“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。
2012.1～2月号

発行

回覧
シンプルだけど奥が深い

オセロ

オセロは「子どもの頃にやったけど最近はやってないな
～」という方が多いかもしれません。一時のブームのよう
な華々しさはないものの、ゲームのベストセラーには違い
なく人気は未だ衰えていません。各地で開かれているオセ
ロ大会では現在も激戦が繰り広げられています。

う名前は、逆転につぐ逆転の内容から、黒人の将軍オセロ

実はオセロは日本生まれだというのをご存知でした

と白人の妻デズデモーナの波乱万丈の物語であるシェー

か？終戦直後茨城県の水戸市で、当時中学生であった長谷

クスピアの戯曲からヒントを得たものでした。あの緑色の

川五郎氏（現日本オセロ連盟会長）によって考案されまし

盤面は、草原で戦う将軍オセロをイメージしたものだった

た。オセロの駒が白と黒になったのは、囲碁の石が由来だ

のです。1973 年に発売されるやいなや大人気ゲームと

からです。初期のオセロは石を挟んだら黒石または、白石

なったオセロ。1977 年ニューヨークに世界オセロ連盟が

を全部その都度取り替えていたそうです。しかしそれでは

設立され、その年の 10 月には第１回のオセロ世界選手権

手数が進むにつれて大変な作業になってしまうので、その

が東京で開かれました。それ以来毎年開催されています。

うち表裏を黒と白にしたボール紙を使うようになったそ

押し入れにしまいこんでいるオセロを引っ張り出して、今

うですよ。それがオセロの原型となりました。オセロとい

年はあなたも挑戦してみてはいかが？

いくつになっても「今」を感じよう！
おしゃれが好きなミドルエイジの方な

いでしょう。気心が知れた、なじみのお店

ら、既にクローゼットには数え切れないほ

を繰り返し利用しがちですが、専門店が並

どの服があるはず。物を大切にすることは

ぶデパートや若者でにぎわうファスト

すばらしいことですが、残念ながら服は一

ファッションのお店をゆっくりと歩くこ

生モノではありません。リフォームするこ

とをおすすめします。ファッションには好

とで変身させることは可能ですが、定番と

奇心が必須！若い子のファッションなん

言われるシャツやコートでさえも、少しず

て・・・などと敬遠せずに、好奇心を持っ

つ手が加えられ「今」の形に生まれ変わり

てどんどん覗いてみましょう。若い子の服

続けていることを理解しておきましょう。

をそのまま取り入れるということではあ

もし、古くさいお洒落はしたくないとお考

りません。いくつになっても「今」の空気

えなら「少し前の時代」を感じさせる服を

を感じていたい！そんな前向きな姿勢こ

処分してから買い物にでかけたほうがよ

そが、生き方にも通じるのでは？

Ｑ
Ａ

老化をストップさせるヒケツ
肥満を防ぐなら

野菜を先に食べよう！

温かい食べ物がひときわ美味しく感じる季節、旺盛すぎる
食欲にお悩みの方におすすめの食事法があります。それはま

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

室内ドアを取り換えたい
［Ｑ］ 室内ドアを新しいのに取り替えたいのですが、難しい
ですか？

ず野菜から食べること。これを意識するだけでも、肥満予防に
役立ちますよ。糖尿病の治療で成果を上げている方法だそう
です。やりかたは簡単。サラダでも煮物でも、まずは野菜のお
かずを先に食べきります。次に肉や魚、最後にごはんの順で食
べるだけ。この食べ方をすることによって、先に食べる野菜に
含まれる食物繊維が胃で膨らむため、満腹感が早めに得られ、
あとから食べる炭水化物の量が自然に減り、摂取エネルギー
の総量が抑えられるのです。野菜が小腸に届いた後、時間差が
ないまま炭水化物が小腸に届いてしまうと効果が減るので、
ゆっくり時間をかけて食べるのがコツですよ。ただし、野菜を
先に食べたからといって、おかずやご飯などを大食いしては
意味がありません。食べ過ぎに注意してくださいね。

［Ａ］ 難しいことではありません。室内のドアを取り替
えるためには、既存の枠を生かして、ドアだけを交換す
るのが最も簡単な方法でしょう。ドア枠も取り替えたい
なら、大工仕事になりますので、その分費用が増えます
が、この方法なら建具工事だけで済むのです。現在ある
ドア枠と違和感のないドアを選べば、枠の塗装作業も省
くことができますね。開き戸を引き戸に変更するのな
ら、大工仕事と内装工事が
伴います。開口部の上や床
にレールをとりつけて、引
き 戸 を 設 置 し ま す。床 に
レールのない、上つりタイ
プにする方法もあります
よ。また、引き戸は引き込む
ための壁が必要です。もし
も横の壁が狭かったら、2
枚引きにしましょう。

メリハリヒップを目指そう！
日本人のヒップは欧米人に比べてメリハリが少な
く、平らで垂れている傾向にあると言われています。
まして年齢を重ねればそれなりに・・・。自分では見
えない部分なのでふだんはあまり気になりません
が、実は他人からはよく見えているところ。バスタイ

らいグリグリとマッサージします。少し力を入れて、

ムを利用して今日からお手入れを始めましょう！

痛気持ちいいくらいがいいでしょう。次に尾てい骨

まずはヒップのむくみを取るツボ押しです。湯船

から外側に向かって、グーの手で押しながら真横に

にゆっくりつかり、身体があたたまったところで始

動かして、ヒップのコリをほぐします。次に手のひら

めましょう。左右のヒップの両わきあたりにへこん

全体を使って太ももの後ろからヒップ全体を持ち上

でいる場所があります。これが「環跳（かんちょう）

げるようにマッサージします。さらに大きな円を描

のツボ」です。ここをグーの手で押しながら 1 分間く

くように下から上へさするのも効果的ですよ。

しゅん

材料（４人分）
にんじん 1 本、レンコン 1 節、ごぼう 1 本、玉ねぎ 1 個、白菜１／４株、ベーコン１００ g、
オリーブオイル大さじ１、にんにく１片、しょうが１片、トマトの水煮缶１缶、塩小さじ１、
こしょう少々、ローリエ１枚

ラタトゥイユ（Ratatouille）とは、フランス南部プ

煮るのが本来の作り方。今回は、このラタトゥイユを少

ロヴァンス地方、ニースの野菜煮込み料理のことです。

しアレンジ。根菜を使って身体が温まるレシピにしま

フランス語の touiller(かき混ぜる）が語源で、はじめの

した。火加減がポイントで、最初は強火で１０分ほど煮

rata は軍隊言葉で「ごった煮」という意味だそうです

て、煮立ってきたら弱めの中火で煮込みます。野菜の水

よ。ナス、ピーマン、ズッキーニなどの夏野菜、香草な

分をよく観察して加減するのがコツですよ。これで冷

どをオリーブオイルで炒め、トマトを加えてワインで

蔵庫に残っていた野菜もきれいに片づけられますね。

年に一度は受けたい健康診断、行ってますか？
人間ドック検診コースに当選すると、「日帰り人間ドック」「脳ドック」「レディース検診」のいずれかを
全国約５００の病院で受けられるという、珍しいキャンペーンです♪

今回ご紹介するキャンペーンは、賞品が人間ドックと

ン」はこの微粒子からコレステロールを抜き取り、吸収

いう点でおもしろいのですが、対象商品も大変興味深い

を抑えるのです。また、緑茶本来の味わいを実現するた

ものですよ！商品名は「２つの働き カテキン緑茶」で

め、契約栽培茶葉を１００％使用し、低カフェイン（３

す。体脂肪、コレステロールが気になる方にぴったりの

５０ ml あたり３０ mg）
でさらにやさしい味わいになり

緑茶飲料で、伊藤園独自の技術によって「ガレート型カ

ました。一日当たりの摂取目安量は、３５０ ml なら一日

テキン」が９０％も含まれているのが大きな特徴。健康

２本、食事の際に１本飲むのが効果的だそうです。サイ

によいとされる成分「ポリフェノール」の一種である「カ

トでは、カロリーやコレステロールの摂取量も控えめで

テキン」
、その中でも、脂肪やコレステロールの吸収を抑

手軽に作れるヘルシーレシピも紹介されていますよ♪

える働きがある「ガレート型カテキン」に伊藤園は着目
したのです。食事で摂った脂肪は小腸から吸収されます
が、通常は吸収される際に消化酵素によって分解されま
す。
「ガレート型カテキン」はこの消化酵素の働きをブ
ロックすることで脂肪吸収を抑えます。一方、コレステ
ロールは通常、胆汁の働きによって作られる微粒子に取
り込まれ、小腸から吸収されますが、
「ガレート型カテキ

伊藤園「人間ドックへ行こう！」キャンペーン
【賞品】 14ポイント・・・人間ドック検診コース 500名
2ポイント・・・カテキン緑茶コース 2500名
【応募方法】
対象商品に貼付されたキャンペーン応募シールを必要枚数集めたら、パソコンまたは
携帯電話のキャンペーン応募サイトでシールに記載のシリアルナンバーを入力する
か、シールのシリアルナンバーが記載されている面をハガキに貼って応募
【応募締切】 2012年1月31日（火）24：00 ハガキは当日消印有効
【詳細】 http://www.itoen.co.jp

店主ブログ“白壁さんぽ日記”

(2012/1/7号・柳井市成人式)

『あの日の少女』より・・・・・
あれは、最初の子供を授かり、主任(奥さん)のつわりが大変ひど
いので実家に戻していた時のことです。丁度、暑いお盆時期でし
た。大学時代の友人二人が大阪から訪ねてくれた時のことなので
よく覚えています。
三人が家で飲食の後 各自が床に着きました。その晩、夢の中で
十代後半から二十歳くらいの女の子が出てきたのでございます。
決して美人ではありませんが愛嬌のある笑顔が印象的な子でした。
しばらく無言でこちらを見ていましたが暫くしてこう話しかけてき
ました。『お父さん、これから宜しくお願い致します。』・・・・・・・・・
翌朝、何だか不思議な気持ちで起床しました。その時、生まれて
くる子は女の子なんだと思いました。何とまぁ律儀な娘だと妙なと
ころで感心した事を覚えています。丁度奥さんが妊娠3ケ月の
頃・・・あとから知ったのですが、魂がどの親の子供として宿るかを
決めるのがその頃だとか・・・。今日、成人式の振袖姿の長女をファ
インダー越に覗いて見たときに驚きました。あの日の少女でした。
我々夫婦を親として選んでくれてありがとう。
成人式会場に行く前に白壁の町並みで記念写真
をパチリ。この地で生まれ育ちましたからね。

成人、おめでとう。(木阪泰;記)

『アイアンマン現る！？』
私、ネックカラーは黄
色 を 選 び ま し た。黒、
ピンク、ライトブルー
等お好きな色を選べま
す。少し位派手目のカ
ラーの方が元気が出ま
す よ。( 笑 ) 因 み に お
値 段 \1,890 で す。健 康
維持の為の投資とした
ら高いものではありま
せんね。

果たして完走なるのでしょうか

第28回サザン・セト大島ロードレースの案内状が届
きました。12月の柳井市民駅伝の打ち上げの席で酔い
に任せて ハーフマラソン に挑戦することを決意。毎日
1㌔位しか走っていないので、さすがにここにきて大丈
夫か！？・・・と思うようになりました。(;^_^A
焦る気持ちとは裏腹になかなか走る時間をつくること
がよ～出来ません。毎晩ウェルネスパークに行くことも
叶いません。仕事を終えて深夜家の周りを走るしかあり
ま せ ん の で、( 木 阪 賞 文 堂 で 店 頭 販 売 し て い る )

Panasonic社製のＬＥＤネックライト を吊り下げてボチ
ボチやっております。かなり明るく照らしてくれるので
本当に強い味方ですわ。このライトのお陰で健康増進の
想いを維持できると思うとこの商品に巡り合えて良かっ
たと思います、一年の計は元旦に・・・ということで元日
にハーフマラソンの距離の半分(10㌔程度)を走ってみま
このLEDライト、夜間のジョ
ギングやウォーキングに大変
重宝します。両手が使えるの
で夜釣をされる方や消防団の
方にも好評です。

したが途中から膝が痛くなりヘトヘトでした。途中歩いて
でも何とか完走(完歩?)したいですねぇ。

赤と緑の色鮮やかなコントラスト・・・

“やない おねがい金魚”折紙セット

試作してみました!

昨夏より、白壁の町並みで赤い折紙の金魚を吊るすお
店や施設が増えてきました。もともとは、白壁通りの七
夕様のイベントで、地元デザイナーの檜垣圭子さんが発
案されたようです。赤と緑のコントラストが大変色鮮やか
で本当にキレイです。お願い事を書いて吊るす・・・

お願い金魚のネーミングはここから来たようです。
「折って、願って、書いてみて、吊るして飾って行動しま
せう・・・」縁起の良い金魚に想いを託しつつ、自らが夢
への実現の為に念じ行動するのです。当店でも勿論装
飾しております。折紙や、折り方の説明書を個別にお買
い求めになる方が割と多いことから、とある方面より商
品 化 の 打 診 を 頂 戴 し 早 速 チ ャ レ ン ジ し て み ま し た。
(セット商品の試作品が左の写真です。)
パッケージ写真、デザイン、筆耕、文言は当方の勝手な
感性で創作しましたので一寸と稚拙な感じ(?)です・・・
逆に味わいがあったりしますかねぇ? (笑)
各方面に相談～確認をとってみて、事情が許せば皆様に
ご案内できると思いますよ。(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

◆1月～2月のおすすめ商品（サービス）のご案内
付けたままでもスマホが操作OK！“タッチパネル用手袋 ”
携帯電話の出荷数の中でスマートフォ
ンが6割以上になっているそうですね。
手袋を付けて画面操作が出来、今の寒
い時期に最適の手袋ですよ～。勿論、
普通の手袋としてもとっても暖かいで
すよ。サイズ、色お選び頂けます。OA
サプライメーカーのサンワサプライ社
さんの新商品です(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）
★息子さんお孫さんに「文具&チョコバレンタインスティショナリー」!。
・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

