
 

 レストランでお客さんの希望を聞きながらワインを選

ぶ「ソムリエ」のように、食の世界でもソムリエが登場し

ています。 

 雑穀が体にいいことは知っていても、大半の人は具体

的な栄養価や調理法を知らないようです。そこで日本雑

穀協会が主催する通称「雑穀ソムリエ」。正式名称を「雑

穀クリエーター」といい、資格を取るには初級の「雑穀エ

キスパート」から始め、 終的には雑穀に精通したプロを

目指します。資格取得はもちろんですが、勉強を通じて得

た知識を自分や家族の健康管理に役立てたいという人が

多いそうです。 

 年配者に人気なのが「茶（チャ）ムリエ」と呼ばれる日

本茶の専門家。ちょっとしたお茶博士ですね。そのほか、

お米のソムリエ「米・食味鑑定士」、農産物の栽培や料理

法、旬の見分け方や栄養成分などを学ぶ「食育ソムリエ」、

さらには食文化に重点を置き、食べ歩きもできる「江戸ソ

バリエ」などユニークなものもあり、食のソムリエはさら

に裾野を広げそうです。 

 資格の多くは通信教育で学べます。趣味で取る資格に

は純粋な楽しみもあっておすすめですよ。 

 犬の散歩、習い事、美容院、近所へ買い

物などに行くとき、「誰に見せるわけでも

ないし」とか「気心が知れた相手だし」と、

自宅でくつろいでいたそのままの格好で

出かけたくなる気持ちは分かります。け

れどファッションは自分のためのもの。

ささいなオシャレでもウキウキするのが

女性のかわいらしさです。たとえ近所で

も、出かけるときは少しだけ身なりに気

をつかってみましょう。 

 ちょっとそこまでの外出に着る服を

「ワンマイルウェア」といいます。基本的

にそのまま自宅でも過ごせるシンプルで

着心地のいい洋服ですが、ミセスのワン

マイルウェアはダボッとしたものを避け

“スッキリ感”を心がけるといいでしょ

う。夏は軽装なので、余計に「さっきまで

うちで寝転がってました」風な格好で外

出しがち。同じＴシャツでも首もとや裾

がよれていないものに着替えたり、パン

ツにベルトが必要なくても、あえてベル

トをしてメリハリをつけるような工夫は

したいものです。ちょっとした心がけが

「いつも素敵ね」と言われる秘訣ですよ。 

「ワンマイルウェア」で差をつける 
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［Ｑ］近所で空き巣が相次いだのをきっかけに、家のセ

キュリティを高める防犯リフォームを検討しています。ど

のようなリフォームがいいでしょうか？ 

 

［Ａ］玄関ドアの防犯は「１ドア２ロック」が基本です。

しかし、ドアや鍵自体を壊す荒手の手口もあるので、ドア

の上部に補助錠をつけ、侵入しようとする空き巣が手間

取って人目につきやすくなる工夫をしてみましょう。 

 窓ガラスからの侵入を防ぐには、面格子の取り付けが一

番です。「ブロックで家を囲いたい」というご相談を受けま

すが、空き巣は人目につくことを何よりも嫌うのであまり

おすすめできません。万が一

侵入されてしまったら、ブ

ロックで外から家の中が見

えないので空き巣に有利だ

からです。家の立地条件や構

造を考慮しながら、信頼でき

る業者に客観的に判断して

もらうといいでしょう。加え

て、この時期は戸締りもお忘れなく。 

 バスタイムにお化粧を落とす人は多いでしょう

が、毛穴の奥の汚れまで落とすなら、クレンジング

（化粧落とし）した後に入浴するほうがいいそうで

す。そのほうが湯気で毛穴が開き、毛穴の奥の汚れが

浮き出やすくなるからです。 

 毛穴が開いたところで洗顔をして、ちょっと湯船

で一休み。ここで、湯気を利用した簡単フェイシャル

スチームでさらに毛穴ケアをしてみましょう。 

 お風呂のフタを体のギリギリまで閉め、フタの上

に熱めのお湯を入れた洗面器を置き、5 ～ 10 分湯気

を顔に当てます。頭にタオルをかぶると湯気が逃げ

ないのでより効果的。また、洗面器にエッセンスオイ

ルを 1 ～ 2 滴たらすとリラックス効果倍増です。殺

菌効果のあるラベンダー、皮脂バランスを整えてく

れるゼラニウムがおすすめですよ。お風呂で使える

保湿パックを併用してもいいでしょう。 

気をつけて! 夏の下痢 

老化をストップさせるヒケツ 

防犯対策リフォーム 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 細菌やウィルスが繁殖しやすい季節です。夏バテで体の

抵抗力が落ちている時、水分の取りすぎで胃酸が薄まって

しまった時などは、体内に入った細菌やウィルスに感染し

て下痢を起こすことがあります。下痢は弱った体からの

SOS。何度も下痢を繰り返す、便に血が混じる、発熱や激

しい腹痛、吐き気、嘔吐をともなう場合は病院で診てもら

うことをおすすめします。 

 感染性の下痢を予防するには、第一に食品の保存に注意

すること。10 月くらいまでは高温多湿な日々が続きます。

生鮮食品はなるべく早く冷蔵庫に入れる。生ものはよく加

熱する。調理器具を殺菌する。牛肉や卵を触ったら必ず手

を洗うなどを心がけましょう。 

 また夏場は、直接口をつけて飲んだペットボトルを長時

間持ち歩くことも危険です。口の周りについていた細菌が

ペットボトルに入れば、あっというまに増殖しますよ。 

Ｑ 
Ａ 

湯気を使ってフェイシャルスチーム 

  



うなぎは夏バテ防止の代表食材ですが、女性には意外

と人気がないようです。その理由は見た目のグロテス

クさと、高カロリーで脂っぽいイメージだとか。とこ

ろが、うな丼が約 600Kcal に対してとんかつ定食は

約 900Kcal。カルボナーラは約 750Kcal。ミックス

サンドでも約 600Kcal あるので、同じカロリーなら

うな丼のほうが腹持ちがよく、栄養価も優れているの

です。うなぎはビタミン豊富な食材として知られてい

ますが、ほかにもカルシウム、ミネラル、亜鉛、鉄、

コラーゲンを効率よく摂取できるので女性の強い味

方といえそうです。ちなにみ美味しいうなぎ屋さんの

見分け方は、①うなぎ料理だけで店を構えている。②

水にこだわっている。③炭火で焼いている。このあた

りをチェックしてみてくださいね。 

●材料（4人分） 

うなぎのかば焼き 1/2尾、卵 4コ、しょうがの甘酢漬け 30g、  

＜卵の味つけ＞ だし汁 大さじ5、塩 小さじ1/3、うすくちしょう油 小さじ1/2、みりん 小さじ１ 

しゅん 



オニイトマキエイ、通称「マンタ」。 

コバルトブルーの海中をひらひらと舞うように泳ぐ姿は 

ダイバーでなくても憧れちゃいますね。 

さぁ、マンタに会いに沖縄美ら海（ちゅらうみ）水族館へ行きましょう！ 

 人類は海から生まれたという説があります。そのせい

でしょうか、人は海に憧れ、水中ダイビングで海にもぐ

ると人生観が変わるとも言われます。たしかに、たたみ

一畳分くらいのマンタと一緒に泳げたら、自分の悩みな

んてたいしたことないと思えるかもしれませんね。水中

ダイビングは難しくても、「沖縄美ら海水族館」に行けば

優雅に泳ぐマンタに会えます。 

 沖縄美ら海水族館といえば、世界 大級の大水槽「黒

潮の海」で有名です。1 階から 2 階を貫く大水槽は 37m

×27m、深さ 10m、水量はなんと 7,500 トン。視界

いっぱいに広がるコバルトブルーの海水の中、世界 大

の魚であるジンベイサメとマンタが回遊する様子はこ

の水族館でしか見られません。そのダイナミックさに

きっと誰もが圧倒されてしまい、魚たちと一緒に泳いで

いるような気分になってくるでしょう。隣接したカフェ

「オーシャンブルー」で、群泳する魚を眺めながらの

ティータイムもいいですね。大水槽の餌付けショー、イ

ルカショー、マナティや海ガメも人気です。 

 さて、熱帯魚のエサなどを販売している「テトラジャ

パン（株）」が沖縄旅行プレゼントを実施中で、旅行日程

の中に沖縄美ら海水族館が入っています。「世界で愛さ

れている熱帯魚のフードといえば【テト○ミン】」。○の

中に入る文字を答えて応募してみましょう。ヒントは

“社名”です。マンタがあなたを待っていますよ！ 

●賞品：クイズ正解者の中から抽選で5組10名に沖縄リゾートホテル宿泊と沖縄美ら海水族

館で遊べる2泊3日の旅をペアでプレゼント 

●応募方法：ハガキ、インターネット、応募用紙（WEBサイトからダウンロードできます） 

●応募先（ハガキ）：〒104-8689 東京都京橋郵便局留 

          「テトラ レッツエンジョイ！おさかなキャンペーン」係 

●応募先（インターネット）：http://mo-on.com/tetra または携帯電話かパソコンから     

              tetra@mo-on.com へメール 

●応募締切：2007年9月30日（日）ハガキ当日消印有効／WEB当日24時締め切り 

●詳細：http://www.tetra-jp.com/07okinawa_cp/campaign.html#anchor_okinawa 

●問い合わせ：テトラお客様センター 《電話》03-3794-9977  

クイズに答えて沖縄美ら海水族館でおさかなと遊ぼう！ 

 



第1回読者プレゼント～っ！ 

賞文堂の店頭でも続々と紹介されている新製品の

数々。パーソナルでも喜んで頂けそうな新商品をプレ

ゼントさせて頂きます。当選確率は割と高いと思いま

す。奮ってご参加下さいね。 

 

リ ア なる銀山資料館

 

・会社名       (有)木阪賞文堂 
・スタッフ人数   ７名（中央店５名、白壁店２名） 

      ★三菱の定番！ポスカにラメ入り登場です。 

・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 

★文具への想い★誰もが必ず持ってる文房具。 

こだわらなければ何処からでも手に入るもの・・・  

だからこそ、私たちはサービスと魅力ある品揃えで

お客様のご期待にお応えできるように日々努力して

おります。       (有)木阪賞文堂スタッフ一同  

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！ 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

 

 

【応募要綱】 ＊下記Ⅰ又はⅡの方法で・・・ 
Ⅰはがきに下記事項をご記入の上、木阪賞文堂まで

お送り下さい。応募締切は2007年8月末日（金）です。

当日消印有効。 

  ⇒〒742-0035 柳井市中央3-278-2 

      (有)木阪賞文堂プレゼント係 行 

 

ⅡＥメールにて下記事項を記入してご送付願います。 

  ⇒info@sirakabe.com 

 

①ご希望の商品 ②〒・住所・電話番号・氏名・年齢・

職業 ③当ニュースレターの感想 ④好きな文房具 

A:大人の折紙遊楽8種ｾｯﾄ(3名）

Ｂ；領収証ファイル(3名） 

＊ショウワグリム 

＊キング・ジム 

予め絵柄がプリ

ントされていて

折図の通りに折

ればユニークな

作品が出来ます

｢縁起物｣｢大江

戸｣「ぱくぱく

お面」｢達磨｣

｢招き猫｣｢団扇｣

｢法被｣｢提灯｣   

各420円 

取説ファィルの

大ヒットに気を

よくしたキング

ジム自信の一冊

領収書・レシー

トや明細書が知

らず知らずに分

類・保管できる

優れものです。   

各493円 

『月毎・種類毎の家計管理はお任せ!』 

『お手軽な大人のホビーに最適!』 

『お手軽な大人のホビーに最適!』 

下記はこの度、クレタケから発売されたとっても楽しい

筆ペンのセットです。スケッチ・塗り絵・絵手紙にも最

適カラ－筆ペン計

24色（各105円） 

。キラッと輝くメ

タリック筆ペン 

6色（各525円）。 

6柄の塗り絵はが

き（各262円）。

におい4種、太さ

各2種の墨の香り

付き筆ペン。これ

は楽しい～っ！

（各630円） 

 
Ｃ；墨の香付筆ペン(5名） 

＊呉竹(Kuretake) 



『大人の塗り絵教室』柳井初サクラ公認インストラクター誕生です 

画材・筆記具メーカー大手のサクラクレパスは、大人

の塗り絵教室を東京や大阪などで開いており、受講

者が大変多いそうです。塗り絵を始めたいけどどう

やっていいか分からない

人や、もっとステップアッ

プしたい人に最適です。

ところが地方になるとそ

ういった機会もなかなか

ありませんでした。木阪

賞文堂スタッフ(社員)の

北出さんは、学芸員や美

術関係者に混じり研鑽を積み、広島まで講習会にも

積極的に通い、凡そ 10 ケ月の歳月を経てこの度晴

れてサクラクレパス社より、正式に大人の塗り絵教室

インストラクターとして認定されました。大人の塗り絵

といっても、①色鉛筆 ②水彩色鉛筆 ③水彩絵の具 

④クーピーペンシル ⑤クレパス等使う画材は様々で

す。木阪賞文堂では毎月第４木曜日の 13 ：30 ～16 ：

30 迄の 3 時間、自社店舗２Ｆの会議室にて教室を定

期開催しています。（会費は毎回￥1，000）(今月の講

習会は 8/23(木）です。北出さんは高校卒業後、大阪

の短大でその方面

の勉強をしていま

した。この度の講師

養成講習中に“塗り

絵の技術・知識”ま

たは“教え方”を徹

底的に学び、より描

画の世界がより広がったそうです。店頭に来られる多

くのお客さんから『○歳過ぎたけぇ、そろそろこういう

の（塗り絵）やりたいんよ』といったお声も聞きます。折

角だから、その背中を押させてください。文房具販売

店のスタッフとして、道具（画材）等の幅広い知識や画

材に応じた描き方はお

任せください、どうせな

らチャレンジして楽しん

でみませんか？ 初歩

の画材は当店にて無償

貸与致します。又、施設

等での出張講習会もご

相談請承り中です。     

（木阪美：記）         

 

 

 

                 大 切 に し て い る こ とに し て い る こ と 
私たちが大切にしている事は、文房具を提供するだけではありません。 

お客様が｢文房具を使う時間｣を大切に思い運営しています。 

見たことや、聞いたこと、感じたこと、 

それらを全てを形にしたり表現する為に使う道具だということを真剣に考え、 

提供させて頂いたサービスが皆様のお仕事やお勉強の助けになれば一番幸せです。 

書斎で一人の時間にカフェで手帳を開くとき・・・ 

旅先で絶景に出会ったとき・・デスクでプランを練る時間・・・ 

何かを感じて形にする瞬間、いつも近くにある道具、それが文房具です。 

私たちはそんな人間の知性を助ける文房具の魅力を、 

皆様に感じて頂ければと願っております。＊1 

これが認定証です！ 

店頭には北出さんの作品も展示中 

店内には関連商品がズラリ 

＊1：これは大阪の同業店さんのコメントです。今の木阪賞文堂の想いと合致しておりそのままの文章で掲載させていただきました。


