“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。
2010.10月号

発行

回覧
“eco検定”で環境問題を考える
ゴミの分別をする、余計な電力を使わないなど環境を考
えて日々暮らしている方も多いはず。自分が努力している
ことがどれだけ環境改善に役立っているのかしら？もっ
と環境に良い暮らし方はあるかしら？と、エコに関して積
極的に勉強してみたいなら、
「eco 検定」合格を目指してみ

最近の時事問題などについて環境白書、循環型社会白書、

ませんか？“eco 検定”とは、正式には「環境社会検定試

生物多様性白書などからも出題されるようです。出題は

験」と言い、幅広い知識をもって社会で率先して環境問題

マークシート方式による選択問題で、制限時間２時間。

に取り組む「人づくり」と、環境と経済を両立させた「持

100 点満点で、70 点以上が合格です。商工会議所では

続可能な社会」の促進を目指すものです。ビジネスマンや

“eco 検定”に合格した人のことを「エコピープル」と呼

学生には、環境ビジネスの展開や自己啓発、就職活動での

ん で い ま す。エ コ ピ ー プ ル を 支 援 す る サ イ ト (http://

自己アピールなどに役立ちます。また、一般の方にも、日

www.eco-people.jp/)もありますので、受験前にもぜひ

常生活の中で、環境に配慮した生活知識を身につけること

ご覧ください。エコを通じて自分の世界が広がるかも！

ができ、地域再生や地域振興の活動につながる可能性もあ
ります。出題範囲は基本的に公式テキストの内容、そして

■東京商工会議所 検定試験情報
http://www.kentei.org/eco/index.html

ジュエリーを上手に買うポイント
大人の女性にこそ似合うと言われる本

書（グレーディングリポート）、他の宝石な

物のジュエリー。確かな品を上手に選びた

らば鑑別書を付けることがあります。これ

いものですね。まずはいろいろなお店を

は消費者が種類や品質を確かめるのに役

回って比較検討することをおすすめしま

立ちます。また、購入した店のアフターケ

す。どんな色や形、品質のものが欲しいの

アや保証をしっかり確認することも大切

か、予算と共に店員に伝えてみましょう。

です。最近は、インターネットによる販売

店員が親切で、ジュエリーに関する知識が

も伸びているそうですが、画面で見た印象

豊富であり、自分のセンスに合うお店を探

と実際に差がある場合もあるので、返品が

します。気になるジュエリーが見つかった

可能かを必ず確かめてから購入してくだ

ら、必ず試着して、鏡でチェックすること

さい。お手入れのやり方も教わっておきま

を忘れないで下さいね。あるレベルのジュ

しょう。あなたと同じようにジュエリーも

エリーとなると、ダイヤモンドなら「鑑定

輝きつづけられるように♪

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

感覚を鍛えて転倒防止

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

壁紙を上手に選ぶコツ

年齢を重ねるごとに怖くなる転倒。大怪我につながること
もあるので、日頃から鍛えておくことが大切です。以前は筋力
強化ばかりが言われていましたが、最近では、筋トレだけでな

［Ｑ］ 壁紙の張り替えを考えています。分厚い壁紙サンプル
帳を渡されましたが、あまりの量に途方に暮れてしまいまし
た。何か選ぶコツはあるでしょうか？

く、感覚機能を鍛えるバランス訓練も合わせた複合的な運動
が必要ということがわかってきました。例えば「太極拳」の動
き。ゆったりとした動きながら、筋力とバランス能力が向上
し、転倒防止に効果があると言われています。また、音楽に合
わせて身体を動かすリズム運動やボールゲームなど、楽しみ
ながらできるスポーツも最適です。耳から、目から、そして手
足から伝わる感覚をしっかり脳に伝え、脳から身体へ指令を
出す・・・という流れを、いつまでもスムーズにしたいもので
す。近頃では、外遊びをしなくなった子どもが、ちょっとした
ことで転んでしまうことが増えているとか。子どもや孫と一
緒に身体を動かせば効果倍増かもしれませんね！

［Ａ］ 「壁紙サンプル帳から選ぶ」のではなく、
「自分の
イメージに合うものを、壁紙サンプルから探す」と考え
てみてはいかがでしょう？まずは自分が目指すイメー
ジ作り。雑誌などから切り抜くのもいいですが、マン
ションのモデルルームなどを見学すると、実際に張られ
ている様子を見ることができるので、イメージが固まり
やすいですよ。次に、壁紙サ
ンプル帳の中からイメージ
に合うものを何枚か選びま
す。
「尺角」という１㎡程度
の大きなサンプルをもら
い、リフォームしたい壁紙
に実際に当ててみます。数
日眺めることで、どの壁紙
が落ち着くか、自然に答え
が出てくるはずですよ。

お肌が泣いてます！ゴシゴシ洗い
キレイになりた～い！という願望を込めて、力
いっぱいゴシゴシ洗ってはいないでしょうか？身体
を洗う目的は、汚れや余分な皮脂を落とすことです
が、ただゴシゴシ洗えばよいというわけではありま
せん。皮膚は思ったよりもデリケート。念入りに洗っ

て、優しく包みこむように洗うといいですよ。一日に

たつもりが、肌のかさつきやニキビなどトラブルを

何回も入浴する場合、ソープの使用は一日一回にし

起こしてしまう原因になりかねません。身体は顔よ

ておいたほうがいいですね。低刺激のソープを選ぶ

りも皮脂線が少ないため、ナイロンスポンジや固め

ことも大切です。熱いお湯も肌にダメージをあたえ

のボディーブラシでゴシゴシ洗ってしまうとカサカ

がち。ぬるめのお湯でゆっくり毛穴を開けば、汚れが

サになってしまう可能性が高いのです。特に乾燥肌

落ちやすくなり、手のひらで洗ってもスッキリしま

や敏感肌の方は手のひらか柔らかいタオルを使っ

す。もちろん、入浴後の保湿ケアもお忘れなく！

しゅん

材料（２４個分）
ごぼう 1/2 本、木綿豆腐２丁、ツナ小１缶、マヨネーズ大さじ２、
薄力粉適量、塩こしょう適量

ごぼうの栄養成分の代表格はなんといっても食物繊

静作用、あせもやアトピーなどの湿疹改善効果もある

維。整腸作用があり、便秘の予防に効果があります。ま

といいます。こんなにたくさんの効果があるごぼう、旬

た、コレステロールの生成を抑制する働きによって動

であるこの季節にたくさん食べたいですね。今回ご紹

脈硬化も予防できると言われています。食物繊維には

介するごぼうの揚げ団子なら、お子様にもきっと気に

発がん物質の吸収効果があるので、大腸がんの予防効

入ってもらえるはず！いろんなスパイスを使ってバリ

果も高いそうですよ。他にも口内炎の改善、咳・痰の鎮

エーションを広げてみて下さい！

消炎鎮痛貼付剤の代名詞とも言える「サロンパス」
愛用している方も、そういえば使ったことなかったなという方も
家族でいろいろな貼り方を試して、つらいコリをほぐしましょう！

久光製薬株式会社は、1847 年に小松屋という名前で

の字貼り」
。首・肩・背中が僧帽筋という筋肉で重い頭と

創業して以来、鎮痛消炎貼付剤を中心として商品を展

両腕を支えていることから、３か所同時に貼ってつらい

開。サロンパスが初めて発売されたのは昭和 9 年

こりをほぐす方法です。立ち仕事や歩き疲れのふくらは

（1934 年）のことでした。貼付剤としては先駆で、商

ぎには、深層部にあるヒラメ筋に効くように左右 1 枚づ

標は世界 100 カ国以上に登録されているそうです。も

つ貼る「ヒラメ貼り」
。ヒールで足の疲れを感じている女

はや「サロンパス」という言葉は世界共通語と言えるか

性には、足の甲と裏、両方から貼る「はさみ貼り」
。パソ

もしれません。一口にサロンパスと言っても商品ライン

コンなどで、首・肩がお疲れの場合は左右の首筋に貼る

ナップは豊富。高分子吸収体を使用して汗を吸収し、皮

「ハの字貼り」がおすすめですよ！

膚刺激を抑えたかぶれにくい「サロンパス Ae」、主成分
に無臭性のものを使用、肌色半透明のフィルムもつかっ
ているので目立たず、においも無い「サロンパスーハ
イ」
、筋肉に沿って一気に貼れるロールタイプの「サロン
パス・ロール」
、温感タイプの「サロンパス３０ホット」
などなど、痛みや部分に合わせて選ぶことができます。
貼る商品を選んだら、貼り方にもひと工夫！まずは、
「介

家族みんなでサロンパスキャンペーン
【賞品】 介の字貼り賞 デジタル・サウンド・プロジェクター20名
ヒラメ貼り賞 サイクロン式電気掃除機20名
はさみ貼り賞 ポータブルワンセグテレビ20名
ハの字貼り賞 デジタルカメラ20名
【応募方法】 応募フォームに必要事項を入力して応募
【応募先】 http://www.salonpas.jp/pc/campaign/index.html
【受付期間】 2010年10月31日（日）24時まで
※賞品の発送をもって発表にかえられます。
※一人一回限りの応募が可能です。

柳井は勿論、東京、大阪、岡山、香川、島根からも多数のご応募を頂きました！

消しゴムはんこコンテスト結果発表です
2010年7月1日～8月31日、木阪賞文堂では㈱シードさん、消しゴムはんこ作家のさくらんぼさんをはじめ
多くの皆様のご協力のもと消しゴムはんこコンテストを初めて実施し、多くの方に募集頂きました。
（お題；「柳井の物」or「夏の風物詩」or「文具」に関するもの）
また、7/31～8/1には、青森県よりさくらんぼ先生をお招きしてのスペシャルセミナーも開催、
市内・県内はもとより東京、大阪、岡山、香川、島根…等から多数の方々にご参加頂きました。この場をお借り
し、あらためて心より御礼申し上げます。
審査結果は下記の通り決定致しました。ご入賞された皆さん、おめでとうございます！
＊尚50点を超える最終選考作品は力作揃いの為、審査員全員が最後まで大変迷った事を申し添えさせて
頂きます。

■最優秀賞「夢きんぎょ」
（Ｍ・Ｙさん、15歳、女性、柳井市）

■優秀賞

「だいすき

やない♪」

（Ｈ・Ｙさん、31歳、女性、岩国市）
■優秀賞

「夏の思い出」

（Ｙ・Ｎさん、38歳、女性、田布施町）
■シード賞

「のこぎりくわがた。」

（Ｓ・Ｋさん、7歳、男性、柳井市）
■さくらんぼ賞 「わが家の文房具」
（Ｍ・Ｏさん、19歳、女性、平生町）
■木阪賞文堂

中央店賞

「はんこのぶんぐ」

（Ｋ・Ｉさん、ん?!歳、女性、光市）
■木阪賞文堂

白壁店賞

「柳井の夏」

（Ｎ・Ｔさん、33歳、女性、柳井市）
消しゴムはんこで地域活性化。
部員募集～っ！
年齢制限はありませんよ。

＊最優秀賞のデザイン、とてもステキです。木阪賞文堂は当作品を柳井市の地域活
性化の為、各方面にＰＲさせて頂きます。（ご本人様には了解を頂いております）
＊今後も引き続き、四季折々にコンテストを実施する予定です。（ホームページで
告知予定）

残念ながら今回入賞叶わなかった皆様方におかれましては、次回も

ご応募お待ちしております。消しゴムはんこは
勿 論、文 具 で ス テ キ な 毎 日 を お く る・・・
そ ん な 皆 様 の 集 う お 店 で あ り た い と、い つ も
思っています。（木阪美：記）

お店として出来る事は何じゃろうか!?

視点を変えて気付いた 欠点の数々。
先月、高速道路を利用して遠出をする機会がございました。車椅子が手放せない身内と一緒でしたので、本人も私共
も途中のトイレや食事は出発前から何となく心配でした。ご存知の通り、今の高速道路の施設はその点に関しまして
は大変充実しています。駐車場、トイレ、スロープ、お店の通路の広さ等・・・。お蔭様で道中は殆どストレス無く
過ごす事ができました。恥かし乍ら、当事者になってその気配りされた造りに心から感謝した次第です。と、同時に
木阪賞文堂がお店としてその方面では全くと言っていいほど無頓着だった事を恥ずかしく思いました。その日から少
しずつ（出来る事から）ですが、ハード面で取り組み始めています。駐車場での専用スペースの確保、２ケ所あった
入口段差をスロープで解消、レジ台へのステッキホルダーの取付け、通路を広げる為 お店を半日閉めて気合を入れ皆
で汗を流したカウンター５台の大移動と大掃除（レイアウト変更）。ソフト面も含めると手付かずの所が多々ありま
すが今回の件を機に今迄見えなかった
所が見えてきた様です。『お店はお客
様の為にある』この言葉はどんな事が
あっても忘れてはならないと肝に銘じ
た次第です。
（ 木 阪 泰 : 記）

(左)コンセプトを失いかけていた店頭。
(中)通路を広くする為全てのカウンター
を一直線に連結。様々な相乗効果が！
(右)体がご不自由な方専用Ｐの確保。

そうだ！賞文堂！行こう！

・会社名 つくれる文具屋さん

(有)木阪賞文堂

◆10月の注目商品（サービス）のご案内
Ｎｅｗ 「Ｘスタンパーネーム9 着せ替えパーツ」(シャチハタ)

＊パーツによって
¥105～￥525

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)

黒いボディでおなじみの、シャチハタのネーム
９。皆様方も必ず1個や2個はお持ちでしょう。
10月から専用の着せ替えパーツが新登場。
本体、キャップのパーツは全３６種類もありま
す。例えば、蛍光グリーンと蛍光ピンクの組合
せは“補色の関係”で、物凄く目立っちゃいま
すよ。オフィスやご家庭で、何処に置いても一
目瞭然。注目度も一目瞭然！（スタッフ一同）

■スタッフ人数9名（中央店７名、白壁店２名）

★秋のイベント等で大判ポスター印刷のご用命が多くなってます。
・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

