“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。
2011.6～7月号

発刊

回覧
韓国語入門！
「冬ソナ現象」からだいぶ時間は経ったものの、まだま
だ人気が衰えることのない韓流ブーム。新しいドラマが
続々とメディアに登場し、K-POP と呼ばれる音楽もヒッ
トチャートをにぎわせています。大好きな韓国スターに一
歩でも近づくために韓国語を勉強してみませんか？

いて、音声 CD が付いている教材を使うとよいでしょう。

まずはハングル文字。母音と子音の組み合わせでアル

もちろん、お気に入りの俳優が出ている映画やドラマを教

ファベットのように読めるものですが、覚えるには少々の

材として活用したいところなのですが、高度な文法が入っ

根気が必要で、韓国語習得の難関のひとつと言えるでしょ

ていたり、パンマルと呼ばれる友達言葉が多いので初心者

う。学校や教室に通わず独学で習うなら、できるだけ楽し

の方は混乱しがち。基本をしっかり勉強してからのほうが

く学習を進められる教材を選ぶのが重要なポイント。ハン

いいかもしれません。少し自信がついてきたら「ハングル

グル文字だけを扱っている、書き込めるタイプの学習書が

能力検定」を受けてみましょう。特に 5 級は初心者におす

おすすめです。韓国語は日本語にもっとも似ている外国語

すめです。質問文が日本語で書かれているなど日本で学習

の一つだということを思い出し、乗り切って下さい。文法

する人向けに試験が作成されており、試験の所要時間も

については、そのまま使えそうな会話形式の本文が載って

90 ～ 120 分と受けやすくなっています。

大人のゆかた着こなし術
若い女性の現代風ゆかた姿を見かける

座ってもシワになりづらく、洗濯機で洗え

ことが多くなりましたが、大人の女性に

るのでお手入れも簡単です。全体の印象を

は、ミドルエイジならではの“着こなし”

決定付ける帯選びには気を使いましょう。

を覚えておいてほしいものです。

帯揚げや帯締め、帯留なども組み合わせを

まずは着物選び。基本的には自分の好き

楽しめます。半襟はやりすぎると子どもっ

な柄でよいのですが、季節感を考えながら

ぽくなってしまうので上品なレースや刺

選べば楽しみが広がります。盛夏なら白地

繍がおすすめです。バッグは上質な籐のカ

や紺地、そして流水、花火など。9 月にな

ゴやクラッチバッグなど合わせるとお洒

れば秋草やとんぼなど秋を連想するもの

落です。髪飾りはべっ甲やスワロフスキー

を選びます。上質感が出る紅梅や絽、シャ

の石が付いているものなどはいかがで

リ感のある麻混の生地などがおすすめ。最

しょう。昼間でしたら日傘や扇子を持つ

近人気のポリエステルも発色がきれいで、

と、こなれた印象を持たれますよ。
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老化をストップさせるヒケツ

口呼吸、してませんか？

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

木の表情を活かした木質系壁材

無意識のうちに口を開いて「口呼吸」していることはありま
せんか？口呼吸をしている人には「肌荒れ」
「口臭」
「睡眠中の

［Ｑ］ 木の壁を使ってみようかと思うのですが、どんなインテ
リアに向くでしょうか？

いびき」
「睡眠の質の低下」
「イライラ」
「集中力の低下」が見
られるという調査結果が出ています。また、口を半開きにした
呼吸を習慣化すると、口の周りの筋肉も弱くなり、たるみやほ
うれい線などの原因になるそうですよ。花粉症や慢性的な鼻
の病気であれば、たかが「鼻づまり」と思わずに、きちんと耳
鼻科の診察を受け、適切な治療をしましょう。また、アロマの
力を借りるのもおすすめです。
「ペパーミント」や「レモンバー
ム」には、鼻づまりを起こすアレルギー成分のヒスタミンが過
剰に分泌して鼻の奥が腫れるのを抑制してくれる成分が含ま
れています。アロマオイルの入ったお風呂でゆったりくつろ
いだり、寝室に香りを漂わせたりして効果をお試し下さい。鼻
呼吸でストレスフリー、老化も防いで一石二鳥です♪

［Ａ］ 木材仕上げの壁面は使う木材しだいでいろいろな
インテリアが楽しめますよ。木材には合板とムクの板材
があります。合板で壁面を仕上げるものとして一般的な
のが、シナ合板で壁全体を張る方法。ナチュラルでシン
プルな印象に仕上がり、モダンな家具や和のテイストに
も似合います。同じ合板でもチークやカリンなどの高級
化粧版を表面に薄く張った突き板合板というものを使
うと高級感が強調されま
す。一方、ムクの場合は、節
目が多いので無塗装にする
と、ログハウスのようにナ
チュラル感が強くなりま
す。白いペンキで塗りつぶ
して仕上げると、洗練され
たカントリーやクラシック
風のインテリアにぴったり
で、女性に大人気ですよ。

毛穴スッキリ！ オイルを使ってスカルプケア

頭皮は額より皮脂線が多いといわれています。油
性の汚れは、オイルで落とすのが一番！バスタイム
に、ヘアケア用の植物性オイルを使ってスカルプト
リートメントをしましょう。きっと髪のコシとハリ
もよみがえりますよ。

マッサージします。強すぎず、弱すぎず、あなたが気

髪を濡らす前に、生え際から頭頂部に向かって三

持ち良い強さがベストですよ。その後、ツボがある頭

か所ほどオイルを地肌に直接つけます。次に、両耳か

の中央ラインと、両目の上のラインに沿って、親指の

ら頭頂部に向かうラインにもオイルをつけます。そ

関節を使ってグリグリと刺激を与えます。最後に、お

の時に、ラインに沿って髪の毛を持ち上げると塗り

湯で絞ったタオルで髪を包み 3 分ほど置き、汚れを

やすくなります。5 本の指の腹を使って、頭皮全体に

浮かせます。後はシャンプーを 2 回行って洗い流す

オイルをなじませ、地肌をぐるぐると動かすように

だけ。地肌スッキリ。翌日の感触が違います♪

しゅん

材料（３～４人分）
さくらんぼ２００ g、薄力粉２０ g、アーモンドプードル１５ｇ、コーンスターチ１０ｇ
卵２個、グラニュー糖６０ g、バニラシュガー５ g、溶かしバター１５ｇ、
ヨーグルト３５ g、牛乳１００ g、グランマニエ大さじ１

ヨーロッパでのさくらんぼの栽培は古く、紀元前に

が少なく、夏は冷涼な地方に適し、今日では北海道や青

さかのぼります。１世紀には８品種の記録があるそう

森、秋田、山形、長野、山梨などの各県で多く作られて

ですから驚きますね。中国では３０００余年前から栽

います。かわいらしい様子から歌の題材に使われたり、

培されていたことが「礼記（らいき）」に記されていま

アメリカのミシガン州や山形では、さくらんぼの種飛

す。日本では、１８７２～１８７３年、北海道開拓使に

ばしの距離を競う大会が催され、季節感を届ける果物

よるアメリカからの導入で始まりました。収穫期に雨

としても人々に親しまれている果物です。

対象商品についているシリアルナンバーかバーコードを使って、ネット上で応募。
選べる賞品３５種類！３５００名に当たります！
すぐに当落がわかるのも魅力です。運だめしにいかが？

スーパーやコンビニのお菓子コーナーには必ずと

盛の時代にあえて郷愁や自然、人間のやさしさといった

言ってよいほど並んでいる明治製菓「きのこの山」
「たけ

イメージを表現する親しみやすいネーミングとして「き

のこの里」
。現在では、大人も子どもも大好き定番中の定

のこの山」と名付けられました。パッケージに関しても

番ですが、初めて発売されたのは１９７５年９月。しか

「お菓子には不向き」とされていた緑色の色調を主体と

し、アイデアが出たのは発売の 5 年も前のことだったそ

したことも画期的なことでした。そんなきのこの山も今

うです。当時は板チョコやチョコバーが全盛のころで、

年で３５歳。キャンペーンサイトでは、３５周年を記念

チョコスナックといえばポッキーが発売されてまださ

したこのキャンペーンを支えるきの山さんや、たけ里ブ

ほど時間も経っていない頃でした。今でこそ楽しくてか

ラザーズが独特な世界を展開しています。ぜひ覗いてみ

わいいチョコスナックはたくさんありますが、その時は

てくださいね！

奇妙なお菓子という評価しかなく、発売までに５年もの
歳月がかかったことからも、紆余曲折があったことがう
かがえます。チョコレートとクラッカーの品質や形、そ
の製法に様々なアイデアと苦労がかけられ、何百もの試
作が行われたそうですよ。商品名やパッケージも新しい
時代を切り開くのにふさわしいものでした。横文字が全

きの山さんグッズえらべる３５種類プレゼントキャンペーン
【賞品】 ミニマジソンバッグ、マイボトル、オリジナルデカトート、ウクレレ、
BOXチェア、クッション、ストラップ＆図書カード
【応募方法】
きのこの山・たけのこの里サイト(http://kinotake.jp)にアクセスし、キャンペーンペー
ジで応募。その際、キャンペーン対象商品についているシリアルナンバーかバーコー
ドが必要になります。ネット上で即時抽選を行い、当落を発表します。
【応募期間】 ２０１１年６月３０日（木）１７：００まで
【詳細＆注意事項】 http://kinotake.jp

連日 新聞、テレビ、雑誌等で文具関連のニュースが・・・

“手書きの良さ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～下記は
私が描いたものです。文具のことはプロですが、描くの
はシロートさんなので・・・お見苦しくて申し訳ござい
ません。さて、先日(6/4)もスマステ(スマップ香取さん
出演 土曜日夜の情報番組)で『最新文房具紹介』と題
し、ほぼ全ての時間を費やして文具の情報がオンエアさ
れていました。また本屋さんを覗くと、文具の関連書籍
が毎月発刊されています。なぜ今文具なのか？・・・デ
ジタルな生活が進めば進むほど、その対極としてのアナ
ログな生活が見直されているのでしょうか。特に3月の
震災があり、不便な生活を余儀なくされている中で、地
域や家庭で心を通わせるシーンが増えている様です。今
迄も『スローライフを楽しもう』云々が持て囃された時
代がありましたが、上辺だけのものだったのかもしれま
せん。不便だけどそれを楽しむ、うまく利用する・・・
日本人は今将に忘れかけていた物を思い出し、取戻し、
時代を先駆けようとしているのかもしれませんね。

楽しい時も苦しい時も
この万年筆が相棒です。

スケッチブックとカラー筆ペン

【刷毛(はけ)タイプの修正液を描く】
ライオン事務機さんの新製品の刷毛
(はけ)タイプの修正液ミスノンです。
消しゴムで消せるというのがセールス
ポイントです。最近の修正文具は修正
テープが主流ですが、今回久々にこの
タイプの修正液を使ってみたところ、
何とも心地よいのに驚きました。イン
クが乾く時間を楽しむ年齢になったの
かもしれません。万年筆のインクを補
充する時間を愉しむ感覚に似ていま
す。よかったらこのミスノ・・・体感
してみてくださいね。(木阪泰：記)

金魚ちょちん祭りが今年で20周年・・・だから？・・・

賞文堂の真っ赤な“新ポロシャツ”完成です!
平成3年に始まった柳井市金魚ちょうちん祭り
が今年で20年目を迎えます。早いもんですねぇ。
今回は8月6日から13日迄、1週間に亘ってのイベ
ントになるそうですよ。私が結婚したのがやはり
平成3年、長女が来年成人式ですから・・・月日が流
胸に付けてるマークはＳです。
賞文堂のＳです。別に下関商業の
ファンということではありません。

れるのは本当に早いものです。さて、白壁の町並
右袖には、地元デザイナーの
ケイコ・ヒガキ氏作金魚ちょうちんを
フルカラーで刺繍入りにしました。

みに本店がある木阪賞文堂スタッフは、金魚ちょ
うちんが大好きなので御座居ます。今回、久々に
夏の制服を新調するにあたり、金魚ちょうちん祭
り20周年、スーパークールビズ等をキーワードに、
真っ赤なポロシャツにしました。最近のスポーツ
ウェアと同じ素材なので、軽くて薄いのに丈夫、吸
汗性も良くて何と言っても大変涼しいのです。店
先や納品先でこの赤いポロシャツのスタッフを見

左袖には“４２”の数字を刺繍。
何の意味!?とよく聞かれます。
それはね･･････なんですよ。
話せば長～くなります。(笑)

かけたらお気軽にお声掛け下さいね。今年の夏は

背中には、さりげなくホーム
ページのアドレス入りなんです。

ますます暑く・熱くなりそうですよ。(木阪泰：記)

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

◆6月～7月のおすすめ商品（サービス）のご案内
おお～っ！ 選り取り３個で@480(税込) 修正テープ祭り実施中
修正テープ市場Ｎｏ．1メーカーの トンボ鉛筆
社製です。もっともっと多くの方に修正テープ
の便利さを知って頂きたくて今回の企画となり
ました。現行定番商品です。選取りで3個・・・
メーカー希望小売価格計¥1,260(税込)を、な
んと@480(税込)でご案内しています！数量は
限定となりますのでご興味のある方はお早め
にどうぞっ！(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10名（中央店8名、白壁店２名）*新スタッフが仲間入り

★学研“ファンテープ”の新柄入荷! マスキングテープとご一緒に!
・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

