“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。
2011.4～5月号

発刊

回覧
目指すは直木賞！？

小説を書く

実は小説家になるのが夢だった・・・という方もけっこ
う多いはず。いえいえ、夢ではありませんよ。現在プロと
して活躍している小説家でもデビューが遅い人が多いの
です。そういう意味ではいくつになっても実現可能！今日
から本格的に小説を書き始めてみませんか？まずはテー

くのに役立ちますよ。例えば電車の中で前に座った見知ら

マ選び。自分のよく知る世界や内にもつ問題意識を活かす

ぬ人を主人公に頭の中で物語を展開してみるのです。ま

と、独創性のある物語になります。創作時間をとるのが難

た、ひとりで書いていることに不安を感じるなら、小説

しいという方も、一日一行でも書くことを習慣付けましょ

サークルなどに入って仲間の創作ペースを知ったり、お互

う。休みの日には４～５時間ほど使って一気に書き進めま

いの作品批評などができると励みになります。さて、書き

す。400 字詰め原稿 10 枚が目安。後で訂正することを前

終えたならじっくり手直し。誤字脱字はもちろんのこと、

提に、あまり文体や描写にこだわらずに書きます。長編な

登場人物の立場に立って、セリフや行動に無理が無いかを

ら合計 300 ～ 500 枚を目指します。時にはペンが進まな

すみずみまで冷静に読み返します。そして発表。いきなり

い日もあるでしょう。そんな時は物語を作るトレーニング

出版社に送っても読んでもらうのは難しいので、テーマに

をしてみます。いろいろな視点、切り口を探し観察力を磨

合った文学賞に応募するほうが効率的かもしれません。

大人のデニム
誰でも何枚かは持っているはずのデニ

イルにして質のよい個性的なバッグを持

ム。しかし、若い人と同じように着ていて

つなど、一か所だけ小ワザを効かせるのが

は、素敵に見えません。大人ならではの上

ポイント。また、スニーカーを合わせるの

手な着こなしが必要になってきます。

はかなり上級者向けと言えます。足元はパ

デニムは、本来年齢に関係なく誰にでも

ンプスやブーツなどにして、ラフな雰囲気

似合うものですが、ミドルエイジがローラ

であっても、都会的なゴージャス感を出す

イズすぎるジーンズをはいてしまうと、体

ようにします。色は自由に選んでいいので

型が崩れて見えたり、カジュアルすぎるア

すが、上下で合わせるならトーンを変える

イテムを組み合わせて安っぽく見えてし

とよいでしょう。オーソドックスなコー

まう場合が多いのです。大人がデニムを美

ディネートができるようになったら、刺繍

しく着こなすなら、例えば穴の開いたもの

やペイントなどで柄の入ったものに挑戦。

は避ける、全体的にオーソドックスなスタ

全体の色数を抑えると上手くいきますよ。

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

正しく、座っていますか？

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

防犯を考える

座っていると身体が楽に感じますが、実は楽なのは足だけ
で、内臓や腰には立っている時よりも負担がかかっているそ

［Ｑ］ 近所で空き巣による被害が増えています。我が家もな
にか対策をしようと思うのですが・・・

うです。身体に負担のかからない座り方とは、
「立った状態に
近い姿勢」です。これが自然で負担の少ない座り方と言えるの
です。ポイントは背骨の形。まっすぐではなくゆるやかな S
の字形を作ります。これは、背骨の間をつなぐクッションの役
割をする椎間板への負荷を、均等にするためです。この形が崩
れると負荷が偏ってしまい、椎間板ヘルニアなどを引き起こ
すきっかけになってしまいます。背もたれと座面が直角の椅
子の場合は、拳１つ分くらいの厚さのクッションを背骨と背
もたれの間にはさんでみてください。S 字を維持する助けに
なりますよ。椅子のクッションも柔らかすぎず、少し硬いなと
感じるくらいがベスト。深く座り、ひざが９０度に曲がる高さ
だと、負荷が偏ることなく良い姿勢を保てます。

［Ａ］

ガラス破りやピッキングに５分以上かかると、空

き巣の大半は侵入をあきらめると言われています。リ
フォームで開口部を強化しましょう。例えば、ガラス部
分を、２枚の板ガラスの間に特殊な中間膜を挟みこんだ
構造で、ガラスを割ることができても中間膜が貫通を阻
止する“防犯合わせガラス”に交換。玄関ドア脇の小窓
や欄間などにも使えば安心です。シャッターや面格子も
効果的。いずれも既存の窓
に後付けできるタイプがあ
ります。特に道路に面して
いないサニタリーやトイレ
の小窓が狙われやすいので
忘れずに。家の周りに砂利
を敷く、センサー付きの照
明などもおすすめ。防犯意
識の高い家だということを
アピールします。

日本人の風呂好きはいつから？
外国人から見ると、日本人は毎日のようにお風呂
に入る清潔好きな民族として認識されています。一
体いつからそんなにお風呂に入るようになったので
しょうか？実は 8 世紀頃まではどのような入浴をし
ていたかは、正確にはわかっていません。はじめは河

せいぜい月に 1 ～２回だったそうですよ。銭湯と呼

川や沼、泉、海などの水を使って、身体を洗うという

ばれるようになったのは無料だったのが“銭”を支

よりも心身を清めるという意味合いの強い「水浴」で

払うようになったからだそうです。初めは、お湯につ

した。これは世界の多くで同じように見られる習慣

かるというよりも蒸し風呂でした。“施浴”というと

です。8 世紀以降になり、
“施浴（せよく）”という銭

堅苦しいのですが、その気持ち良さからしだいに楽

湯の原型のようなものが、大きな寺院などの布教活

しみに変わっていき、日本人のお風呂好きが現在に

動、あるいは社会事業の一環として始められました。

も受け継がれてきたようです。

しゅん

材料（４人分）
サヨリ 2 尾、菊菜１束、食用黄菊４個、りんご 1/2 個
調味料（酢大さじ２、レモン汁小さじ１、醤油小さじ２、砂糖少々）

「細魚」
「針魚」
「竹魚」など、サヨリを漢字で表すと

に泳ぐことしかできません。春の訪れを告げてくれる

そのままの体型が頭に浮かびます。ほっそりとスマー

かのように３～５月がもっともおいしい季節。脂肪の

トな銀白色の魚。口は小さく、下あごが長く突き出して

少ない淡泊な味ですので、刺身のほか、
「昆布〆」や「碗

いるのが特徴です。これは、下あごをスプーンのように

だね」
「天ぷら」
「一夜干し」などもおすすめ。今回はり

使って、エサのプランクトンをすくいとるためにでき

んごを使って、さわやかで彩りも美しく、とても春らし

ているのですね。外見通り繊細で臆病な魚で、まっすぐ

いメニューのご紹介です。

忙しい朝でも、しっかりエネルギー補給したい！
そんな時、ササっと手軽にいただける“朝茶づけ”はいかが？
おなじみ永谷園からの新しい提案です。

お茶づけというと、忙しい主婦の昼食やお酒の席のし

名付けたものだそうですよ。当時はアルミ箔もポリエチ

めの一品といったイメージが強いのですが、手軽にサ

レンもなかったので、海苔が湿気らないように袋を二重

サッとおいしく食べられるので、忙しい朝にもおすすめ

にして、そこに石灰を敷いた瓶に 100 袋ずつ詰めたそ

ですよ！さて、この永谷園の大ヒット商品「お茶づけ海

うです。発売当初は、なんと自転車の後ろにリヤカーを

苔」
。世に出るまでにはどんな物語があったのでしょう

引いて、お茶屋を一軒一軒回ったとか。苦労の甲斐あっ

か。１９５３年に株式会社永谷園本舗を設立した永谷嘉

てか、カラフルなパッケージが目を引き、予想を上回る

男は、日本の煎茶の創始者、永谷宗七郎からつながる由

ヒットとなりました。キャンペーン対象商品からもわか

緒あるお茶屋の家系でした。彼の父は、九代目「永谷園」

るように、現在ではさけ茶づけ、梅干茶づけ、たらこ茶

の店主を務め、
「海苔茶」というものを開発しました。こ

づけ、わさび茶づけなど豊富なバリエーションを楽しむ

れは細かく切った海苔に抹茶や食塩などを加え、お湯に

ことができます。

溶いて飲む、海苔を浮かべたお吸い物といったイメージ
のものでした。戦後、この「海苔茶」に改良を加えたの
が「お茶づけ海苔」なのです。ネーミングは至ってシン
プルですが、
「づけ」は漢字にしないほうがよい、
「海苔」
は漢字にしようなど、実は細部にまで気を使って慎重に

永谷園 朝茶づけ キャンペーン
【賞品】 電気ケトル １５００名
Wチャンス賞・・・はずれた方の中から２５００名におこめ券２枚プレゼント
【応募方法】 対象商品のバーコード３枚を１口とし、葉書にテープなどでしっかり貼り、
必要事項を記入の上応募。
【応募先】 〒105-8776 郵便事業株式会社芝支店留 永谷園朝茶づけE係
【受付期間】 平成２３年４月３０日当日消印有効
【詳細＆注意事項】 http://www.nagatanien.co.jp
※一人何口でも応募できます。
※当選者の発表は、景品の発送をもってかえられます。

今回の震災で暮らしが一変・・・今こそ生活に工夫が必要ですね

“蛍光灯反射板が見直されているようです!”
皆さん、こんにちは。社長の木阪泰之です。左記は、4月13日付の日刊工業
新聞の掲載記事です。今回の震災で東日本を中心に大規模な節電を余儀なく
されているのは皆さんご存知の通りです。紙面では節電ポイント・照明の欄
で『消灯、取り外し』、『アルミホイール貼り付けによる照度確保』と記載されてい
ます。2本を1本に減らせば50％の節電にはなりますが照度も50％になって
しまい大変暗くなります。アルミホイールを貼り付けるのは見た目も手間も
マイナスポイントの方が高いかもしれません。余裕が有れば
ＬＥＤ蛍光灯！然しまだまだ高価で経費的にも実際困難です。
実は今 蛍光灯反射板が見直されているのです。反射板取付⇒
僅かな経費で蛍光灯本数を減らしても照度を確保することが
出来ます。↓下の記事は4年前にこの“いどばた辞典”で紹
日刊工業新聞

2011-4-13号より

介させて頂いた記事です。西日本の私達も、日々の生活用品
を工夫～使用して、節電意識を高めたいですね。
【2007-2月号より抜粋】

Ａ

Ｂ

ここは柳井市南町のお洒落な洋
服屋Ｔさんです。デニムを中心
に、和と洋を織り交ぜたこだ
わりアイテムを提案しておら
れ ま す。さ て、左 の Ａ と Ｂ の

商品が映えます！

写真の違い判りますか？Aの写
真照度は525ルスク、Ｂは何と

９50ルクスです。約1.８倍も明るくなりました。写真では判り辛いかもしれませんが、Ａの写真の蛍光灯は光が八方に拡
散しています。対するＢは反射板を取り付け、95％という高い反射率と乱反射を防ぎ集光性を高めた反射角で、明るく
したい場所へ光をムダなく届ける為明るいのです。木阪賞文堂では蛍光灯用反射板をご案内させて頂いております。蛍
光器具は今のままで反射板を取り付けるだけで明るくなるものです。以前より『自店の事務所の照度を基準の750ル
クス以上にするには、蛍光灯の増設工事しかないのかなぁ・・それだと工事代金が大きなものになるしなぁ。』そこで各方面
を探し巡り合ったのがこの反射板です。関東地区の官公庁さん、事業さん等への納入実績も抜群でした。事務所は勿
論、店舗、教室、倉庫と設置によって明るさ約1.5倍～となります。現在、市内の事業所様を中心に、学校・市役所様
に1週間無料貸出をしています。是非その明るさを体感してみて下さい。(木阪泰：記)

オーナーのＨさん曰く
『この明るさはスバラシイです』

溜めに溜めた(?)文具関連本・・・皆様にも読んで頂きたいんです

賞文堂の“文具ライブラリー”開館予定!?
思い起こせば結婚20年!? 考えてみれば長女が来年二十歳に
なるのですから何の不思議もありません。世間一般では“磁器婚
式”というのだそうです。中学1年の時、席が前後になったのが縁。
結婚してから気苦労ばかり掛けてしまい・・・心から感謝しています。
さて、今月に入っても文具関連書籍&雑誌を5冊程購入して読み
(眺め?)ています。事務所の書棚には溢れんばかりの“文具本”が並
んでおります。お客様にどのような商品をご案内するのが良いの

↑いつの間にやら・・・

↑『スキルアップ文房具』
5月号は業界の我々が読
んでも時間の経過を忘れ
そうです。

だろうと事ある毎に買って読んでおりましたら溜まりに溜まってし
まいました。品揃えに関しては、以前は迎合しなければ・・・と思って
いましたが、ある時境地が開け(笑)、自分たちが『良い』『楽し
い』『役に立つ』と感じた商品やサービスに絞り、それで良いと

←結婚20年目、記念
の書を頂戴いたしま
した。いつも初心で
臨みたいと思います
ねぇ。

して頂けるお客さまだけご提案することに覚悟を決めました。小さ
なお店ですので全ての方々に100%受け入れて頂く事は至難の業
です。出来る範囲で、分相応にこれからもご案内していきたいと思
います。溜まった書籍・雑誌は5月に入ってから店内で読んで頂ける
ように“賞文堂図書館”コーナーを設置してみようと思っています。

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

◆4月～5月のおすすめ商品（サービス）のご案内
節電見える化に役立ちます「エコキーパー」(キングジム\3,129)。
“節電”一生懸命頑張ってみても、一体どれ程
の効果が上がっているのかしら?・・そんな時、
コンセントと電化製品の間に挟むだけで①1時
間当たりの電気料金②電力量③電気料金④
CO2排出量等6種類の測定が出来るスグレモ
ノです。使った分の電力が見えるから節約意
識がアップしそうです。サンプルお貸し致しま
すのでお申し付け下さいね！(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8名（中央店6名、白壁店２名）

★店頭では「しゃべる地球儀」

(学研) が皆様をお迎えしていますよ。

・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

