“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。
2010.4月号
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回覧
体幹を鍛える“ピラティス”
ピ ラ テ ィ ス と は、正 確 に は「ピ ラ テ ィ ス・メ ソ ッ ド
（Pilates method)」と言い、１９２０年代にドイツ人従軍
看護師ジョセフ・ピラティスがエアロビクスを元に考え出
したエクササイズのことです。そもそもは第一次世界大戦
の負傷兵のリハビリテーションのためのものだったと聞

のバスタオルを敷きましょう。また、回りが散らかってい

けば、健康な人だけがやるものではないことがおわかりい

ると気持ちが落ち着かず、ぶつかったりすると危険なので

ただけることでしょう。難しい！身体が固いからできな

事前に部屋の整理整頓をしておくといいですよ。三つ目は

い！などと思わずに、是非挑戦してみてください。継続し

ウォーミングアップを忘れないこと。軽く身体を動かして

て続けることで、代謝が上がる、姿勢が良くなる、動作の

から始めると効果もアップします。ピラティス教室には大

無駄がなくなり怪我をしにくくなるなどの効果が期待で

きく分けて二種類あり、マットを使いグループで行うもの

きます。ピラティス成功のポイントは３つ。一つ目は最大

と、マシーンを使って個人もしくは少人数で指導を受ける

限に動かせるよう、身体を締め付けない服装で行うことで

ものがあります。運動に不安がある方、腰痛などトラブル

す。二つ目は、リラックスできる環境を整えること。仰向

を抱えている方はカウンセリングを受けてプログラムを

けで行うことが多いので、固い床でしたらマットや大きめ

作ってもらうことをおすすめします。

大人らしく着こなすＴシャツ
Ｔシャツは若者の服だから・・・と敬遠

ならではの落ち着いたＴシャツの着こな

されていませんか？お洗濯もラクですし、

しをするには、無地か、多色使いの不規則

何より着心地が良いＴシャツ、ちょっとし

な間隔のボーダーがおすすめです。ただ

た工夫で大人の着こなしができるので、ぜ

し、体のラインにフィットしたものを選ば

ひ挑戦してみて下さいね。

ないとだらしない雰囲気になってしまう

細身の方は、鎖骨が隠れるボートネック

ので注意しましょう。アクセサリーも大事

タイプがおすすめです。スカーフを首に巻

なアイテム。パールやきれいな色の天然

けばボリュームも出て、顔の印象も華やか

石、ビーズなどのネックレスを合わせれ

になります。腕の太さが気になる方は、濃

ば、よりエレガントになりますよ。太いベ

紺か黒を選ぶと引き締まって見えます。ゆ

ルトをすると腰の位置が高く見える効果

とりのあるフレンチスリーブにして、胸元

があります。お腹回りが気になる方の体型

が開いたものを選びましょう。また、大人

カバーの役割もしてくれますよ。

老化をストップさせるヒケツ

マイナスイオンを摂り入れる
水や空気中に存在するという目に見えない電気を帯びた粒
子イオンには、プラスイオンとマイナスイオンの二種類があ

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

壁の空洞を利用“ニッチ”
［Ｑ］ 廊下の壁がなんとなく寂しく感じられます。何か良いア
イディアはありませんか？

ると言われています。プラスイオンを多く摂り入れてしまう
と、身体が酸性に傾き、免疫力低下・頭痛・不眠・めまい・肩
コリ・イライラなどを引き起こす原因となると言われていま
す。工場の煤煙や車の排気ガス、タバコの煙などに多いそうで
すよ。逆にマイナスイオンは身体が弱アルカリ性になり、免疫
力向上・呼吸器向上・疲労の軽減・精神安定などの効果が期待
できます。マイナスイオンが多いのは、滝や噴水の近く、雨上
がりの空気中などです。そうした環境の中に行けない時には、
もっと気楽にシャワーで摂り入れるのがおすすめです。深い
呼吸をしながら、シャワーで気持ち良くマイナスイオンを浴
びましょう。ただし、湯気が浴室に充満してしまうと、効果が
なくなってしまいます。時々換気をするのがコツですよ。

［Ａ］ ニッチはいかがでしょう？

ニッチとは壁をへこ

ませたくぼみのことです。西洋建築でよく見られるもの
で、彫刻・花瓶・噴水などを設置します。一般家庭では、
雑貨や植物を飾る台として、玄関や廊下の壁のポイント
に作るケースが多く見られます。構造としては、間柱の
間の空間に枠をはめ込むのですが、左右の間柱にビス止
めするので、間柱の間隔に合わせてニッチのサイズを決
めることになります。ディ
スプレイスペースとしてだ
けでなく、間仕切り壁に設
ければ、向こう側の様子を
感じとることができる上、
明かりとりとしての役目も
果たせます。枠を壁と同系
色にするか、アクセントと
なる色でペイントするかで
も印象が違ってきますよ。

子どもと風呂育！？
“風呂育”と聞いて「お風呂でも教育しろっていう
の～？」などとウンザリしないで下さいね。バスタイ
ムでの子どもとのスキンシップは貴重な時間。身体
だけでなく、心も寄り添う演出をして楽しみましょ
う！という意味ですよ。赤ちゃんならば、声をかけな

いいですよ。本好きになる絶好のチャンスとなるで

がらふんわりの泡でマッサージはいかがですか？泡

しょう。また、クレヨンが持てるようになり、誤飲の

だてスポンジを使って泡をたっぷり作り、手先・足先

心配がなくなったら、せっけんでできたお風呂用の

からやさしく円を描くようにクルクルとマッサージ

クレヨンがおすすめ。壁にらくがきしたりボディペ

していきます。赤ちゃんの様子をよく観ながら、気持

インティングしたり、後で洗い流せるので思い切り

ちの良さそうなやり方を探ってあげましょう。もう

描けます。お風呂上りはおそろいのバスローブでく

少し大きくなったら、お風呂用の絵本を利用すると

つろげば、さらに幸せな気分になれそう！

しゅん

材料（８個分）
タチウオ１/2 尾、セロリ 1/2 本、にんじん３センチ程度、
ベーコン８枚、塩・こしょう各少々

タチウオは全長７０～１５０センチ程で、重さは最

通り過ぎる獲物を狙うところから立魚（タチウオ）と名

大級のもので５キロにもなる魚です。頭はとがってい

付けられたという説もあります。肉質はわやらかく、ク

て、鋭く発達した歯が印象的で獰猛そうな印象を持た

セのない食べやすい味で、塩焼き、煮付け、唐揚げなど

れることでしょう。その見た目が太刀に似ていること

に使われることが多いですね。今回ご紹介のレシピで

から太刀魚（タチウオ）と呼ばれるようになったと言い

は、淡泊な味がベーコンの持つ塩味とよく合います。お

ますが、朝夕の薄暗い時に立ち泳ぎをしながら、頭上を

酒のおつまみとしてもおすすめの一品ですよ♪

大人も子どもも、だ～い好きな丸美屋のふりかけ
発売５０周年を迎えてのキャンペーンです！
賞品は、家族の幸せ資金５０万円か、快適リビング家電セット。あなたはどちらを選ぶ？

昭和 2 年に、丸美屋の研究所で作られていた佃煮をも

ぶ』には楽しい情報が盛りだくさんです。ぜひ覗いて見

とにのりやごまを加えてつくったのが「ふりかけ」の始

て下さいね。今回のようなキャンペーンの他に「今月の

まりでした。このふりかけは太平洋戦争中でも大ヒット

プレゼント」といって、丸美屋からのお楽しみプレゼン

しました。商品名は「是（これ）はうまい」だったそう

トが毎月当たるページがあります。また、ネットで買い

ですよ。その後、東京大空襲により研究所は解散。昭和

物ができる「通販くらぶ」
、子ども達のための、工場見学、

26 年に丸美屋食品工業株式会社が創立されました。

ＣＭワールド、歴史、ゲームなどがある「丸美屋キッズ」

“のりたま”が発売されたのは昭和 35 年のこと。戦後

などもあります。

は、のりやたまごは大変に高価で庶民にはなかなか手が

「お べ ん と ★ だ

届かないものでした。そこで、旅館の朝ごはんのような

いすき」には、お

美味しいふりかけを、みんなが食べられるようにと開発

弁当作りのアイ

されたのが“のりたま”なのです。昭和 38 年には、人

ディアがたくさ

気アニメ「エイトマン」に“のりたま”のＣＭを流し、

ん載っています

商品にはエイトマンシールのオマケをつけました。これ

よ！

で子ども達のハートをしっかりとつかんだのですね。
さて、この丸美屋のホームページ『丸美屋ごはんくら

クイズで当たる！春のふりかけキャンペーン
【賞品】 Ａコース・・・家族の幸せ資金 現金５０万円 <10名>
Ｂコース・・・家族のまん中に！快適リビング家電セット <10名>
Ｗチャンス賞・・・のりたま５０周年記念ふりかけセット
<Ａ・Ｂコースにはずれた方の中から抽選で10,000名>
【応募方法】ハガキ、インターネット、携帯電話で応募
【応募の詳細】 丸美屋ごはんくらぶ http://www.marumiya.co.jp
【応募締切】 2010年5月9日（日）

2010春・New“金魚ちょうちん祝儀袋”登場！
ケイコ・ヒガキさんのデザインですよ
みなさん、こんにちは！いよいよ春本番ですね。この度、木阪賞文堂では、金魚ちょうちんの
型抜を作り新型金魚ちょうちん祝儀袋を制作しました。金魚はお目出度い“赤と白”が基本、
英語ではゴールド(金)・フィッシュ・・・祝儀袋にはうってつけではないかと思っています。
日本中探しても金魚ちょうちん仕様は柳井にしかありません。ウィキペディア(フリー百科事
典)では次の一節が記載されています。『中国において「金魚(きんぎょ)」の発音は、「金余
(きんよ)」と、現地の言葉の発音が非常に似ているため、縁起のいいものとされ現在でも愛玩
される背景の１つとなっている。お金が余るほど儲かるようにとの願いを込めて店の軒先に金
魚、またはその置物を置くところも僅かではあるが存在する。日本で言えば、“招き猫”や軒先に“塩”を盛る
のと似たようなものである。』
現在、ほとんどの金封メーカーさんの祝儀袋は鶴と亀が中心ですが、金魚ちょうちんをモチーフにしたものが
あってもいいと思います。大切な方を祝うときにシンプルだけど奥ゆかしい・・・現代のやまとなでしこの為の
祝儀袋としてご利用になってみてくださいね。(木阪美;記)

さりげなく浮かび上がる金魚ちょうちん
試作品の反応は概ね好意的なものでした

10年間、待っていてくれた（?)“ｓａｋｕｒａ”
昭和57年３月、進学（大学）がようやく決まり当時通っていた予備校での
祝賀会で頂戴したのが桜の苗。広島から電車で帰る際に、邪魔だなぁと思
いつつ、持ち帰ったのを覚えております。その後、両親が狭い庭の片隅に
植えてくれ、その苗は今では10㍍を悠に超える大木となり今年も満開の桜
の花が目を楽しませてくれております。この桜が初めて花を咲かせたのが
偶然なのか、地元を離れ家業を
継承する為に戻った丁度十年後
の春でした。その間風雨にも耐え、私が帰ってくるのを待っていて
くれたのでしょうか。以後、毎年4月にこの桜を見る度に「初心に戻
れる」そんな想いでこの“sakura”を見つめるので御座居ます。
身 内 み た い な も の で す ね。あ れ か ら 19 年、今 春“sakura”は、
長女の旅立ちも見送ってくれたのです。（木阪泰；記）

木阪賞文堂 ホームページブログ『白壁さんぽ日記』

“ 旅 立 ち ”(平成22年3月27日号）より・・・
この世に生を受けて明日で18年・・・
本日(3/27・土）、長女は誕生日を前に柳井の地を巣立って進学先の大阪へ。
明日は日曜日・・・出発は月曜日でもよかったのに
敢えて誕生日前日を選択したのには彼女なりに期するものがあったのじゃろう。
がさつな娘で、ここ数年はカチンとくることばかりじゃったが
旅立ちに際しては柄にも無くこみあげるものがあったのじゃ。
子供は天からの授かりもの・・・世の為ヒトの為に自立させることがわしら夫婦の勤めじゃ。
改札口では『道をひらく 』（松下幸之助著）を渡し不安げな表情の彼女を見送った。
人生は閃光の如く・・・18年もあっという間じゃったのぉ。
未来ある若人は後ろを振り返る事は無い。
今迄の自分達は、殆どがそうであったが
送り出す側に立つと何とも想像以上に寂しいものじゃ。
『カンサイの、世間の荒波にしっかりと鍛えられていっ！・・・』
叶う事なら培ったものを将来故郷柳井で還元、発揮して欲しいものじゃ。
くっ、入力しながら またこみ上げて画面がぼやけてきるよるわい。(ﾉ_･｡)
彼女の門出を祝す如く青空が広がっておりまし
た。やない駅も一緒に見送ってくれました。

今晩は飲まずにはおれんのぉ。(木阪泰：記）

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

“スタンピー蛍光ペン”(サカモト）

スタンピー蛍光ペンです。・・・山口県でもこのペンを好んで
全色揃えているのは木阪賞文堂ぐらいのもんでしょうか。（笑）

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)

スタンプが出来て、ラインがピ～ッと引けて・・・
だからスタンピーなんです。(¥157)
■スタッフ人数

9名（中央店７名、白壁店２名）

★春ですね！お気に入り文具での新生活を応援しています。
・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

