“つくれる文具屋さん”の木阪賞文堂がお届けする
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9月入学の検討について

この春、新型コロナによる

から小中学校、そして

休校の長期化を受けて、「９

高校と 12 年以上にわ

月入学」への関心が高まりました。賛成派の教育評

たって内容が敷き詰め

論家・尾木直樹さんは「先進国の中では４月入学は

られている。ひとつの

日本だけで、諸外国では９月入学がほとんどだ。そ

ゆがみが生じるだけで

の基準にそろえると、日本の学生も海外の学校に

それ以上に影響が出て

入学しやすくなるし、国際的な競争力が落ちてい

くるので簡単にはいかない。教育の世界にとどま

る日本の大学に、海外の有名大学から教授を呼び

らず、日本社会全体に、大きなハードルがあると思

やすくなる」と述べました。一方、教育社会学者の

う」と慎重に向き合うべきとの見解を述べました。

名古屋大学・内田良准教授は「学校教育は、幼稚園

９月入学を本格的に議論する場合は、何よりも

学生が不安にならないよう、速やかな情報の開示

メイクブラシを使う

は出しにくい綺麗なグラデーションを作

と、化粧品が均等にお肌に乗り、綺麗に仕

るのに使います。少しずつ色を足すのが

上げることができます。あまり使ったこ

ポイントで、２本用意し、濃い色と薄い色

とがないという方も、ぜひ活用してみる

を使い分けると良いでしょう。

ことをお勧めします。用途別の基本的な

③チーク用……ブラシにチークを取って

メイクブラシの使い方をご紹介します。

から必ず手の甲でなじませたり、ティッ

①ファンデーション用……スポンジやパ

シュの上で少し粉を落としたりするのが

フよりもムラなく付けることができま

大切。直接つけてしまうと濃くなるので、

す。パウダーだけでなくリキッドやク

このひと手間はとても重要です。

リームタイプに対応しているものもあり

参考にしてみてくださいね。

ます。まずは手の甲などで十分になじま
せ、毛の流れにそってくるくるとに均等

志を立てるのに、老いも若きもない。
そして志あるところ、
老いも若きも道は必ず開けるのである。
（ 実業家・パナソニック創業者）
— 松下 幸之助

～メイクブラシを使おう～

に広げるように使ってみましょう。
②アイシャドウ用……指やチップなどで
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好きこそ物の上手なれ

【Ｑ】 「相見積り」を勧められました。
「 誰で も好き でや ってい る こ

と は一 生懸命 にな れるし 、 そ

れ に関 して勉 強し たり工 夫 し

た りす るので 、自 然に上 達 す

る もの である 」と いうこ と を

指します。
「上手になるために

は〝好きであること〟が良い条

件 にな る」と いう 意味に も な

ります。一方、
「好きなことは

必ず上手」
「好きなものは上手

に なる べき」 とい うニュ ア ン

スの使い方は誤用です。

どのようなものですか？

相見積りとは、複数業者から見積り書をもらい、内容や
金額を比較検討することです。業者から提示されたリ
フォーム金額が適正であるか必ずしも判断できないこと
が多いため、業者選びの指標にすることができます。複数
の業者からそれぞれ見積り書をもらうと、著しく高い金額
で、しかもその場で契約を迫るような悪質度の高い業者を

語源 は定か では ありま せ ん

が、中国の思想家・孔子の「論

語」に似た言葉があり ます。

之 を好 む者は 、 之

「 之を 知る者 は、 之を好 む 者

に 如か ず

を楽しむ者に如かず」
。

簡単に訳すと、意味は「それが

好 き な人

楽 し む人

に は 敵わ

な い もの

だ」です。

排除できる上に、それぞれの業者の工事金額や施工に対す
る意識などをチェックできます。
しかし、必ずしも「見積り金額
＝リフォーム総額」ではないの
で、その点も考慮して、見積り時
に提示する条件や内容などを検
討しましょう。

【参考】NHK みんなのきょうの料理 https://www.kyounoryouri.jp/

しめじは家庭の

るレクチンと言われる成分も含まれています。さらに

食卓でも頻繁に見

ビタミン D はカルシウムの吸収を強化しますが、カル

かける食品です。栄養成分がとても豊富で、ナイアシ

シウムには脂肪の吸収を妨害する働きがあるため、太

ン、カリウム、鉄分、食物繊維、アミノ酸などが含ま

りにくい体質づくりに貢献すると考えられています。

れていますが、カロリーは１００ｇでわずか 18kcal
とヘルシーです。この他に、食欲をおさえる効果があ

ヘルシーなしめじは、美容・ダイエット食品として
も高い効果を発揮するというわけです。

3 つのコースから
豪華賞品を選べる！

「消臭力」は、家庭向け消臭剤・防虫剤・除湿剤・

第 1 回は 8 月 31 日締め切りで終了していますが、

冷蔵庫脱臭剤などを販売しているエステー（株）の主

第 2 回は 10 月 31 日、
第 3 回は 12 月 31 日とまだ

力商品で、今年で発売 20 年を迎えます。エステーは

まだチャンスは続きます。

他にも、衣料用防虫剤の「ムシューダ」や除湿剤「ド

A 賞 「ダスキン ギフトカード

エアコンクリーニ

ライペット」のヒット商品を多々販売しています。
「消

ング 1 台」、B 賞「選べる国産和牛カタログギフト」、

臭力」は 2000 年に「トイレの消臭力」として発売さ

C 賞「消臭力オリジナルデザイン保冷トートバッグ」。

れ、以降、玄関・リビング用や、スプレータイプ、プ

この魅力的な 3 つ

ラグタイプなど、様々な進化を遂げています。

のコ ースから選 ぶ

7 月より展開されている「20 年分のありがとう
キャンペーン」では、3 回の締め切りが設けられ、合
計 1500 名に豪華景品がプレゼントされています。

ことができます。
ぜひ、お気軽にご
応募ください。

消臭力 発売20周年「20年分のありがとうキャンペーン」
【賞品】 3つのコースから選択可能です。
A賞 ダスキン ギフトカード エアコンクリーニング１台…… 30名×2回
B賞 選べる国産和牛カタログギフト「溌剌（はつらつ）コース」…… 30名×2回
C賞 消臭力 オリジナルデザイン 保冷トートバッグ…… 200名×2回
Wチャンス 抽選で外れた方に消臭力詰め合わせセット…… 240名×2回
【応募方法】
①郵便番号・住所、②氏名、③年齢、④性別、⑤電話番号、⑥ご希望賞品
（専用ハガキ・WEBからご応募の場合は、さらにアンケートやクイズへのご回答、
パッケージへの投票）をご記入の上ご応募ください。
ご応募は郵便ハガキ、店頭設置の専用ハガキ（サイトからのダウンロードも可）
およびWEB（PC・スマホのみ）よりできます
【締切】 全3回のうち第1回は終了
第2回…2020年10月31日（土）

第3回…2020年12月31日（木）

【問い合わせ先】 エステー キャンペーンサイト https://st-riki20th-cmp.com/

僕らの前にはドアがある。

いろんなドアがいつもある。

ドアを大きく開けてみよう。

広い宇宙の世界へ。

五?木 寛之ー （作家）

“金魚ちょうちんの制作キット”って

どんだけぇ～!?

はるだけぇ～

木阪賞文堂の白壁店で金魚ちょうちんを販売して凡そ20年近
くが経ちます。金魚ちょうちん文具や雑貨は全て金魚ちょう
ちんを知って頂く為に企画制作たものです。以前より“金魚
ちょうちんの制作キット”のお問合せを頂く事が多かったので
すが、今回のコロナ禍に於いて、県外のお客様(子どもさん)
の一言で『出来る範囲で挑戦してみよう』と地元の皆様のご
協力でカタチになったのがこちら(写真)の金魚ちょうちん簡
単制作キット“つくれる柳井の金魚ちょうちん屋さん”です。
イメージしたのは金魚すくいです。動く目、吸盤、ミニミニ
LED球等は(本来はオプションですが)サービスにしました。
お家で作って(育てて飾って)頂きたいものです。きちんとし
た制作体験は、やない西蔵さんにお任せします。(;^_^A

こ

のキットがご縁で実際に柳井にお運びいただけると嬉しいで
すし、今後、細くとも長く柳井と関わっていただける「関係
人口」が一人でも増えることを祈っております。(木阪泰之)
※帰省出来ないあの人に、柳井を知って頂きたいあの人に送って(贈って)みましょう・・・小さな子どもさん
でも貼るだけなので3分あれば完成します・・・多分。(;^_^A

コロナ禍で、時計もリセットしてみました

「ガーミン社のスマートウォッチfenix 6 Sapphire」
コロナ禍で、仕事も普段の生活も“見直し”が求められ
ていますね。とあることがキッカケで、気分転換でス
マートウォッチを新しくしてみました。今回セレクトし
たガーミン社のfenix6シリーズ、『こっ、こんとなこ
とが出来るんかね!?』と恥ずかしながら(今更ながら)
驚いています。特にスマホアプリと連動して、ストレ
ス、ボディバッテリー、心拍数、睡眠の質等々 数値で
教えてくれるので、自身の健康に気を遣うようになりま
した。特に“休養”“睡眠”は意識してとるようにな
り、起きても何となくダルかったのが解消されていま
す。あとSUICAが使えるので屋外でのランニング中
で、通りすがりのコンビニでドリンクを購入できまるの
も助かります。音楽再生できるのも嬉しい機能です。
只、本来持ち合わせている性能の1割も使いこなせてお
りませんが・・・。(;^ω^)

文具と同じで、アナログ

とデジタルを上手に使い分け、絶えず好奇心をもって
日々の生活を過ごしたいものです。(記;木阪泰)

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
◆おすすめ 商品（サービス）のご案内
柳井と弘前の交流の懸け橋に

“リンリンノート”誕生
金魚ちょうちんと金魚ねぷたの由来が
1冊で解ります
～デサインは２種あります～

・

今夏、昨年 に引き 続き 実施 され た弘 前市 での 交流事 業 (2020/8/4 ～6)に おい
て特別 に企画・制作 した リング ノート です 。金魚 ちょう ちん、金 魚ねぷ たの
由来 を両市の 識者 の方 と打ち合 わせをし てようや く 完成し ました 。漢字 には
ルビを 入 れてい ますので 、子ど もさん でも 読 めるよ うにしま した 。弘前市 の
学生さん達もご利用との報告も頂戴しています。数量限定。(賞文堂スタッフ)

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。

『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8名 （ 中 央 店 7 名 、 白 壁 店 1 名 ）
★木阪賞文堂 は10月1日運用される『GO TO トラベル地域共通クーポン取扱店舗』です。
★贈物としての金魚ちょうちん本体に、あなたのお名前筆耕サービス試験的に実施中。

・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
中央店スタッフの似顔絵です。

★Ｅメール info@sirakabe.com

