
 

 趣味や健康作りとしてのフラダンス人気は相変わらず

ですが、フラダンスで使われる「レイ（生花の首飾り）」

を手作りする「リボンレイ」も注目を集めています。 

 リボンレイはハワイのクラフトです。生花ではなくサ

テンのリボンやヤーン（編み糸）などを使うことから「リ

ボンレイ」と呼ばれるようになりました。ハワイではお誕

生日や記念日などにレイをプレゼントする習慣があるそ

うです。花束に代えて贈るのでしょう。リボンレイも素敵

なプレゼントになりますし、お部屋のインテリアにもい

いですね。使うリボンの種類や編み方によってケータイ

ストラップ、シュシュ（ヘアゴム）、ブレスレット、チャー

ム（バッグなどにつける飾り）、リースなどにもなり、セ

ンスをいかして取り組める趣味といえそうです。 

 リボンレイの作り方はバリエーション豊かで、上級者

になるとかなり凝ったデザインにチャレンジできます。

初心者は基本になる簡単な「プルメリア」という方法から

始めるといいでしょう。言葉で説明するのは難しいので、

本やホームページを参考にしてくださいね。 

★はじめて作るハワイアンリボンレイと小もの  

（雄鶏社／税込 294 円） 

★リボンレイの本（1・2）（青山出版社／税込 1575 円） 

★ ハワイアンリボンレイ（イカロス出版／税込 1300 円） 

 いつまでも素敵でいたい……。多くの

女性が望むことですね。けれど毎日の雑

事に追われていると、どうしても女性ら

しさを忘れてしまいがちです。服装も実

用性を考えて動きやすいものを選ぶこ

とが多く、結果的にいつもパンツルック

ばかりになっていませんか。 

 気分転換には外見を変えてみるのが

手っ取り早いといいますが、確かにその

通り。女性の心理は不思議なもので、普

段は化粧っ気もなくジーパンで飛び

回っているような人でも、少しお化粧を

したり女性らしい服装をしたりすると

気持ちがたおやかになり、立ち振る舞い

まで変わってきます。そんなアイテムの

代表がスカートでしょう。イスに座る時

はひざが開かないように気をつけ、足を

組む動作もジーパンの時よりゆっくり

と丁寧になるはずです。スカートは家事

や育児には適しませんが、たまの外出に

は良い気分転換になるでしょう。 

 季節は春本番です。春風にスカートの

裾が揺れるだけで“妻でも母でもない

自分”に出会えるかもしれませんよ。 

春風にスカートの裾をゆらして・・・ 
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 ハワイのクラフト ～リボンレイ～ 

“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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［Ｑ］ リフォームの希望を業者に伝えて見積りを作ってもらっ

たところ、大幅な予算オーバーになってしまいました。リ

フォームプランの見直しが必要ですが、どのようにコストダウ

ンを考えたらよいでしょう。 

          

［Ａ］ これはわりとよくあるケースです。リフォームは

ちょっとした工事が思いがけなく高かったり、取り付け

たかったものを諦めたのに意外とコストダウンにつなが

らなかったりするものです。ムダのないプランを立てる

には豊富な知識と経験が必要になりますが、素人では限

界がありますね。そこで業者選びが重要になるのです。 

「この部分に費用がかかる」「こうすれば大きくコストダ

ウンできる」このような詳しい

説明や提案をしてくれる業者

なら、できるだけ予算に見合っ

た プ ラ ン を 立 て て く れ る で

しょう。今回のケースなら、ほ

かの業者にも見積もりをお願

いしてみるのもいいかもしれ

ませんね。 

 薄着の季節が近づいてくると気になるのがムダ毛

ですね。バスタイムにケアする人が多いと思います

が、間違った自己処理は肌荒れや毛穴が目立つ原因

になります。 

 自己処理の注意点は「清潔」と「保湿」です。バス

ルームは思いのほか雑菌が多い場所。どんなお手入

れ方法でも自己処理した箇所から雑菌が入るとトラ

ブルを招くので、ムダ毛ケアは入浴後がベストです。

お風呂に置きっぱなしのカミソリにも雑菌が繁殖し

やすいので、道具も清潔に保ちましょう。また、お肌

が柔らかくなっているときにカミソリを当てると必

要な角質まで削り取ってしまう恐れがあります。剃

る場合は入浴による体のほてりがおさまってから、

毛の流れにそって処理しましょう。 

 ムダ毛ケア後のお肌はとてもデリケート。低刺激

のローションなどでしっかり保湿し、ほてりを感じ

たら冷たいタオルで冷やしておくといいですよ。 

メイ牛山に学ぶ「SBM美容法」 

老化をストップさせるヒケツ 

見積りが予算オーバー 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 昨年亡くなられたメイ牛山さんは美容家の元祖的存在

でした。メイ牛山さんが提唱されていた三大美容法は、

「SBM 美容法」「四季の美容（時間美容法）」「日中の予防

美容」。元祖だけあって肌老化をストップさせる基本が

しっかり押さえられています。今回は「SBM 美容法」を

ご紹介しましょう。 

「SBM」とは 3 つの要素の頭文字をとったものです。 

■Ｓ（Skin ＝肌）お肌はいつも清潔に 

毎日の規則正しいお手入れを心がける。栄養を“与える”よ

りまずはお肌の汚れを“落とす”ことから始めましょう。 

■Ｂ（Body ＝体）体の中から美しく 

バランスのとれた食事、規則正しい生活、充分な睡眠に

よって腸や血液からも汚いものをとりのぞきましょう。 

■Ｍ（Mind ＝心）心はいつも明るく 

心のゆらぎはホルモン分泌に大きく影響します。おしゃれ

やメイクを楽しみ趣味でストレス発散しましょう。 

Ｑ 
Ａ 

ムダ毛ケアのポイント 

 



 かぶの旬は秋から晩春あたりなので、まもなく

かぶの最盛期も終わりを迎えます。 

 かぶの品種は豊富で、日本だけでも約 80 種類

あるそうです。地方独自の在来品種も数多く、や

や面長の赤かぶは青森の「笊石（ざるいし）かぶ」、

日本で一番大きいとされ、最大 5kg にもなる京

都の「聖護院（しょうごいん）かぶ」、見た目がひょ

ろ長く大根によく似た滋賀の「日野菜（ひのな）

かぶ」、下半身が安定した日本人体型を思わせる

福岡の「博多据り（はかたすわり）かぶ」は、や

はり日本型の品種だそうです。現在、全国的に通

年栽培されているのは「子かぶ」と呼ばれる品種

で、もともとは東京金町の特産だった「金町小か

ぶ」を改良したものだそうですよ。 

材料（4 人分） 

かぶ 8 個、豚肩ロース肉（ブロック）300g、ねぎ 1/2 本、しょうが１片、  

水溶き片栗粉 少々、サラダ油 大さじ２  

＜Ａ＞ 豚肉の下味   しょうゆ・酒 各大さじ 1 

＜Ｂ＞ 煮汁 しょうゆ 大さじ２、砂糖 大さじ１、こしょう少々、湯１と 1/2 カップ 

しゅん 



2008 年はオリンピックイヤー！ 

8 月 8 日から北京で始まる第 29 回夏季オリンピックをどこで応援しますか？ 

現地で応援したい人も、国内で応援する人も、 

このキャンペーンに参加してオリンピックを楽しみましょう！ 

 アジア地区予選の韓国戦で意地を見せ、見事オリン

ピック出場を決めた星野ジャパン。男子に続いて出場

が決定したなでしこジャパン。次々と日本代表が決

まっていくなかで、トランポリン競技の上山容弘（や

すひろ）選手が早々と代表に決まったとき、「オリン

ピックにトランポリンがあったんだ」と驚いた人もい

たようです。 

 3階建ての建物に相当する約5mもの高さまでジャ

ンプするトランポリン競技。予備ジャンプのあとに

10種類の技を連続して演技し、5人の審判が10点満

点で採点したうちの上下ふたつをカットした得点合

計に、各種目ごとの難易度が合算されて得点が出ま

す。演技時間は約 20 秒。与えられた時間内に、持て

る力をすべて発揮しなくてはならないのはどの競技

も同じこと。そんな選手の集中力が、観ている私たち

に感動を与えてくれるのでしょう。 

 そんな北京オリンピックを盛り上げるために、

VISA カードが「北京オリンピック応援キャンペーン」

を行っています。現地で応援したい人は「クイズに答

えて当たる！北京へ行って応援コース」。抽選で 100

組 200 名に北京オリンピック観戦ツアーが当たりま

す。日本から熱い声援を送りたい人は「VISA カードを

使って当たる！どこでも観戦コース」。VISA カードを

1 万円以上（税込み・合算可）利用すると、抽選で 500

名にワンセグ対応ポータブル液晶テレビが当たりま

す。北京オリンピックまで半年を切りました。さぁ、

ガンバレニッポン！ 

VISA 北京 オリンピック 応援キャンペーン 

●賞品： 

＊クイズに答えて当たる！北京へ行って応援コース（抽選で100組200名） 

   観戦ツアー 2008年8月12日(火)～2008年8月14日（木） 2泊3日 

   2種目の観戦が予定されています（種目は選べません） 

＊VISAカードを使って当たる！どこでも観戦コース 

   ワンセグ対応ポータブル液晶テレビ（抽選で500名） 

●応募要項・詳細： 

    http://www.visa-e-mailclub.com/cu/beijing_campaign_2008.html 

●応募方法：インターネットでの受付のみ （応募要項のページからおすすみください） 

●応募締切：2008年5月31日（土） 



皆さんは、柳井ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ前の文房具屋さん“木阪賞文堂”を知っちょってですか? 

会社設立応援キャンペーン(4/1～4/30)＊限定10社 

会社印(法人印or角印)ご注文の未来の社長さん! 
*今なら封筒(長3号)と名刺を各々100枚ずつプレゼント!(5000円相当) 

(＊;黒一色印刷、封筒はクラフト仕様、定型ﾌｫｰﾏｯﾄにて作製) 

『おたくは“つくれる文具屋さん”と謳（うた）っちょってですが、 一体どん

とな事が出来てんですかいのぉ？』というお問合せをよく頂戴いたしま

す。今回はこの質問に対して、素朴且つ実直にお応えしましょう。木阪賞

文堂は柳井市の小さな文房具店です。扱っている商材は、こだわらなけ

ればどんなところでも購入できるものばかりです。そんな中で木阪賞文

堂が少し変わっているのは『つくれる文具屋さん』であることかもしれま

せんねぇ。既存の文房具を只単に右から左へ只販売するだけではなく、

文房具に知恵と技術と感性を加えて、地元のみなさんの夢や想いをカタ

チにしたい(作・造・創)・・・そんなことを目指している文房具屋さんです。

「こんとな事までしてんですかっ！？」と驚く方の何と多いことか・・・ 

リクエストがあれば、出来る限りの事を実行しますが、無理な場合は 

『出来ませんっ！』と言いますけぇ・・・・・でもまぁいろいろと相談してみて

下さいまし。少量こそ大歓迎なんですよ。                  

“消費者の立場”、ある時は“アドバイザー”として、ご提案しちょります。 

★ 当店のモットー 

全ての商品・サービスを通じてお客様を幸せにすることです。 

【ご参考：作成事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 
（左上から）賞状、ポイントカード、チケット付名刺、社名入マグネットシート、耐水性シー

ル、サインポール、横断幕、刺繍入ハンドタオル、盾・・・何かあったら相談してみてね。 

 

【おまけ】 

な、何と、中国経済産業局の定期刊行誌“めてぃちゅうごく”2008年4月号に、

この度木阪賞文堂の記事が延々6頁にわたり掲載されることになりました。 

♪賞文堂の唄♪ 
（S53年「西遊記」のテーマ、 

            ガンダーラの替え歌で） 

そこに行けば 

夢や想いを、カタチにしてくれるよ 

誰も皆、足が向いちゃう 

特別なモノがある訳じゃないのに 

そのお店の名は 賞文堂 

中央三丁目にあるユ～トピァ 

どうして行きたくなるのか 

教えて欲しい 

賞文堂、賞文堂 

They say it is creative stationery shop 

賞文堂、賞文堂 

つくれる文具屋さん 賞文堂 ♪ 

 

 

 

 
(作詞;しらかべ       

エイタロウ) 

「つ く れ る 文 具 屋 さ ん」で検索すれば、  

ヤフーもグーグルもトップで掲載される

ホームページ。毎日ご覧頂きたいです。 

http://www.sirakabe.com 

 



・会社名  (有)木阪賞文堂 
◆今月の注目商品のご案内◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ人数   8名（中央店6名、白壁店２名） 

      ★今月ルーキー入社！皆様ご指導の程お願い致しますね。 

・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 

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) 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

 

“大人が思わず読み耽る文具のフリーマガジン! 
毎号品切、BUN2(文具通信)2008年4月号Vol.17、発刊しました!  

★現場仕様ボールペン、「エアプレス」 
      

トンボ鉛筆社から、この3月中旬、なぐり書
き、上向き書き、濡れた紙への筆記にも対
応した現場仕様ボールペン「エア・プレス」
が登場、注目を集めています。ノック式加
圧油性ボールペンでノックする度にインクの
出を加速します。脱落しにくいグリップも特
徴。営業現場、建築現場、生産現場、取
材現場、医療現場、工場現場等の筆記ト
ラブルを圧縮空気の力で解消してくれそう
です。（¥630；税込） 

木阪賞文堂では“ＢＵＮ２”(ブンツウ)というフリーマガジンを店頭で無料配布し

ています。文房具販売店では山口県東部唯一の配布店です。さて今月4月号では、文房

具ファンから、『文具店へのメッセージ』という特集がありました。 以下、北海道のＳ

さんのメッセージです。（タイトル）『70年前の文房具屋』80歳の後期高齢者

が「子供の頃」というのですから70年前の事です。当時は文房具屋は大体学校の門前

にありました。始業式の前は毎朝込んでいて白のカッポー着姿のオバサンが一人ひとりの

子供にニコニコ話しかけながら・・鉛筆はすぐ書けるように・・・ノートには名前を書いて・・・

渡してくれました。子供達は身内のように相談話もしたものでした。鉛筆1本売るにも、帳面1冊買うのも人とのつながりが

ありました。今ではとても見る事の出来ないなつかしい光景です。ゆとりを感じます。（北海道/Ｓさん） 他投稿多数  

この雑誌を読むと、全国には文房具の好きな人たちが何と多いのだろう・・・と驚かされます。大人と子供の目線や時

代は違いは有っても、いつも文房具店はお客さんがホッと落ち着

ける発見の場所でありたいですし、顔を合わせたお客さん同士で

世間話に花が咲く・・・(効率だけを追うのではない)そんなお店で

ありたいと願うのであります。(木阪美;記) 

 

 

携帯に適した全長122㎜。、

素早くノックでき、狭い場

所や混みあった場所での

筆記・速記に適します。 ボ

ディー表面を軟質樹脂で

仕上げ、濡れた手や手袋

をしたままでもしっかり

ホールドします。 

4月号の特集は・・・・・ 
“春の新生活に役立つ文房具“ 

読んでてタノシィ～っ！！ 


