“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。
2012.3～4月号

発行

回覧
憧れのサーファーになれる！？
そりゃあ、サーフィンなんて憧れるちゃうけどいまさら
無理でしょう？・・・と、あきらめていませんか？興味は
あるけれどサーファーの知り合いもいないし、近くに海も
ない。いったいどうすればいいのか？と思い悩んでいる方
にはまずはスクールに入って体験することをおすすめし

らに年齢が近いインストラクターがいてくれるほうがよ

ます。スクールの利点は、技術を学べるだけではありませ

いでしょう。
「一日体験コース」などもあり、水着とタオル、

ん。サーフィンは危険を伴うスポーツです。事故に合わな

サンダルがあればほとんどの場合受講できます。小学生か

いためにも、海の知識を持つ経験豊富なインストラクター

ら 60 代まで、幅広い年齢層に人気があり、遠くから週末

がそばにいてくれれば心強いですよね。大人のための良い

だけ通う方も多いそうです。レベルに応じて 3 人前後ずつ

サーフィンスクールを見分けるのにはいくつかチェック

にグループ分けし、初心者は足が着く浅いところで、小さ

ポイントがあります。まずはＮＳＡ公認指導員などの資格

な波から始めます。気をつけなければならないのが、体調

があること、傷害保険や賠償責任保険などに加入している

管理。挑戦する前には必ず健康チェックをするようにしま

こと、中高年の受講者が多いこと、少人数制で指導してい

しょう。夏までにはまだ時間があります。今からスクール

ること、レンタルの種類やサイズが充実していること、さ

を探して、この夏は波に乗る感覚、味わってみませんか？

まさにシンデレラ効果？
デパートなどの靴売り場は、いつでもお

いのではないでしょうか？

洒落好きな女性でにぎわっています。みな

少し贅沢をして高価な靴を手に入れた

さん、試し履きに余念がありませんね。少

なら、長持ちをさせるために靴底を補強し

し高価な靴でも気に入ったら買ってしま

てから使うことをおすすめします。もちろ

う「靴好きさん」も多いはず。確かに、靴

ん使った後は念入りにお手入れしましょ

は女性の変身願望を叶えてくれるアイテ

う。実は、靴は大切に使えば、洋服よりずっ

ムかもしれません。お気に入りの美しい靴

と寿命が長いそうです。安い靴を履き潰す

を履くだけで、脚のラインの見え方がまっ

より、場合によっては安く済む可能性もあ

たく変わりますし、足元を意識するせいか

るのです。良い靴選びに必要なのは、全身

足の運び方が優雅になってくるのです。さ

を写す鏡です。全体のバランスを見なが

らに顔つきまで変わってくるかも！？こ

ら、長いつきあいをしてくれそうな靴を上

れはまさに「シンデレラ効果」と言ってよ

手に選びましょう。

老化をストップさせるヒケツ

Ｑ
Ａ

ひざの痛みを軽くする
足の筋力低下はひざによくない影響を及ぼすと言われてい
ます。関節がぐらつくため軟骨に余計な力がかかり、関節の摩

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

壁紙を変えるとどう変わる？
［Ｑ］ 壁紙を変えようかと思っています。部屋の雰囲気はど
う変わるのでしょうか？

耗が進んでしまうためです。放っておくと変形性ひざ関節症
になる可能性が出てきてしまいます。
ひざをしっかり支えるためには、太ももの前の筋肉を強化
することが有効です。一番効果的な方法はプールでの運動。水
中を歩くだけでも筋力がつきます。ただ、ひざをねじる平泳ぎ
は避けたほうがいいそうです。
また、痛みを伴うほどの運動をするのは逆効果ですが、動か
さないのもよくありません。例えば、椅子に座ったり横になっ
た状態で、ひざを伸ばしたまま脚をゆっくり持ち上げる体操
のように、できる範囲での運動をすることをしましょう。太も
もの筋肉をまんべんなく強化する運動を続け、筋力の維持を
はかれば、ひざを守ることができます。

［Ａ］

壁は部屋の中で一番大きな面積を取る場所です

ね。ふだんあまり汚れ具合などを気にしていなくても、
壁紙を新しくしただけでリフォームの効果をかなり感
じられるはずです。最も一般的なのはビニールクロスと
呼ばれる塩化ビニール素材の壁紙です。安価でさまざま
な色柄が選べるのが特徴ですので、気軽に張り替えを楽
しんでみましょう。和紙調のもの、籐を編んだような自
然 素 材 風 の も の、コ ン ク
リート打ち放し風などテク
スチャーの変化を楽しんで
もいいですね。部屋の一面
だけをアクセントとして張
るだけでも雰囲気は一変し
ます。
「やはり壁は白」とい
う場合でも、白の種類はさ
まざま。例えばしっくい調
などはいかがでしょう？

温泉の心得
温泉は、疲れを癒すだけでなく、療養や湯治の場で
もあります。入り方によっては体調を悪化させる場
合もあるので、医学的に避けるべき人、効果的で身体
にやさしい利用法などを知っておくとよいでしょ
う。一般的に避けたほうがいいと言われるのは、発熱

る人は半身浴をおすすめします。入浴の回数は、1 日

や腹痛などの病気の活動期にある人、進行した悪性

１～２回、慣れてきたら 2 ～３回にとどめます。ま

腫瘍や極度の貧血や衰弱のある人、心臓や肺の病気

た、一回の入浴時間は、1 回３～ 10 分、慣れてきた

で動くと息苦しくなる人、消化器官などに出血のあ

ら 15 ～ 20 分程度にしてください。皮膚や粘膜が過

る人、慢性の病気が悪化している人などです。お年寄

敏な人や、皮膚乾燥症のお年寄りは、酸性泉や硫黄泉

り、高血圧症や心臓病の人、脳卒中経験者は 42 度以

の温泉は避けたほうがいいでしょう。病名だけで判

上の高温浴は避けましょう。心肺機能が低下してい

断せずに、体調をよく見極めることが大切です。

しゅん

材料（４人分）
はまぐり 12 個、酒少々、エビ（殻付き）100 ｇ、干し椎茸 4 枚、ゆで筍 50 ｇ、青ネギ 1 本
調味料→酒大さじ１、しょうゆ大さじ１、塩コショウ少々、生姜汁小さじ１、卵１/2 個、
片栗粉大さじ２
キャベツの葉（大）4 枚、水溶き片栗粉適量

縄文時代の貝塚から殻が大量に出土したことから

はま”と言うようになり、
“ぐれはま”に転訛（てんか）

も、遠い昔から人々の食生活を支えていたことがわか

して、
“ぐれ”に活用の語尾がつき「ぐれる」と表現す

るはまぐり。実は、道を外すことを「ぐれる」と言いま

るようになったということです。また、同じ貝の殻とし

すが、その語源ははまぐりから来ているそうです。2 枚

かかみ合わないことから、
「貝合わせ」という遊びにも

の貝は本来ぴたりと合いますが、ひっくり返すと合わ

使われました。そんなことを思い浮かべながら、海を凝

なくなります。そこから、物事が食い違うことを“ぐり

縮したような香りと旨みを楽しんでみて下さいね。

おやつの定番、かっぱえびせん
サクサクした食感とえびの風味は、やっぱりやめられません！とまりません！
いっぱい食べてキャンペーンに応募しよう！

♪やめられない、とまらない、カルビーかっぱえびせ

「かっぱえび家」という楽しい仲間が、かっぱえびせん

ん♪というＣＭソングでおなじみのかっぱえびせん。天

の世界を盛り上げています。長男の名前はかっぱえびく

然のえびを丸ごと殻ごと生地に練り込み、えびの自然な

ん、そして妹のエビーちゃん。ふたりの兄弟は愛情いっ

美味しさが適度な塩加減とサクサクした食感で楽しめ、

ぱいの両親に育てられ、家族はとても仲良し。いつもお

本当にやめられないとまらない美味しさです。

茶の間の真ん中には、かっぱえびせんと、明るい笑顔が

かっぱえびせんが誕生したのは 1964 年（昭和 39

あふれているのだとか・・・。この「かっぱえび家」が

年）
。当時のパッケージフィルムは透明で、えびのイラス

かっぱえびせんについて教えてくれます。かっぱえびせ

トの上にかっぱえびせんの前身“かっぱあられ”の名前

んを食べながら、家族でぜひ覗いてみてください。

が入っています。その後、何回もパッケージのリニュー
アルを重ねましたが、2012 年（平成 24 年）1 月、さ
らにデザインを一新、
「かっぱえびせん」を象徴する赤色
を全面に打ち出し、さらに「天然えびまるごと」をめだ
たせることで、えびのおいしさと素材への安心感を表現
したそうです。
カルビーのかっぱえびせんの商品紹介サイトでは、

かっぱえびせん おこづかいキャンペーン
【賞品】 オリジナルクオカード1000円分 1000名
【応募方法】
対象商品についている応募券を切り取り、専用ハガキもしくは郵便ハガキに必要事項
を記入し応募。2点分で1口として、はがき1枚につき最大3口まで応募可。
【応募期間】 2012年3月31（土）まで

※当日消印有効

【詳細＆注意事項】 http://www.calbee.co.jp/kappaebisen/okodukai/

さぁ、みんなで織ろう! 白壁の町並みにのれんを掛けようやぁ!

柳井縞NOREN(のれん)プロジェクト始動です。
皆さんこんにちは、木阪です。このニュースを
聞いた時にはちょっと身震いしました。白壁の
町並みに延々と柳井縞の“のれん”が掛かって
いる風景はまさに異次元空間になるでしょう
ね。3月18日(日)に、「柳井縞の会」さん が
創 立 20 周 年 を 記 念 し て「柳 井 縞 NOREN プ ロ

ジェクト」を発表されました。マスコミでも取
り上げられましたので、ご存知の方も多いと思
うわぁ～、凄い光景です。楽しみぃ。

います。柳井に因み、871枚の“のれん“を市
民や観光客の皆さんに織って頂き、それぞれ約
350㍍に繋げて来年の5月(5/3～5)に白壁の
町並み両サイドに飾るというものです。ギネス
記録認定も目指すという事で大変楽しみです。
地 元 の”タ カ ラ モ ノ”
をこういうカタチで集中

そ
の
企
画

していくことで1＋１が
2になるのではなく、二
乗作用で4倍以上の効果
が出ると思います。また
先日は甘露醤油を使った
スイーツが各店から続々
と開発～販売されているというニュース(ＮＨ
Ｋ)も紹介され、柳井市の観光への取り組みが
いよいよ花開こうとしていることを予感させて
くれます。本当に待ち遠しい限りです。
また同じく3月18日には、“花・香・遊”

イベントが開催され、ご来場の皆様を盛り上げ
るべく、柳井の黄門様ご一行の格さん役で参加
させて頂きました。衣裳、化粧も施して頂きま
したが、私

眼鏡も掛けておりますしどちらか

といえばむしろ“うっかり八兵衛”位の方が気
が楽です。(笑)

奥さんも、やない自遊倶楽部

の会員として着物姿で走り回っておりました。
左から2番目、私、格さん役でした。

さぁ、いよいよ春本番ですね。(木阪泰:：記）

7色で展開! 本当につくってしまいました(笑)・・・

“金魚ちょうちんリングノートTシャツ”登場です。
先月号で、Tシャツ制作の記事を書きましたところ、多
くの方よりお問合せを頂戴し心より感謝申し上げます。
3月5日、金魚ちょうちんリングノートが正式に柳井市地
域ブランド商品に認証されました。柳井を代表する民芸
品である金魚ちょうちんをモチーフにして、柳井の事を
もっと多くの方に知って頂きたいという想いから長年温
めていた構想を商品化し販売開始したノートです。ど～

せやるなら・・・ということでTシャツも制作致しました。
お値段は@4,800と気持ち高目ですが、素材・縫製とも
ホワイト・ライトオレンジ・ライトピンク・グレー・ブラック・
ターコイズブルー・ライトブルーの計7色。男性用、女性用有り。

しっかりとした生地を敢えて選定。つくれる文具屋さん
ですので、こういう業務は大好きです。もう少し気候が
よくなったら、思う存分このTシャツを着用して柳井市
の金魚ちょうちんを宣伝したいと思います。東京や大阪
の見本市出張時にも・・・子供の野球の試合観戦時に
も・・・11月の下関海峡マラソンにも・・・12月の柳
井市民駅伝にも・・・(笑)。覚悟を決めてやりますよぉ
～っ。ところでこのTシャツ、金魚ちょうちんリング
ノートTシャツでは名前が長すぎますので、愛称を募集

この度、柳井市地域ブランド認証!金魚ちょうちんリングノート。

そうだ！賞文堂！行こう！

致します。お問合せお待ちしていま～す。(木阪泰;記 )

・会社名 つくれる文具屋さん

(有)木阪賞文堂

◆3月～4月のおすすめ商品（サービス）のご案内
ステｨック状のコレは何!? これが噂のステッキール・ホッチキス!
サンスター文具さんより新発売ステッ
キール・ホッチキスです。一昨年にス
テｨック状はさみが大変評判になり今
回はその第二弾。ペンケースやポーチ
に入れても邪魔にならないので大変重
宝しそうです。女性向のカワイイデザ
イン。ちょっとしたプレゼントにも喜
ばれそうですよ。(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

