“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。
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合唱団に入団！
合唱団の魅力はなんといってもその美しい歌声とハー
モニー。年齢の壁を越えて、音楽を愛する素晴らしい仲間
が集う、そんな合唱団にあなたも参加して一緒に歌ってみ
ませんか？カラオケなどで歌うのとは一味違う魅力を味
わってみましょう。さらに、最近では若いアーティストの

唱団側にお願いしてみてはいかがでしょうか。自分のレベ

作品を合唱で用いるなど、新しい感覚の曲目が増えている

ルに合っているか、練習場へ通いやすいか、練習頻度、費

ので、新鮮に感じるかもしれません。

用などがポイントになります。

まずは、身近なところから複数の合唱団を聞きに行って

また、長く続けるコツの一つに人間関係を大切にするこ

みます。それぞれ合唱団としてのレベルがありますし、目

とが挙げられます。声を合わせるのと同じように、仲間と

指すところが異なるでしょう。コンクールに出たいのか、

上手く気持ちを合わせれば、より一層素晴らしいハーモ

気楽に歌を歌うことを楽しみたいだけなのか、自分の目的

ニーが生まれるでしょう。

をはっきりさせれば、
「ここに入りたいな」と、自然に選べ

音楽と仲間との出会いの他、腹式呼吸で深層筋力を高め

るはずですよ。それでもちょっと不安が残るようでした

る効果もあります。姿勢が良くなりふだんの声にもハリが

ら、そんな気持ちを説明して一カ月ほどのお試し期間を合

出て、表情までも明るくなるそうですよ。

あったかいお洒落

“スヌード”

スヌードとはリング状に編んだマフ

できます。腕を通せばボレロ風に、頭にか

ラーのようなデザインの防寒グッズのこ

ぶればフードに変身！ また、素材によっ

と。もともとは英国、スコットランドの女

て表情を変えるのもおもしろいところで

性達が頭に巻いてヘアバンドとして愛用

す。ニット、ファー、ウール、綿などさま

されていたものですが、2009 年にヨー

ざまなものが店頭に並んでいますし、幅や

ロッパのコレクションで有名ブランドが

長さも選べます。シンプルな黒いワンピー

ネックウェアとして取り入れたことが、

スに、ゴージャスなファーが特徴のスヌー

人々の目に新鮮に映りブームとなりまし

ドをそのまま首にかけるだけで華やかな

た。このスヌードの最大の魅力は、いろい

イメージに仕上がります。編み目の増減が

ろなスタイルにアレンジできることです。

ないので、初心者でも手作りが可能です。

首に巻くのはもちろんなのですが、例えば

好みの毛糸を探して自分で編めば、オリジ

肩まで下げてショールとして使うことも

ナルのスヌードを楽しめます。

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ

ふくらはぎマッサージ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

リノリウムの床材

「ふくらはぎは第２の心臓」と言われています。これは、ふ
くらはぎが静脈を流れる血液を心臓に戻すためのポンプとい

［Ｑ］ リノリウムは美しい色合いの床材だと聞きました。どん
な素材なのですか？

う大事な役割を持っているせいなのです。ふくらはぎを触っ
てみてください。温かく、適度な弾力を持ち、筋肉が柔らかく
収縮しやすい“良いポンプ”の状態でないと、全身の血流が悪
く、老廃物や毒素が円滑に排出されていないかもしれません。
そんな時はふくらはぎマッサージがおすすめ。手の力では
なく、両親指の腹を重ね、そこに自分の体重をのせるようにし
て押すのがコツです。床に座って片方のひざを曲げ、ふくらは
ぎの内側を上に向けます。骨にそって内くるぶしからひざ裏
まで、下から上へと筋肉をゆっくり押していきましょう。２～
５回、左右とも同様に行います。次はふくらはぎの中央部分、
外側・・・とやりやすい姿勢で、血液を心臓に戻すイメージで、
優しく押して揉みほぐしていきます。

［Ａ］ 鮮やかな色合いのせいか、プラスチック製品のよ
うに見えるものもありますが、実は亜麻という植物の種
からとる亜麻仁油と松脂を主成分とした天然の素材で
す。亜麻仁油は抗菌・分解作用に優れ、適度な耐薬品性
があることから、病院や幼稚園など公共施設の床によく
使われています。メリットはなんといっても弾力性、防
音性、耐久性で、一般住宅では水回り、トイレ、脱衣所
などに適しています。静電
気が起きにくいのでホコリ
を吸着しにくく、ぜんそく
やアレルギー対策にもよい
でしょう。アルカリには弱
いので注意が必要です。ふ
だんのお手入れは、サっと
乾拭きするだけでＯＫ。が
んこな汚れの時だけ絞った
雑巾で拭きます。

子どもが喜ぶ

お風呂遊び！？

子どもと入るお風呂はキッチンやリビングにいる
時とはひと味違う、大切な時間。温まる、髪や身体を
洗うといった本来の目的とは別に、時にはお風呂で
子どもと遊んでみましょう！例えば空のコップ（割
れない素材）の底を上にして、お湯の中にまっすぐ入

空のペットボトルのふたをしめて、キャップを上に

れます。コップの中に手を入れると、お湯の中なのに

向けてまっすぐ湯船に沈めます。ペットボトルの中

中は空気。手は濡れません！また、コップをお湯に沈

央くらいまでお湯に沈めたら、秒読みをして手を離

め、お湯の中で底を上にしてそのまままっすぐ上げ

せば「ポーン」とロケットのように跳び出していきま

ます。コップは水面より上にあるのに、コップの中に

すよ。
（のぞきこんで顔に当たらないように気を付け

はお湯が入っています。へえ～！と、不思議そうな顔

てくださいね。）大人には単純に見える遊びですが、

をして見ている子ども達が目に浮かびますね。また、

子どもは大喜び間違いなしです！

しゅん

材料（２人分）
白菜（中心部分）１２０ｇ、せり（やわらかい部分）２本、万能ねぎ１本、干し柿１個
調味料（ごま油大さじ１、塩少々、酢大さじ１、砂糖小さじ１、すりごま小さじ１）

白菜を半分に切り、そのままにしていたら中心部の

いったん貯蔵された後、うまみ成分であるグルタミン

葉が立ち上がってきたという経験はありませんか？こ

酸や糖に姿を変えて中心の小さな葉に送られます。先

れは収穫後も中心の小さな葉が成長を続けている証拠

に中心の甘くて美味しい部分を食べてしまえば、グル

なのです。つまり中心部は成長のポイントであり、おい

タミン酸や糖を送る相手がいなくなるため、そのまま

しさが集中している部分とも言えます。外側の葉が

周辺の葉にもうまみが貯蔵されていきます。白菜は、中

作った栄養が内側の葉にでんぷんやたんぱく質の形で

心部から食べていくことをおすすめします！

賞品は人気野菜スイーツ専門店パティスリーポタジエの
にんじんケーキ「キャロットチョコフラン」！
濃いシチューであたたまった後のデザートにぴったりです♪

あったかいシチューが恋しいですね。今回ご紹介する
キャンペーンの対象商品はそんな季節にピッタリの美

ヨン）と野菜ブイヨンの２種のブイヨンのうま味でク
リーム感が広がります。
これだけでもじゅうぶん素敵な食事になるはずなの

味しいシチューですよ。
まずは、デミグラス仕立ての濃いビーフ感が魅力の

ですが、賞品があの人気野菜スイーツ、東京・中目黒パ

「Ｓ＆Ｂ濃いシチュー ビーフ」
。じっくりと焙煎した

ティスリーポタジエのにんじんケーキ「キャロットチョ

ルウにローストしたオニオン、ジュ・ド・ブフ（牛の骨

コフラン」と聞けば、応募せずにはいられません。味わ

と肉を焼きあげ、香味野菜と一緒に煮出したブイヨン）

い深い「濃いシチュー」と美味しいスイーツ、心も身体

と野菜ブイヨンをあわせることで濃厚な味わいに仕上

も温まる食事をあなたの大切な人と楽しんでほしい・・・

げました。濃縮赤ワインペーストの豊かな香りと甘酸っ

そんな願いがこもったキャンペーンです。

ぱさがビーフ感を一層引き立てています。もう一つは、

さて、ビーフとクリーム、どちら

ベシャメル仕立ての濃いミルク感が贅沢な「Ｓ＆Ｂ濃い

にしましょうか？

シチュー クリーム」
。こちらもじっくり焙煎したルウ
に発酵バター、ミルクパウダーを加えることで濃厚な味
わいに仕上げてあります。フォン・ブラン（仔牛、成牛、
鶏の骨と肉を、香味野菜と一緒に煮出した白色系のブイ

大切な人と恋シチューキャンペーン
【賞品】 パティスリーポタジエ「キャロットチョコフラン」合計1,500名
【対象商品】 Ｓ＆Ｂ 濃いシチュー（クリーム・ビーフ）180ｇ
【応募方法】 専用応募ハガキまたは郵便ハガキに対象商品のバーコード1枚を貼り、
必要事項を記入の上、応募。
【詳細】 http://www.sbfoods.co.jp/koistew/index.html
【応募締切】 第１回抽選 2011年11月30日（水）
第２回抽選 2011年12月31日（土）
第３回抽選 2012年1月31日（火）
第４回抽選 2012年2月29日（水） ※いずれも当日消印有効

TYSの情報番組に賞文堂が紹介されました！
こんにちは！社長の木阪です。11月30日に地元テレビ山口(TYS）さん夕方の情報番組『スーパー編集局』で木阪

賞文堂が紹介されました。「手作りの年賀状」をテーマに県内2店の文具屋さんが紹介されました。消しゴ
ムはんこ教室を始めて足掛け5年間、この教室の模様を取材して頂きましたよ。近年は消しゴムはんこ が大変
ブームなのですが、関連商品を万遍なく置いてあるお店は少ない様で、且つスタッフが教室の講師をする・・・
というのは全国でも稀の様です。TYSさんは、当店のホームページをご覧になって取材を申し込まれたそうで
す。柳井までわざわざお運び頂いて大変恐縮しております。今迄以上に地元の皆様に便利で楽しい文具の情報を
提供したいと強く思いました。いつも報道関連のニュースを読んでいらっしゃる古川さん(女性)は、取材後に

消しゴムはんこスタートセットを個人でご購入され、本格的に始めたいとの事でした。嬉しいですねぇ。

1、『スーパー編集局』オープニング、 テーマ
は「手作りの年賀状」です。

2、今回もう1件紹介されたのは、あの有名な
クロスランドさん(山口市)でした。驚きぃ～っ!

3、11月度の教室を取材、受講生の皆様も心
なしか緊張気味のご様子。(笑)

4、実際にスタッフが制作するシーン。手元の
アップも動じません。数千個～彫った自信。

5、この後、スタッフへのインタビューも。古
川アナ、思わず真剣に受講。

6、後日『視ましたよ』・・・というお声を頂き、
関心を持って貰うことの喜びを感じてます。

『消しゴムはんこ有段者現る！？の巻』12月の教室より
12月に受講された方は、初心者ながらもこの秋口
より独学で消しゴムはんこを彫り込んでいらっ
しゃるとのこと。あの“ちょるる”の大ファンと
のことで、個人が楽しむレベルでいろんな図案を
彫っていらっしゃいます。“ちょるる”の基本図
案 が 少 な い の で、い ろ ん な パ タ ー ン の“ち ょる
る”を描かれ、消しゴムはんこで表現されていま
す。スタッフが彫り方のポイント指導、消しゴム
はんこ作家mizutamaさんの作品をご覧頂いたり
と大いに盛り上がった教室となりました。同じ趣
味・嗜好の仲間が一人増えた・・そんな想いで心
温まる一日でした。また遊びに来て下さいね～。

2011年1月から履き始めた・・・

“あの魔法のシューズ”の効力は果たして!?
皆さんこんにちは。私、ここ６年間は、毎年12月の柳井市民駅伝に参加
しておりますが、いつも練習が半月前の付け焼刃状態。かといって毎日
ジョギングする時間も根性も無し。履くだけで、腿(もも)やお尻周りがシ
マルという魔法のシューズを年頭から利用。リーボック社のイージートーン
というシューズです。今年7回目を走り終えてその手応えを感じました。
事務所を動き回るだけで足腰が締まり（40歳代のオッサンですが）1年
掛けて魅惑のヒップになりましたヨ。(笑)

女性用のデザインの方が豊富

なので履いていて毎日がとても楽しくなると思います。2012年を迎え
るに当たりステキな女性の皆さんにおススメです。ど～せなら思い切っ
てカラフルな色合いの方がお似合いだと思いますね～。(木阪泰;記 )

『柳井日日新聞2011/12/16号より』
柳井市民駅伝の写真特集号に掲載。ターミネーターでも松方
弘樹さんでもありません。ヘタリながらも、最終区の柳井西中
グランド直線コースで、大人気なく前走の女子高校生を抜い
た瞬間の私(木阪)でございます。順位は下の方でした。(笑)

そうだ！賞文堂！行こう！

男性用のイージートーンは、1年前はデザインも少なかったのです。女性用のデザイン
の豊富さが羨ましいです。今年、自己投資にもう1足購入しようと思っています。

・会社名 つくれる文具屋さん

(有)木阪賞文堂

◆12月～1月のおすすめ商品（サービス）のご案内
“はろぅきてぃ ”の和(なごみ)ざいく印、新登場です。
木阪賞文堂の人気商品の和(なごみ)ざ
いく印に、ハローキティが仲間入りし
ました。全6柄で、お子様お誕生の贈り
物としても喜ばれそうですよ。12月下
旬の販売となります。同じデザインの
印鑑ケース付きで\7,350(税込)。ラッ
ピングも心を込めて承りますのでお申
し付けくださいね。(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10名 （中央店8名、白壁店２名）

★年内は12/30(金)迄、年明け1/5(木)から営業となります。
・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

