
 

 チーム青森の五輪での活躍ですっかり有名になった

カーリング。場所や季節は限定されてしまいますが、激し

い動きはなく、実は誰もが楽しめるスポーツなのです。指

導員による体験教室が各地で開かれていますので、機会が

あったら是非挑戦してみてくださいね。一般的なレッスン

は、講義を受けた後、基礎練習、そしてミニゲームへと進

みます。競技施設の気温は 4℃ほどですが、練習を始める

とポカポカと身体があたたまってきますよ。難しいのが、

重さ約 20 キロの石を投げるフォームの練習。「私、カーリ

ングやってるな～！」と最も実感できる瞬間かもしれませ

んね。左脚しか滑らない（右投げの場合）専用靴を履いて、

バランスを崩さずに投げられるように練習しますが、全身

に力が入ってしまい、初心者はなかなか上手くいかないそ

うですよ。実は、体幹をよく使う競技なので、身体の芯の

筋肉が鍛えられることによって、姿勢がよくなりバランス

能力も上がるという利点があります。年齢や経験にみあっ

た練習メニューがあるそうなので、老いも若きも無理なく

楽しく練習ができるでしょう。 

もうひとつの魅力はなんといってもストレス発散。目標場

所を目指して石を投げるという行為は、すべてを忘れて集

中できます。週末になると遠いところから競技場まで時間

をかけて練習に通う人も多いのはそのせいでしょうか。一

度でもやってみると、次回のオリンピックでカーリング競

技を観る目がきっと変わるでしょうね！ 

 白髪が増えたのを機に髪を染め始める

人が多いと思いますが、「白髪を隠す」とい

う意識からか、なんとなく白髪染めは寂し

さを伴うものかもしれません。しかし、洋

服やメークと同じように白髪染めもひと

つのお洒落と考えてみませんか？もはや

白髪染めは「白髪を隠すため」ではなく、

積極的なお洒落なのです。自分に似合うカ

ラーを見つけるには、プロの手を借りるの

が一番。美容院でじっくり相談に乗っても

らいましょう。例えば、黄みのやや強い肌

色の方には、ベージュブラウンがおすす

め。これを黒髪の部分に入れ、顔まわりな

ど白髪部分には明るめのゴールドベー

ジュを馴染ませます。毛の流れが見えるよ

うに仕上げれば、さりげなく個性が光りま

す。以前は真っ黒に染めるのが主流でした

が、このように白髪を活かしながら若く見

えるヘアデザインが提案されています。他

にもハイライトで輝きを増したり、白髪を

残して自然なグラデーションを演出する

方法もありますよ。 

ほら、“白髪染め”に対する意識がちょっ

と変わりましたよね？ 

積極的お洒落の「白髪染め」 
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オリンピックも夢じゃない！？“カーリング” 

“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。 

回覧 



［Ｑ］ 収納スペースを増やしたいのですが、何かいいアイ

ディアはありませんか？ 

 

［Ａ］ 収納を増やす方法のひとつに小屋裏を利用すると

いうのがあります。今の間取りで収納を作るのが無理で

あれば、ぜひ検討してみてください。面積は建築基準法

で、すぐ下の階の面積の２分の１以下、天井の高さが

1.4m 以下と決められています。もともと屋根裏には、梁

や束などの構造体があるため、どこに収納してどのくら

いスペースを確保できるのか、設計者とよく相談しま

しょう。また、小屋根は、夏

場にかなりの高温になりま

す。屋根裏や壁には断熱材

を入れ、換気扇を設けるな

どの工夫をあらかじめする

ようにします。使用頻度の

低いものや、どうしても捨

てられないものなどをしま

うのに大変便利なスペース

になります。 

 11 月 26 日は、日本浴用剤工業会が制定した「い

い風呂の日」です。改めてお風呂に入る意義について

考えてみるのもいいですね。身体を温めると免疫力

が高まります。それは「ＨＳＰ」という生体防御タン

パク質が増えるから。ＨＳＰとは、「熱ショックタン

パク質」のことで、病気などの過度なストレスから身

体を守ってくれるものです。ですから、ＨＳＰを増や

してあげれば、からだを守る免疫力やストレスに対

する抵抗力も向上するというわけですね。身体を温

めてＨＳＰを増やすには、お風呂に入るのが一番！ 

身体が温まっているのを実感するために、湯船につ

かりながら体温を測るのも一つの方法です。体温が

38 度を超えたあたりからＨＳＰが増加してくると

言われています。病気などで発熱するのと違い、外部

から温めるので、38 度と言っても不快感を伴いませ

ん。水分補給と湯冷めに気をつけて、週２～ 3 回は身

体をしっかり温める習慣を身につけたいものです。

免疫力を高めて風邪をひかないようにしましょう。 

マス目を踏むスクエアステップ 

老化をストップさせるヒケツ 

小屋裏を収納スペースに・・・ 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 スクエアステップとは、横１ m、縦２．５ m のマットの上

に２５㎝四方のマス目を作り、あらかじめ決めたパターンに

沿って、順番に枠内に足を乗せていく運動です。なるべく線を

踏まないように、マス目の真ん中につま先がつくようにする

ことがポイント。そもそもは高齢者向けの運動療法として考

えられたプログラムで、子どもの頃にやった「けんけん」がヒ

ントになっているそうです。初級から上級まで約 200 ものス

テップが考案されています。まずは簡単なパターンから挑戦

してみましょう。足腰を強くすることができ、寝たきりにつな

がりやすい転倒を防ぐ効果は、ウォーキングに勝るとも劣ら

ない上、認知症を防ぐ効果も期待できると評判が広がってい

ます。スクエアステップの会場からは笑い声や歓声が絶えな

いとか・・・。これも心身に良い影響がありそうですね！   

    スクエアステップ協会→ http://square-step.org/ 

 

Ｑ 
Ａ 

１１月２６日は「いい風呂の日」ですヨ 

 

 



 イカはとても種類が多く、約５００種ほどだと言わ

れています。日本人はイカが大好きで、なんと全世界の

漁獲量の 40 ～ 50%を消費しているとか！イカは良

質なたんぱく質が豊富で脂肪は少ない低カロリーな食

材です。ビタミンＢ２、ナイアシン、亜鉛、銅、カリウ

ム、タウリンも多く含んでいて、ナイアシンは口舌炎や

皮膚炎を予防、カリウムは高血圧予防に働きます。亜鉛

は味覚を正常にし、発育を促進。タウリンはコレステ

ロールを下げ、疲労回復、動脈硬化予防に効果がありま

す。このようにたくさんの栄養分を含むイカと、同じよ

うに栄養たっぷりの青菜を合わせた今回のレシピ、お

かずに、お酒のおつまみにと活用してくださいね！ 

材料（２人分） 

イカ１パイ、青菜１束、にんにく１/2 片、しょうが 1/2 片、サラダ油大さじ１、 

ごま油小さじ１ 

調味料→しょうゆ大さじ１、豆板醤小さじ 1/2、酒小さじ 1/2、片栗粉小さじ１ 

しゅん 



井村屋の肉まん・あんまん、家族みんなでたくさん食べてキャンペーンに応募しよう！ 

井村屋のサイトでは、井村屋商品を使った「わくわくお楽しみレシピ」が紹介されています。 

こちらも必見ですヨ！ 

 あったか～い肉まん・あんまんが似合う季節になって

きました！おやつに、夜食にと、小腹がすいた時の強い

味方。これからの時期は特に大活躍です。今回井村屋で

実施されるキャンペーンでは、大好きな肉まん・あんま

んを食べて応募マークを集めて送れば、素敵な賞品も当

たるかもしれないのですから、こんなお得なことはあり

ません！是非、ご家族皆さんでたくさん食べて応募して

みてくださいね。さて、井村屋のサイトには井村屋の豊

富な商品を使った「わくわくお楽しみレシピ」が載って

います。今回のキャンペーン対象商品である肉まんを

使った「ピロシキ風揚げ肉まん」のレシピもありますよ。

作り方は簡単。まずは井村屋の肉まんを電子レンジで温

めます。霧吹きなどを使って少量の水で湿らせてから

ラップにゆったりと包んで温めるのが、ふっくらおいし

く温めるコツ。温め時間は電子レンジによって違うの

で、パッケージの表示を参考に調整しましょう。次に肉

まんを揚げる油を温めていきます。油の温度は 180℃

が目安。卵 4 個も割ほぐしておきます。温まった肉まん

に卵をつけますが、熱いので必ずお箸を使ってくださ

い。肉まん全体に卵がからまったらパン粉をつけて油で

揚げて出来上が

りですよ♪外は

サクサク、中は

ジューシー。だ

したっぷりの井

村屋の美味しい

肉まんならでは

の 魅 力 的 な メ

ニューです。是

非お試しを・・・。 

井村屋 笑顔ほくほくキャンペーン 

【賞品】 Ａ賞 応募マーク6枚で「ルルド マッサージクッション」合計100名 

      Ｂ賞 応募マーク4枚で「井村屋商品詰め合わせ」合計300名 

      Ｃ賞 応募マーク2枚で「肉まん・あんまんタオルセット」合計600名 

【応募方法】 郵便ハガキまたは専用ハガキに、対象商品についているキャンペーン     

応募マークを必要枚数貼り、必要事項を記入の上応募。 

【応募・問い合わせ先】 〒135-8799 郵便事業株式会社深川支店 私書箱5号 

 「笑顔ほくほく」キャンペーン事務局 フリーダイヤル0800-800-1509 

【受付期間】 第一回応募締切 2011年11月30日（水）当日消印有効 

         第二回応募締切 2012年4月30日（月）当日消印有効 

【詳細】    http://www.imuraya.co.jp/index.html 



 

 

 

 

皆さんこんにちは、木阪泰之です。さて、今回ご

紹介させていただくのは、パーカーの第五のペン

こと「インジェニュィティ」。(何と覚えにくい

名前でしょうか(笑)。)このペンは既に１０月より

東京の百貨店でのイベント開催から一部先行販売

されています。地方では12月に登場し木阪賞文

堂も何とか手配することが叶いました。実は、私

はこの第五のペンを試筆していません。恥ずかし

ながら、文具店主として“一目ぼれ”したので 

ございます。その後各方面より情報収集に努めま

して、その想いがますます強くなったのです。     

このペンは万年筆、ローラーボール、ボールペン

の良いところを融合しています。万年筆は多少手

間のかかるところがその魅力でもあり私は大好き

なのですが、今回の第五のペンは全く新しいモー

ドの高級筆記具なのです。これからのシーズン、

特 に就職、送別、進学・・・の 贈 り 物 と し て  

万年筆やボールペンの場合、ひょっとしたら重な

る可能性があるかもしれませんが、このペンの場

合他の方からのギフトと重なることもなくしかも

箱を開けて頂いたときに「このペンは何だろ

う？」と、贈られた方に必ずワクワク感を持って

頂けることでしょう。 えっ！？自分で持っても

いないのにいい加減な事を言ってる・・・ですっ

て？ おっと、これは大変失礼いたしました。 

実は、私も自分用に1本手配しているんですよ。

今年の締め括りに自分で自分にプレゼントです。

2012年を新鮮な気持ちで迎えるべく、またペン

同様新しいモードの自分になるべく投資ですね。

書き味をお試しになりたい方はどうぞ遠慮なく 

お申し付けくださいね。引き続き、文具の事なら

何なりとご相談承りますよ。（木阪泰：記） 力を入れなくてもスゥ～っと線が引ける 

そうです。ふわふわした感じとも・・・。 

   この冬、120年もの歴史があるパーカーが開発・・・ 

 この書き心地に、あなたはきっと言葉を失う。 

デザインも万年筆っぽくス・テ・キ。女性向デザインも用意されています。 

価格帯は¥18,900～¥21,000です。 

一生を共にする相棒として、相応しい1本です。 



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) 

 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

・会社名 つくれる文具屋さん(有)木阪賞文堂 
◆11月～12月のおすすめ商品（サービス）のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スタッフ人数10名（中央店8名、白壁店２名）  

★今年は年賀状印刷の宛名サービス(1件@42)が好評ですヨ。 

・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 

これはイイ～っ、アピカ社のフィグラーレノートです。 

近年は革新的ノートが各メーカーさん

より次々に投入されています。先日入

荷したこの商品は4分割罫で思考を整理

できるノートなんだそうで、社長が大

変気に入って手配しました。特にビジ

ネスマン・ウーマンの皆さんへの贈り

物としても喜ばれると思いますよ。店

頭でご覧くださいね。(スタッフ一同) 

 今年もあと・・・日です。年頭のあの心意気は何処へ(笑) 

“お気に入りの文具で年末年始を楽しくネ! 

 <左上から> 

 ①マスキングテープの利用で手づくり感満載です。 

 ②言葉を失う書き心地、パーカーのインジェニュイティ。 

 ③スマステでも紹介されたデコラッシュ。全国から問合せが。 

 ④筆ペンとサインペンが融合しました。何と心地よい書き心地。 

 ⑤消しゴムはんこを始めたい方に超おススメのＤＸセットです。 

今年も残り1ケ月となりました。年頭のあの意気込 みは何処へ・・・

(笑)。掲げた目標の多くは来年へ持ち 越しそうですが、生活面

で何とか達成できた事のひとつが(私40歳代ですが)「五十肩の克

服」です。それまで日夜パソコンの前に座っていたのが原因で

しょうかねぇ、急にきました。そんなわけで“ぶら下がり 健康

器”なるものを購入、毎日その痛さに泣きながらもぶら下がって

おりました。その甲斐あってか、10回位なら懸垂も出来るように

なりました。また、肩とは関係ありませんが12月は柳井市民駅伝

にも出場しますよ～っ。さて、12月の楽しみのひとつが WOWOWで

放映される「男はつらいよ」シリーズ全49話の視聴です。劇中の寅

さんの筆まめさには、この年になって尊敬の念さえいだきます。

ヘタ字だけれど貰ったら絶対に忘れられないですねぇ。年賀状書

きのシ ーズンに入りましたが、手書きが良い事は判っていて もな

かなか実践できないもの。10枚でも20枚でも出来る範囲でボチボ

チやっていきましょう。でもあなたにピッタリの文具や筆記具が見

つかれば周りの皆が思わず笑顔になるような年賀状を書けるかも

しれませんよ。年に一度のお世話になったあの人のことを想って

是非とも一筆認(したた)めてみてくださいね。(木阪泰：記)       


