹を頭皮に密
着させて、滑らないように引き上げる。強く押したりこすった
りしてはいけません。身体全体でリズムをとるように、そして
細胞が元気になるイメージを持ちながらマッサージしましょ
う。頭皮に思いやりを持って、丁寧に触れること・・・つまり
自分を大切に扱うことが健康につながるのですね。朝の洗顔
後やシャンプーの前後など、一日３回程度がおすすめです。

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

悪質な業者にご用心！
［Ｑ］ 世の中には悪質な業者もいると聞きます。
何か見分ける方法はあるのでしょうか？
［Ａ］ 危険な業者にはいくつか共通点があると言われて
いますのでご紹介します。
「今、契約を頂けるなら○円お
安くしますよ」などと契約を急がせる。質問に対して納
得できる答えが返せない知識の浅い営業マン。その場し
のぎなのか何に対しても「はい、はい」と調子がいい。
こちらが望んでもいないのに大幅な値引きの提案をし
てくる。契約を断ってもなかなか帰らない。
「このままで
は家が崩壊する」などと脅迫めいた話をする・・・など
です。契約を急かされても、
家族に相談すると言って
しっかり断りましょう。万
が一、契約してしまっても
７日以内であれば、クーリ
ングオフという制度が適用
できますので、直ちに処理
をして下さい。工事の検討
は、結論を急ぐことなく冷
静にしましょう。

正しい温泉の入り方
せっかく温泉に来たんだから何回も入ってお肌ツ
ルツルにするわよぉ～！と、はりきってしまいそう
ですが、これは間違いですので気をつけて下さい。自
然の恵みである温泉の効能をしっかり受けられるよ
う“正しい方法”で入浴しましょう。 まずは、かけ

てひと休み」を２～ 3 回くりかえします。合い間にス

湯。身体の汚れを流すと同時に、温泉に身体を慣らす

トレッチやマッサージをするとリラックス効果が高

意味もあります。心臓から遠い部分から順にかけて

まりますよ。薬効成分を肌になじませるために、シャ

いきましょう。温泉によっては思いがけず熱い種類

ワーなどの上がり湯は必要ありません。入浴後は水

のお湯もありますので気をつけてくださいね。次に

分をたっぷり摂ってゆっくり休んでください。入浴

湯船に入りますが、どっぷりと首までつかるよりは

は一日２～ 3 回までにしましょう。くれぐれもたく

半身浴がおすすめです。
「汗ばんできたらお湯から出

さん入ろう！などと欲張らないように・・・。

しゅん

材料（4人分）
米2合、黒豆（炒っておく）80g、水500cc、
鶏ひき肉３００g、玉ねぎ２個、にんじん５ｃｍ、しいたけ４枚、
しょうが２０g、にんにく1片、トマト大2個、カレー粉大さじ２、小麦粉大さじ２、
メープルシロップ大さじ１、塩こしょう少々、サラダ油適量

黒大豆（くろだいず）とも呼ばれる黒豆。種皮にアン

なると寒さで毛穴も締まり、尿の水分排出に頼ること

トシアニン系の色素を含んでいるので真っ黒です。し

が多くなりますね。そうなると腎臓の動きが活発とな

かし栄養成分としては普通の大豆と同じだそうです。

り疲れやすくなります。黒豆はそんな腎臓を優しくい

通常ですと煮るのに大変な手間と時間をかけますが、

たわると言われています。そして身体を暖める鶏肉と

今回は炒ることで、手間を短縮。香ばしく仕上げます。

カレーの辛みでパワーアップ！冬の終わりをしっかり

夏の間は汗で身体から水分を排出します。しかし冬に

と乗り越えましょう。春はもうすぐそこですよ♪

温浴効果で疲れをとり、香りと色で心をいやし、
より豊かなバスタイムを演出する白元の発泡入浴剤シリーズ。
さらにリラックスグッズを当てちゃおう！という、ちょっと欲張りなキャンペーンです。

株式会社白元は大正１２年創業（設立昭和２５年）
。長

てくれているのですね。

い歴史の中で数々のロングセラー商品を生み出してき

今回のキャンペーンの対象商品となっているのは、

ました。その伝統を礎に、消費者にとっての“うれしい

炭酸ガスが温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復

（ＨＡＰＰＹ）
”のためにできることを常に探していま

や肩こりなどに効果がある発泡錠剤タイプの入浴剤

す。そして「サムシングニュー」
「サムシングディファレ

（１６錠入・２０錠入）です。なかでも４種類の香りと

ント」
「サムシングバリュー」なサービスを提供すること

お湯が楽しめるア

をコンセプトとしている企業なのです。

ソートパックがおす

例えば、衣替えの時期に香りを漂わせながら使うのは

す め。リラッ クス ア

「パラゾール」や「ミセスロイド」
。受験の日にかじかん

ソ ート、和み アソ ー

だ手を温めるために使う「ホッカイロ」
。夏の寝苦しい夜

ト、くつろぎ アソ ー

や発熱した時にひんやりした感触が心地よい「アイスノ

ト、そしてミルキータ

ン」。寒い日にほんわか温めてくれる「ゆたぽん」。冷蔵

イプのミルモアソー

庫の中にはノンスメル。その他、マスクや綿棒・ガーゼ・

トパックなど、種類も

殺虫剤などなど。私たちが白元という社名を意識してい

豊富なので日替わり

なくても、四季を通じて私たちの生活にそっと寄り添っ

でどうぞ♪

う～ん、いい香り！体も心もリラックス！！キャンペーン
【賞 品】

Ａ：足リラックスコース「フットマッサージャー」30名
Ｂ：肌リラックスコース「オーガニックタオル」30名
Ｃ：心リラックスコース「半身浴用チェアー」30名

【応募方法】 対象商品400円分以上のバーコードを1口として、
応募ハガキか官製ハガキに貼り、必要事項を記入の上郵送
※期間中一人何口でも応募可
【応募先】

〒177-8691 郵便事業株式会社 石神井支店 私書箱37号
白元「う～ん、いい香り！体も心もリラックス！！キャンペーン」係

【応募締切】 2010年2月28日（日）当日消印有効
※当選の発表は、賞品の発送をもってかえられる
【詳 細】

http://www.hakugen.co.jp

“似顔絵”は“文具”に通じる・・・かな（笑）
賞文堂のホームページ（トップ画面）がリニューアル
こんにちは！社長の木阪です。寒

⇒“集合似顔絵”

暖の差が大きい日もありますが、

に一新致しまし

“春”迄もう少し・・引き続き健

た。文 具 は そ れ 自

康管理には注意を払いたいもので

身(単体)でも楽し

すね。さて つくれる文具屋さん木阪賞文堂、身近 な

く便利な物が多く

文具 や オフィス用品 に、知恵 と 経験 と 感性 を加味

有りますが、複数を組み合わせて使用することで、

（利用）して『こんな事をしたいんじゃけど、何か

成果や使い心地が格段に良くなる事例は枚挙に遑

よい方法あるかねぇ？』といった皆さんのご要望、夢

(いとま)がありません。アナログな物同士、アナログ

や想いをカタチにしてご提案させて頂いております。

とデジタルの組み合わせ・・今回の似顔絵もそんな

この度ホームページのトップ画面を“集合写真”

流れの中で取り入れました。洒落たホームページが
溢れている中で（全世界に繋がっているインター
ネットの世界で）敢えて柳井と近郷近在を意識した
木阪賞文堂のホームページは奇異なものに映るかも
しれませんね。まちの小さな文具屋さんですから、
県外からのお問合せは嬉しい反面、戸惑うこともあ
ります。狭いエリアでも、ご近所（地元）の皆様に
何度もご利用頂ける事の方が尊いことだと考えてい
ます。ショップ と カタログ と ＩＴ との程好い融合を目指
している木阪賞文堂、よかったらホームページの方
もじっくりとご覧になってみてくださいね。
（木阪泰：記）

どの似顔絵が誰か、お分かりですか！？

心に残った一言・・・『お待ちしておりました。』
業種が違っていても良いところは取り入れたいものです
先日健康診断で、とある医療機関様を利用させて頂きました。以前と比べて『何かが違う！一体何が？』・・・
職員の皆さんのテキパキとした、そして丁寧な対応はまるで百貨店で買い物をしているような・・・そんな錯覚
（？）を起こしたほどでした。特に印象に残ったのは（当然予約していた訳ですが）検診受付窓口での『お待ち

しておりました』の一言です。予約したホテルで、フロントの方と会話をしている心地よさがありました。自分の
ことを“待って”いてくれた・・・何だかとても嬉しくて、その日は（寒い
日にもかかわらず）ポカポカした気分でした。医療に携わる方々の接客レベ
ルがこれほど高くなっていることに驚くと同時に、小売・サービスを本業と
する自らを大いに戒めました。キーワードは“関心”･･･健康診断も、接客
の勉強も出来て意義の在る1日となったので御座居ます。（木阪；記）

お若い方でも、意外とノーマーク・・・

あなたのパソコン、ウィルス感染大丈夫？
某日夕方5時、地元保育園の園長先生より

『パソコンの調子が悪いんじゃけど・・・』とお問合せを頂戴し、ＰＣ対策スタッフと即出掛けました。
激闘5時間･･原因は“ウィルス”でございます。
ウイルス対策ソフトを入れているから大丈夫・・ってな事は決して無いのでございます。
また、近年はお仕事熱心な職員さんが多いので

パソコンが無いと
日常業務が
進まない時代です。
手を抜くと（？）
手が掛かりますねぇ。

スタッフ間でのＳＤカードやメモリフラッシュ等の記録媒体のやり取り、
また自宅ＰＣでの作業がそれらを助長してしまいます。
（油断すると甚大な被害が出る場合も･･･）

『きゃ～、新型インフルエンザみたいじゃねぇ～、本当じゃね～、きゃ～』と
保母さん方のコメントに癒されながら、パソコンを1台1台・・・メディア1個1個を
コツコツと黙々と検索～駆逐業務が続きました。何とか翌日以降の業務が
出来るまでに復旧、ふと時計を見たら10時でした。
『あなたのＰＣに、ひょっとしてウィルス潜んでませんか？』
パソコン操作自体は知っていても、意外と無関心なウイルス対策。
今更ながらのウイルス対策勉強会・・・ご希望有れば
各事業所さんで講習会しますよ。

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

“ポンピタおなまえスタンプ”(シャチハタ）

・
ご入学ご入園予定のお子様のいらっしゃるお母さんには、嬉しぃ～
スタンプです。素材を選ばずいろいろ捺せるんですよ。(¥1,780)

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

9名（中央店７名、白壁店２名）

★平日の30分！都合に合せたプチ消しゴムはんこ教室開催中。
・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

