“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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透してきているイベント《ハロウィ

日 本でも、近年 どんどん 浸
片付け

すべて

飾り

られま

同様に、家や部屋を飾り付ける楽し
付けで

ン》。みんなでワイワイ仮装すると

み も あり ます ね 。飾 り付 けの 時 期
押さえ

す。

と、押さえておきたいアイテムにつ
ておき
たいア

らい から飾り付 けを増 や

にしておいて、１週間前く

す。最初は、少なめの飾り

いう 人が最も多 いよう で

日の「１か月前くらいから」と

す。ジャック・オー・ランタンのモ

ン ジ と紫 と黒 を 基調 とし たも の で

クモの巣、三日月などで、色はオレ

ウモリ、魔女、ネコ、お化け、クモ、

ちゃ、コ

は、かぼ

イテム

し、ハロウィンムードを盛

チーフも欠かせませんね。かぼちゃ

り ま せ んが 、 ハロ ウ ィン 当 日の
月

り上 げていくと いう人 も

をくり抜いて、中に明かりを入れて

ニーランドも、ハロウィン

どのようです。東京ディス

には 片付ける人 がほと ん

ぼちゃでなくとも、１つ用意して置

になると言われています。本物のか

灯したものを玄関に置くと、魔除け

イベントは

りそうですね。

くと、ハロウィンムードが盛り上が

11

月１日まで

います。そして、

月１日

10

飾 り付 けの 期 間に は決 まり は あ

いて、お伝えしていきます。

いう楽しみに併せて、クリスマスと

いき
いき
で、一夜にして飾り付けは

11

用は控えた方がよいでしょう。

回覧
31

エナジードリンクってどんなもの？

日本ではもともと「栄養ド

料水として販売されて

リンク」が親しまれてきまし

いるエナジードリンク

たが、徐々に海外生まれの「エナジードリンク」が

にはタウリンを使えな

浸透してきています。どちらも疲れた時やもう一

いため、代用成分とし

踏ん張りしたい時に飲むイメージはあるものの、

て「アルギニン」が入っ

医療部外品に分類されている「リポビタン D」など

ています。アミノ酸の

の栄養ドリンクとは別モノで、分類は「炭酸飲料

一種であるアルギニンには、血流改善・成長ホルモ

（清涼飲料水）
」になっているのがポイントです。

ン分泌などの作用があると言われています。

医療部外品である栄養ドリンクには、肝細胞に

但し、カフェインが使用されているものがほと

作用する「タウリン」が含まれていますが、清涼飲

んどです。カフェインは成長期の子どもには良く

ない影響があると言われているので、子どもの飲

はちみつには頭から

が抑えられたり、オリーブオイルとはち

爪先まで全身に使用できる栄養成分が

みつで天然のクレンジング剤ができたり

190 種類も含まれており、「天然の美容

します。洗顔料や化粧水と混ぜて使うこ

液」とも呼ばれるほどです。老化・酸化防

とも可能です。美容液に混ぜれば、高価な

止・抗酸化作用、ニキビなど肌荒れ防止、

美容液でも少量で済むのでコスパもよく

シミ・しわ予防、コラーゲンを作りやす

なります。いずれも、はちみつそのものの

い、腸内環境を整える、ダイエット効果な

保湿力が作用するのと同時に、その性質

ど、数々の効果があります。特に、スキン

がスキンケア用品の浸透力を高めてくれ

ケアにおいては、高い保湿力や古い角質

るので、全体的に効果がアップするとい

層の除去やピーリング作用なども期待さ

うものです。ぜひ、お試しください。

れます。いつも使っているスキンケア用
品にはちみつを組み合わせて使うことも
できます。例えば、クレンジングの前には

思うようにならないからこそ、
人間は成熟し、深みは増す
（元プロ棋士 加藤一二三）

～はちみつの効果を再確認！～

ちみつを顔に塗ることで肌へのダメージ

Ｑ
&
Ａ

命あっての物種

【Ｑ】 外構を「生け垣」にした場合のメリットを教えてく

が、過去、戦場に出向いて行っ

た 兵士 たちに 思い を馳せ 「 戦

争 を戒 める言 葉」 という 解 釈

を する ことも ある ようで す 。

ち な み に 、 こ の 後 ろ に 、「 畑

あ って の芋種 （は たけあ っ て

のいもだ

ね）」と続

くことも

あ り ま

す。

物種＝「ものだね」と読み、 粗 末に するな とい うこと で す

物 事が 成り立 つ基 本・根 源 を

意味します。
「どんなことでも

命 があ るから こそ できる の で

ある」ということわざで、
「良

いと思われることであって

も、 命にかかわる危険なこと

は 避け るべき であ る」と い っ

た意味で使います。

いわば、
「命の大切さ」を伝

え るも ので、 死ん でしま っ た

ら 何も できな くな るから 命 を

ださい。

生け垣にどんな木を用いるかによって、防風、防火、目
隠し、景観、庭の中の仕切りなど、いろいろな効果が考え
られます。成長した木を植えるよりも、苗木がら育てるの
が望ましいとされ、芽吹きが良く、刈り込みに適し、下枝
が枯れない木を使うと良いと言われています。周辺環境や
自らの生活スタイルも合わせて育ててみましょう。生け垣
にすることで緑化推進や環境保全に貢献するということ
から、助成金が出るという自治体もあ
りますので、問い合わせてみると良い
でしょう。ただし、
「手入れが大変」と
いう声などデメリットもあるため、実
際に生け垣にした方の体験や業者さん
のアドバイスなどを聞いてみましょう。

【参考】キッコーマンホームクッキング https://www.kikkoman.co.jp/homecook/

酢豚にパイナッ

べることで、豚肉のタンパク質を分解し、胃腸の負担

プルが入ることに

を軽減し、消化吸収を高める効果があるのです。パイ

ついて賛否両論あり、
「嫌い」
「おかずなのに甘いなん

ナップルは豚肉の栄養吸収をアシストするのです。

て」と否定派も少なくないようです。しかし、パイナッ

豚肉とパイナップルの組み合わせレシピは数多く

プルにはタンパク質を分解する「ブロメリン（ブロメ

ありますから、自分にあった食べ方を探究してみると

ライン）
」という酵素が含まれており、これを一緒に食

良いかもしれませんね。

WEB 応募でもハガキでも OK！
デジタルインスタントカメラ「チェキ」が当たる！

大手菓子メーカーの老舗として全国的にも有名なブ

子どもから大人まで高い人気を誇っています。９月か

ルボンは、その本社を新潟県柏崎市に置いています。

らオンエアされているアルフォートの新 CM には、人

ファミリー向け・来客者向けの商品がメインのライ

気若手俳優の坂口健太郎さんが起用されています。こ

ンナップで、内容量が多い袋入りになっているものが

のリニューアルを機に展開されている「with アル

多く、比較的低価格なのが魅力。製品名やパッケージ、

フォート キャンペーン」は、8 月 21 日（月）～ 12

形などにヨーロピアンテイストを採り入れたものが多

月 28 日（木）の期間に、インスタントカメラ「チェキ」

いのも特徴です。その

の 最 新モ デル など が

代表製品である「アル

合計 1000 名に当た

フォート」は、ミルク

るキャンペーンと

チョコとビスケットを

なっています。奮って

組み合わせたもので、

ご応募ください。

「with アルフォート キャンペーン」
【賞品】 ① クイズに答えて当たる／チェキスクエア instax SQUARE SQ 10 合計10名
② 対象商品を買って当たる／ チェキ instaxmini 8＋
QUOカード（500円分）

合計100名
合計890名

【応募方法】① WEB ⇒応募フォームからクイズの答えと必要事項※を入力して応募
ハガキ ⇒専用応募ハガキ（店頭またはサイトからダウンロード）、または
郵便ハガキにクイズの答えと必要事項※を明記して応募
② 対象商品のバーコードを切り取って、専用応募ハガキ（店頭またはサイ
トからダウンロード）、または郵便ハガキに希望のコース分を貼り、必要
事項※と希望コースを明記して応募
※ 必要事項＝氏名・性別・年齢・住所・電話番号
【応募先】 〒100-8692 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱 第552号
「withアルフォートキャンペーン」事務局
【応募締切】 第1回締切 2017年10月31日(火)
【キャンペーンサイト】

第2回締切 2017年12月28日（木）

https://www.bourbon.co.jp/alfortmini/#campaign

何もかもが

変わる瞬間がある。

ずっと嘆いていたことが

突然、どうでもいいことに

思える瞬間がやってくる
A

英語だと“和”が際立ちますね～っ
いやいやいやいや･･･驚きましたわ。Σ（・□・；）
NHKジャーナルという番組(BS1 毎週水曜 午

後2時、再放送 毎週日曜 午前4時（土曜
深夜）)に柳井市が紹介されるということで、恥
ずかしながら初めてこの番組を視たのですが
(10月4日)、超感激でした。この番組は、外国人リ
ポーターが日本各地を訪ね、外国人の視点から
日本の新たな魅力を発見する旅番組です。美し
い日本の自然を楽しむアウトドアの旅や、奥深い
日本文化の様々な側面にふれる旅など、旅人に
とって忘れられない体験となる旅のプランを紹介していきます。（英語放送）
そういえば今年の金魚ちょうちん祭り当日(8月13日)、カメラやマイクを持った外国人御一行様を街中で
見かけましたが、この番組の取材班だったんですね。柳井を紹介された番組の中でも3本の指に入る出来
栄えと思います。著作権の関係で市のPRに公に活用することは難しいとは思いますが、多くの方に、特に
地元の人にこそ視て頂きたいです。便利な世の中ですのでこちらにアクセスされると視聴できますよ。→
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/journeys/journey_20171003.html
す。(ナレーションの方も、レポーターのベンジャミンさんも)
方が殆どです。

番組中、英語で番組は進行しま

この番組を視聴されていらっしゃるのは海外の

放映後、木阪賞文堂に金魚ちょうちんのご注文がありました。米国カリフォルニアで金魚ちょ

うちんが泳ぎます。ワクワクします。(記：木阪泰)
〈追記〉番組中、風鈴の音色がいい感じです。今夏、白壁の町並み有志の会で、街並みの軒先に吊り下げた20
余の風鈴がいい味(?)出していますよ。

今やったら何分持つでしょうかねぇ・・・

『まだある!?』 第15回は 『教育用ドッジボール』の巻 です
今回は、ミカサの小学校低学年用ドッジボールで
す。小学校にあった車輪のついた檻(おり)のよう
な「ボール入れ」のボールは、全て「Mikasa」のロ
ゴ入りでした。ミカサさんの資料によりますと、同
社は既に1950年にドッジボールを製造販売して
いたそうです。当時は「国民の体力向上」を目的
に、主に小学校向けに販売していました。小学生
時代、ドッジボールは屋外の体育が中止になった
雨天の日などに体育館で行われることもけっこ
うありました。スポーツというより低学年向けの
「遊び」という印象でしたが、考えてみますとドッ
ジボールほどハードな競技は他にはなかったよ
ミカサさん、今では各種競技の公式試合球を製造するメーカーですが、昔から学校
教育用製品も多数供給しています。

うな気がします。なにしろ「人にボールをぶつけ
る」ことを「よし」とする、恐らく唯一の競技と思

います。ドッジボールが始まると、一部の女子たちが俄かに活気付いたのを覚えています。普段、男子からイタズ
ラされたりイジワルされたりしている女子たちが、「ここぞ」とばかりに男子に復讐の牙をむくのです。小４位ま
では、男子よりも女子の方が身体能力が高い子が割といましたので、とてつもない剛速球が顔面めがけて飛ん
できたりして、全くシャレになりませんでした。(笑) (木阪泰:記)(参考文献「まだある」〈大空ポケット文庫〉)

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
◆贈ろう文具10月～11月のおすすめ商品（サービス）のご案内

25年目の “ ＡＳＫＵＬ ”新カタログ発刊②
柳井でアスクルのエージェント(代理店)になっ
て、いつの間にか20余年になります。アスクル
が出来た時はまだPLUSという文具メーカーの一
事業部でした。現在はYahooと資本・業務提携
をしていますね。女性だと“ロハコ“も”アスクル
“・・・と聞くと、より親密感が増すかもしれませ
ん。毎年2回、社長はエージェントの会議に出席
していますが、いつも『この人らぁ、凄いのぉ』と
独り言をつぶやいています。だから、実店舗で
はその対極にある(?)“アナログ文具”の世界に
浸っているのかしら。(笑) (スタッフ談）

遊気百菜館

赤い屋根の木阪賞文堂です。
遊気百菜館さん(旧Aコープ柳井店)近く、柳井グリ－ン
マンション前。ＪＲ柳井駅より450㍍、車で約 70秒。

・スタッフ人数9名 （ 中 央 店 7 名 、白 壁 店 ２ 名 ）

『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)

・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！』

★おかげさまで今回も“あの自転車“で何とか完走できました。(;^_^A
・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
中央店 7名の似顔絵です。

★Ｅメール info@sirakabe.com

