“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。
2011.7～8月号
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回覧
津軽三味線を奏でる！
近頃では若いイケメン奏者が登場し、新しい音楽との融
合で人気を集めている津軽三味線。始祖は幕末に青森県五
所川原の金木地区に生まれた仁太坊（にたぼう）という人
だそうです。盲目の芸人で、家々を回り玄関先で三味線な
どを演奏し生計を立てていました。太棹（ふとざお）の三

いるので、手を見れば練習量がわかるそうですよ。三味線

味線を撥（ばち）で叩くあの独特の奏法は、大きな音でお

の糸は 3 本とも太さが違うのをご存知でしたでしょう

客の注目を集めるために考え出されたと言われています。

か？昔はすべて絹糸でしたが、現在は切れやすい細糸にテ

まずは、三味線の持ち方。助骨に三味線の胴が当たるよう

トロン糸を多用しています。糸を押さえる位置は基本的に

に持ちます。重さは約 4 キロもあるので、けっこう体力が

奏者が身体で覚えるもの。津軽三味線独特の演奏法である

必要ですよ。撥は右手の人差指、中指、薬指で柄を握り、

「叩く」
「掬う（すくう）
」
「爪弾く」を組み合わせて音を奏

親指は撥先、小指は内側を柄の角に置きます。撥の材質は

でます。今から練習すれば、忘年会では「津軽じょんがら

稽古用のプラスチックから、柄に水牛の角、撥先にべっ甲

節」を一節、聞かせて感嘆の声を浴びることができるか

というプロ仕様までさまざまなものが使われます。どれも

も！？また、津軽三味線の音色を聞いたことが無いと言う

硬く、長く続けている奏者の小指には大きなタコができて

方は、ぜひ迫力ある生の演奏を聞いてみてくださいね。

やっぱりボーダーが大好き！
このところのマリンスタイルの流行も

また、活動的に見せたいなら、洗いざらし

あってか、素材、デザイン、色などにこだ

のショートパンツ、かごのバッグ、足元は

わったボーダーの種類が豊富に出揃って

ウッドソールのサンダルといった自然素

います。若い頃から白地に紺といった、い

材のアイテムと合わせると肩の力の抜け

わゆる定番ボーダーが好きでよく着てき

たラフなスタイルになり、まさに大人のク

たという方も、この夏は新しいボーダー

ルーズスタイルといった感じです。他にも

ファッションを取り入れてみませんか？

ボーダー柄のものには、コットンリネンの

例えば、ベージュに黒という配色が素敵

ジャケット、カットソーワンピース、シル

な、存在感あるボーダーの麻のサマーニッ

ク素材のスカート、ストール、バッグや

ト。シンプルな白いスカートに合わせるだ

シューズなどがありますよ。明るい日差し

けでスッキリしたミドルエイジならでは

の下、少し気分を上げて、元気なボーダー

のお洒落な雰囲気を作ることができます。

柄を着こなしてみましょう！

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

肩こりに有効！“スキトレ”

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

かってに増築していいのでしょうか？

肩こりに悩まされている方、ちょっと肩の皮膚をつまんで
みて下さい。もしも皮膚がつまみにくかったら、皮膚がこり固

［Ｑ］ 家の中を広くしたいので増築を考えていますが、何か
規制はあるのでしょうか？

まった筋肉に張り付いている証拠かもしれません。肩こりの
ない人は、筋肉が柔らかく、皮膚と筋肉の間にある「筋膜層」
が自由に動くため、ラクに皮膚をつまむことができるのです。
そこで、この皮膚と筋膜層の癒着を取り、こりを和らげようと
いう目的で考えられたのが「スキントレーニング」略して「ス
キトレ」です。やり方は、簡単！滑り止めシートを肩～背中の
素肌に当てて、左右にゆっくりと動かします。皮膚がゆっくり
動いていることを意識しながら行うのがコツですよ。同じ場
所を一分ほど行ってから、シートをいろいろな角度に当てて
動かしていきましょう。滑り止めシートはホームセンターや
100 円ショップなどで、家具の滑り止めや車のダッシュボー
ド用として販売されています。手軽にお試しできますね♪

［Ａ］ 「確認申請」が必要になることもあります。
「確認
申請」とは、建物を立てる前に敷地、構造、設備などが
建築基準法に適合しているかどうかの確認を受ける手
続きのことです。新築時には必ず役所に申請することに
なっていますが、大幅な増改築を伴うリフォーム工事
や、大規模な修繕、模様替えを予定している場合にも新
築工事同様、確認申請が必要になるのです。ただ、10 ㎡
以内の増築であれば、確認
申請の必要はありません。
（ただし、市街地の防火対
策として定められている防
火地域、準防火地域は除き
ます。
）また、申請はほとん
どの場合、リフォーム会社
や工務店、設計事務所が代
行してくれますので、ご安
心下さいね。

さわやか♪ソーダのお風呂
暑い日に入るなら爽やかなお風呂がいいですよ
ね？それならソーダのようなお風呂はいかがでしょ
う。リフレッシュ！そしてリラックス！おまけにデ
オドラント！も期待できますよ。
まずは、お風呂に重曹を大さじ 1 杯と、お好みでペ

化作用まであるので汚れを落としやすくなり、お肌

パーミントやレモングラスのアロマオイルを数滴入

もすべすべになるすぐれものですよ。残り湯で洗濯

れます。あとはよくかき混ぜて湯船につかりましょ

をすると汚れ落ちがよくなり、しかも地球に優しい

う。えっ、それだけ？などとガッカリしないで下さい

エコ素材・・・と、いいことがいっぱい！また、重曹

ね。重曹はいわゆる炭酸水素ナトリウム(NaHCO3）

２+水１を混ぜ合わせ、ペースト状にするとカビ取り

で、炭酸ガス（CO2）が含まれているので、血行を

剤としても使えます。古歯ブラシにつけてゴシゴシ。

促し疲労回復に効果的と言われています。さらに浄

ついでにお風呂もキレイにしちゃいましょう！

しゅん

材料（４人分）
ゴーヤー 1 本、鶏モモ肉 1 枚、削り節少々、
調味料（だし汁 540cc、しょう油 40cc、みりん 40cc）

苦い野菜として有名なゴーヤー。その苦み成分は「モ

人もいますが、人は疲れた時には無意識のうちに苦み

モルデシン」と呼ばれ、胃を保護して食用を増進させる

を欲することが判明しています。したがって、疲労時に

「健胃効果」と、疲れた時にシャキっとする「神経覚醒

は苦みを気にせず、ゴーヤーを食べることができるで

作用」の二つがあります。また、ゴーヤーには若返り効

しょう。その際、できれば苦みを抑える塩もみをせずに

果が期待される一酸化窒素の材料となるシトルリンと

調理するのがおすすめ。塩もみをするとせっかくの栄

いうアミノ酸も多く含まれています。苦いのが苦手な

養分ビタミンＣが 3 割ほど失われてしまうのです。

白鶴酒造が提案する新しい日本酒のカタチ
見て、飲んで楽しめるという『みぞれ酒』
その秘密は「過冷却」です。一体どんな飲みかたなのでしょうか？

『みぞれ酒』とは、過冷却状態に冷やされたお酒をグ

ベット状になる様子を楽しむことができるのです。しか

ラスに注いだもの。一瞬で凍るパフォーマンスは驚き

し、そんな特殊な冷やし方は、自分の家ではできないの

で、いつものお酒で一味違う楽しみ方ができますよ。

では？と思われそうですが、実は、アイスクリームメー

シャーベット状に凍った『みぞれ酒』は、雪景色のよう

カーがあれば、家庭でも簡単に『みぞれ酒』を作って楽

に美しい見た目が楽しめ、ひんやり冷たく、ひと口含む

しめるのですよ。このキャンペーンの賞品が、なぜアイ

とふわっと溶けて、香りと味わいが広がります。

スクリームメーカーなのか？という疑問が解けました

さて、この聞き慣れない過冷却とはなんでしょうか？

ね！また、生貯蔵酒だけでなく、同じく白鶴酒造の商品

清酒は通常－ 7℃から－ 10℃で凍りますが、ゆっくり

である「にごりゆず酒」や「すっきり梅酒」でも同じよ

時間をかけて冷やすことで、凝固点を超えてもお酒の分

うに『みぞれ酒』が楽しめます。フルーティーでおしゃ

子が結晶化せず、
－ 12℃から－ 15℃程度まで液体状態

れなカクテル風になり、パーティーなどにもってこいで

を保ちます。この状態を過冷却と言うのです。おもしろ

すね。サイトでは他にも楽しいレシピが紹介されていま

いのが、この状態の時にわずかな衝撃が加えると、独立

すので、必見です。

していた分子同士が次々と結晶化して凍り始めるとい
うことです。つまり、お酒をグラスに注いだ衝撃で分子
が結晶化し始め、グラスの中で一瞬にして凍り、シャー

白鶴 上撰 生貯蔵酒 ひんやり『みぞれ酒』Webキャンペーン
【賞品】 Aコース：貝印製アイスクリームメーカー 抽選で500名
Bコース：QUOカード1000円分 抽選で1000名
【応募方法】 パソコンまたは携帯電話からキャンペーンサイトにアクセスして応募。
対象商品に記載されている12桁のシリアル番号を入力してゲームにチャレンジする
と、その場ですぐに「当たり」か「はずれ」かがわかります。
【応募先/詳細】 http://namacho.jp
【受付期間】 2011年7月31日（日）２４：００まで

マスコミでも連日取り上げていた文具の国際展示会・・・

“今年の東京は暑く、文具も熱かった”
皆さんこんにちは。社長の木阪泰之です。今年は大震災が
ありましたので、当初迷いましたが思い切って恒例の文具
の国際展示会(ISOT2011)に出掛けて参りました。震災の
影響もあるのか、出展メーカーさんの顔ぶれが昨年と随分
違い、何かが大きく変わりつつあることを肌で感じます。
節電等で、東京は暗くなっている、暑い・・・という先入
観がありましたが、思った以上に“平静”で逆に戸惑いま
女性の皆様でにぎわうここには一体どんな文具？
マスキングテープ大人気のカモ井さんブースです。

した。スーパークールビズ、扇子、USB扇風機･･と都民の
皆様はライフスタイルを実に柔軟に対応させていました。
帰る日に覗いた百貨店さん、この暑さを逆手にとって、売
り場の随所に工夫が凝らされており思わずTシャツを買っ
てしまった(笑)ほどです。お店づくり、接客とも大変教え
られました。展示会当日での情報はもちろん大切ですが、
こうした街の風景、人々のトレンドを感じ、“ドキドキ”
することの方が大切なのかもしれませんねぇ。会場内では
ＮＨＫ、ＴＶ朝日、日本ＴＶ他の各局が話題の文具の取材
合戦を繰り広げていました。私なりに地元の皆さんのお顔
を思い浮かべながら、これからコツコツと情報を提供して

今年はかなりラフなスタイルで上京。この暑さ、陽射
しで調光レンズ眼鏡が話題になると感じましたよ。

参りますよ。どうぞお楽しみに～っ。(木阪泰：記)

「さぁ、金魚ちょうちんを贈（送）ろう」…さて、どちらでお求めに？

賞文堂ネットショップ、日本語＆英語版で
金魚ちょうちん ご案内中！
当店のＰＲ不足で、地元の皆様にあまり知られていないので恐縮なのです
写真では判り辛いのですが、定番は
勿論、多様な金魚ちょうちんが掲載！

が、実は木阪賞文堂では白壁の街並み内にある本店(実店舗)を中心に金魚
ちょうちんの販売も行っております。特に毎年7～9月は観光客の皆様方
にご利用を頂いております。近年、県外からもお問合せを頂戴する機会も
ありますので、今回既存のホームページ内に専用のネットショップを設け
てみました。ホームページ制作にはスタッフが協力してくれて、金魚ちょ
うちんをはじめとした関連グッズをご利用いただける体制が整いました。
(スタッフが)英語が好き･･･ということもあり、ボタンひとつで英語表記に

頁内の言語アイコンをクリックすると
英語表記に。もしも海外からオーダー
が入ったらど～しょ～かしらん。(笑)

変わる仕様で作り込んでくれました。実店舗もネット店舗も“柳井をＰＲ
する想い”を共有することが大切だと感じております。(木阪美：記)

金魚ちょちん祭りが今年で20周年・・・柳井初!!

“金魚ちょうちんリング・ノート”が登場です!
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。この時期、木阪賞文堂では、毎年3～5アイ
テムですが金魚ちょうちんに関連した文具・雑貨を開発～制作してい
ます。この度は、ここ3年程構想を温めていた“ノート”“を商品化すべく
取り組んで参りましたが、先日ようやく出来上がりました。ご存知の方
も多いかもしれませんが、実は近年ノートブームなんですよ。コクヨさ
んがドット入り罫線ノートを販売されてからというもの、工夫をこらした
フォーマットのノートが各メーカーさんより次々に紹介されています。
サイズはB5、A5、A6の3サイズです。

また、万年筆やサラサラ書けるボールペン、高品質の鉛筆等がマスコ
ミで取り上げられることと並行して“ノート”の良さもクローズアップさ
れているようです。この金魚ちょうちんリング・ノートは基本に忠実に、
6㍉罫線仕様のベーシックな仕上がりです。表紙に英語標記しているの
ですが、このノートを使われる方の想いが
どうぞ叶いますように･･･。(木阪泰：記)
←表紙の裏面には、金魚ちょうちんのうんちくも
紹介しています。9月には金魚提灯蒔絵ボールペンも!!

写真は4色ですが、ピンクも加わって計5色の展開です。

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

◆7月～8月のおすすめ商品（サービス）のご案内
使って驚く この小さなスグレモノ! USB卓上ミニ扇風機（在庫僅少）
パソコンのUSBに繋ぐこのミニ扇風機、
小さいのにスグレモノです。社長上京
時の話では、都内各店のレジ接客ス
ペースで、この扇風機を使って店内全
体の節電に努めているところが沢山
あったそうです。現在メーカーさんも品
薄とか。木阪賞文堂の在庫もあと・・・
台｡早めのお申込みを!(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）

*オリジナルシャツで接客中です。

★『今年は書こうや!暑中お見舞』 文具大賞受賞の話題の筆ペンで!
・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

