“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。
2012.2～3月号

発行

回覧
大学生になる！
実は○○大学に行きたかった、○○学を勉強したかっ
た・・・と、心に秘めた思いを抱えている方は今からでも
大学で学んでみませんか？文部科学省によると、全国の大
学の 7 割ほどが一般向けと別に社会人入学試験を実施し
ているそうです。最近は試験科目に語学はなく書類審査と

か？といった基本的なことから、学費のやりくりはきちん

小論文、面接というのが主流のようで、これに語学系なら

とできるのか？家族や職場の理解を得られているのか？

語学のテスト、芸術系なら論文の替わりにデッサンなどの

若い学生とうまくやっていけるのかなどがよく聞かれる

実技がある場合も。中には面接だけで入学できる大学もあ

そうです。ちょっとそこまでがんばれるかどうか自信がな

ります。ただし、大学はカルチャーセンターとは違います。

ければ、大学が社会人向けに開く公開講座ならもっと気軽

試験やレポートもあり、せっかく入学できても講義につい

に利用できますよ。各大学のホーム—ページには公開講座

ていく力がなければ続きません。まずは明確な目的意識を

のカリキュラムが紹介されていますので、一度のぞいてみ

しっかり持つことが大切なことでしょう。面接もかなり重

てくださいね。学ぶことに遅すぎるということはありませ

視されます。なぜ大学に行きたいのか？何を学びたいの

ん。勇気を出して、憧れていたあの大学の門をくぐってみ

か？な ぜ この 大 学 な の か？成 果 をど の よ う に 生 か す の

ましょう！

ファンデーションをつける前にすること
肌の衰えをカバーするのに欠かせない

仕上がります。こうした肌にはファンデー

ファンデーションですが、一歩間違えると

ションが滑らかによくのびます。くすみが

厚化粧に見えたり、シワの部分が粉っぽく

ちな肌色ならピンク系の下地クリームを、

ヨレてしまったり・・・そうなってしまう

指の腹で中心から外側へ軽くたたき込む

と逆効果。自然で若々しい印象を作るため

ようにのばします。シミとクマが気になる

に、ファンデーションをつける前にできる

ならオレンジ系のコンシーラーでたたく

ことがありますのでご紹介しましょう。ま

ようにのばします。こうした下準備をした

ずは、蒸しタオルで顔全体を覆って 30 秒

上でファンデーションをつければ“艶肌”

温めます。毛穴が開いたところで、乳液や

に仕上がります。ファンデーションは、水

美容液などを塗って浸透させます。上から

分が多く薄づきに仕上がるリキッドタイ

スプレーで化粧水を吹きかければ、毛穴が

プがよいでしょう。保湿成分も含まれてい

引き締まり全体的にキメの整った素肌に

るので安心ですね。

老化をストップさせるヒケツ

腹筋を鍛えるたくさんのメリット
腹部の筋肉を鍛えると、たるみがとれるだけでなく、立ち姿
が美しくなる、ウエストが引き締まる、便秘の解消、腰痛予防

Ｑ
Ａ

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

マンションの管理規約に注意！
［Ｑ］ マンションのリフォームをしようと思います。管理規約
は守らないといけないのでしょうか？

など、メリットがたくさんあります。ちょっとした時間を見つ
けて積極的におなかを刺激することを心がけましょう。例え
ば、仰向けに寝て、両膝は約 90 度の角度に曲げて立てます。
両手は手のひらを下にして太ももの上に置きましょう。ゆっ
くりと首を起こして上体を上げていき、両手でひざに触れる
ようにします。戻す時もゆっくり。この運動、テレビを見る時
などを利用して１日 10 回を目標にがんばってみませんか？
重要なのは「呼吸」です。上体を起こす時に口からゆっくり息
を吐き、もとに戻る際にはゆっくり息を吸う。このことが最大
の効果を得るポイントなのです。息を吐くと、腹圧をかけた
り、背骨を安定させたりする複数のお腹の筋肉を同時に働か
せることができ、効率良く鍛えられるのです。

［Ａ］ マンションのリフォームをする場合には、まずは
管理組合の「管理規約」に目を通す必要があります。内
容については、それぞれのマンションの実情に合わせた
ものになっています。共用部分の範囲、使用方法、管理
組合への届け出方法などのリフォームに関する規約が
定められ記載されているはずです。例えば、使ってはい
けない素材、いじってはいけない場所などの禁止事項、
工事可能な時間帯、曜日の
指定、共用部分の利用や材
料の搬入方法なども指定さ
れていることが多いので
す。規約に違反しない範囲
でのリフォームプランを作
り、事前に管理組合に届け
出て、承認を受けてから気
持ちよく工事を始めるよう
にして下さい。

さわやかな香りに包まれる緑茶風呂
お茶を飲むとフゥーッと肩の力が抜け、なんだか
ほっとしますよね。心が和むお茶の時間は貴重です。
実は、それはテアニン（アミノ酸の一種）という成分
が脳波のα（アルファ）波を増加させて、心身をリ
ラックスさせる効果を発揮していたからなのです。

ら袋ごとお風呂に入れる方法もおすすめです。心身

そんな効果をお風呂にも取り入れたのが「緑茶風

のリラックス効果はもちろん、美肌、冷え症対策、殺

呂」
。布袋または、市販のお茶用のパックに大さじ２

菌作用が期待できます。さらに良質なタンパク質や

～３杯のお茶っぱを入れ、バスタブに浮かべます。お

ビタミンが含まれる牛乳を加えて「緑茶オーレ風呂」

茶の成分をよく出すには、早めにお湯につけて、袋の

はいかがでしょう？皮膚を保護し、皮膚細胞の新陳

外側からよく揉んで下さい。また、お湯を沸かした鍋

代謝を良くする働きが加わりますよ。爽やかな香り

に、お茶っぱを入れた布袋を入れて濃く煮出し、鍋か

に包まれて、疲れを癒してくださいね。

しゅん

材料（2 人分）
じゃがいも（メークイン）中 1 個、ピーマン 1 個、豚もも薄切り肉１５０ｇ、
調味料（トマトケチャップ大さじ２、砂糖小さじ１、塩少々、片栗粉小さじ１、水５０ ml）

ホクホクしたじゃがいもに仕上げたいなら煮崩れし

らかさに関係しているのでした。家庭で見分けるには、

やすい男爵、しっかりしたものが好みなら煮崩れしに

ジャガイモを塩水に浮かべてみましょう。１ℓの水に

くいメークイン。そんなこと常識でしょ？と思ってい

120g の食塩が目安です。沈むものはでんぷんが多く

る方が多いのですが、実は男爵を使えば、必ずホクホク

やわらかいホクホク系。浮くものはでんぷんが少なく

になるわけではありません。同じ品種でもじゃがいも

煮崩れしないものです。今回ご紹介するレシピには、塩

に含まれるでんぷんの量に個体差があり、これがやわ

水に浮くメークインがおすすめですよ。

カロリーがカットできるマンナンごはん
ごはん大好き！だけどカロリーが気になる・・・という方にもおすすめです。
そんなマンナンごはんがおいしく炊ける炊飯器が当たるキャンペーンです。

最近ちょっと体型が気になってきた．
．
．健康のために

くかき混ぜたらいつも通り炊飯器のスイッチをオン。
たったこれだけで、いつもどおりの食事をしながら摂取

食事内容を見直そうかな．
．
．
とはいえ、厳しい食事制限はつらい！できれば、おい

カロリーを減らすことができるのです。

しいものをおなかいっぱい食べながらダイエットした

マンナンヒカリのサイトでは、マンナンヒカリを使っ

い。そう思うのは当然のことです。また、ごはんが大好

たレシピがたくさん紹介されています。混ぜご飯や炊き

きでついつい食べ過ぎてしまう方も、ごはんのカロリー

込みご飯の他、ライスプリン、マンナンごはんを団子に

は気になりますよね。

した汁粉などのスイーツも必見です。

そんな方々にぴったりなのが、マンナンヒカリを使っ
たマンナンごはん。毎日の主食として食べるだけで、ご

美味しく食べて、スッキリ健康なヘルシーボディーを
目指しましょう！

飯のカロリーがなんと 25 ～ 33％カットでき、さらに
食物繊維は玄米ごはんの 2 倍といううれしいオマケ付
きです。
作り方はいたって簡単。炊き上がり２合の場合、まず
は洗って水切りしたお米１合に、マンナンヒカリ１本
（７５ g）を加えます。２合の目盛りまで水を加え、軽

マンヒカリヘルシーキャンペーン
【賞品】 A賞 パナソニック製マンナンごはんコース付き炊飯器 250名
B賞 パナソニック製ホームベーカリー 100名
【応募方法】 PC・携帯電話もしくは郵便ハガキにて、対象商品に貼ってある応募シー
ルに記載されているシリアルナンバー2ポイント分で応募。
【受付期間】 第二回締切 2012年2月29日24時
※第一回は既に終了
※ハガキ応募は当日消印有効
【詳細＆注意事項】 http://www.mannanhikari.com/

文具の業界紙に取材記事掲載! 地元の皆様にも見て頂き度・・・

木阪賞文堂“わが店の売れ筋商品”です。
皆さんこんにちは、木阪美紀です。暖かい本当
の(?)春までもう少しですね。この度、文具の業
界紙『スティショナー』1月25日号に、木阪賞
文堂の取材記事が掲載されました。何故、柳井
の文具屋さんの売れ筋商品!?と正直思いました
が、折角の機会ですので真摯に対応させて頂き
ました。原文を其の儘スキャナーして掲載して
います。若干読み辛いところもあるかもしれま
せんがよかったらご覧になってみて下さい。
←たったこれだけの文章ですが、スタッフの意
見やデータを収集していると、思った以上に時
間を要しました。文章をまとめていると時代の
キーワードなんかも感じることが出来たように
思います。引き続き、文具の事なら何なりとご
相談くださいませ。 （木阪美：記）

大注目の消せるボールペン、
フリクションの3色タイプです。
現在品薄だとか・・・

2012年1月25日号、第6面に掲載

大島ハーフマラソンの最中にふと思いました・・・

“金魚ちょうちんノートTシャツ”で走ってみたい!
私、恥ずかしながら学生時代は無気力・無関心・無感動
の帰宅部中心の生活を謳歌(笑)しておりました。40歳を
過ぎてから酒の席で何故か突然駅伝に出てみようと決
意。ここのところ年末だけ(柳井市民駅伝)体を動かして
おりました。昨年12月の打ち上げの席で今度はハーフ

マラソンに出る事を決め、3.3㌔⇒21㌔とかなり無謀な
チャレンジでした。あと4分遅いとバスに収容されるギ
Ｔシャツのカラー
は数種類を検討中
です。バックプリ
ントも有ります。

リギリのところでかろうじて完走。走っても景色が変わ
らず、後半は歩いているのか走っているのか分からない
ほどフラフラ・・・も～ちょっと気分を楽に走ってもい
いのかなぁと朦朧とした意識の中、ゴールして仰いだ空
を見ながら「金魚ちょうちんのＴシャツで楽しく走って
みたい・・・」と感じたのでございます。早速制作に取
り掛かっております。昨年販売した金魚ちょうちんリン
グノートのデザインそのままに、ど～せなら東京に行っ
てもタウンウェアとして鑑賞に堪えうるような仕上がり
を目指しております。今年の目標のひとつの「金魚ちょ
うちん祝儀袋、ポチ袋」も併せて開発中。暖かくなった
試作品は既に出来上がっております。

そうだ！賞文堂！行こう！

らその全容が明らかに、ご期待くださいね。(木阪泰;記 )

・会社名 つくれる文具屋さん

(有)木阪賞文堂

◆2月～3月のおすすめ商品（サービス）のご案内
お子様(お孫さん)の、お名前と由来の入った印鑑ケース
以前から印鑑ケースにも唯一無二の物
を求めていました。こちらの印鑑ケー
スは、主にお子様(お孫様)がお生まれ
になり最初に作る銀行印を入れること
をイメージして居ります。色、書体も
お選び頂けますよ。印鑑彫刻相談時に
ご覧になってみてくださいね。
(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）
★ 「贈ろう文具」 お気入文具を自由にセレクト&詰合してラッピング中です。

・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

