
 

 不景気も手伝ってか、家での食事を楽しむ人が増えてい

るようです。食通で知られた陶芸家の北大路魯山人は「器

は料理の着物」と言ったそうですが、たしかにいつもの肉

じゃが、切っただけのお豆腐でも、いつもと違うお皿にの

せたらグっとおいしく見えますよね。せっかく心を込めて

作ったお料理なのですから、素敵な器に盛って家族を驚か

せてみませんか？焼き物には、粘土が主原料の陶器、石の

粉でガラス質に近い磁器などがありますが、いざお店に並

んでいるものの中から自分で選ぼうとすると目移りして

しまいます。しかし、現代の食卓には和食も洋食も中国料

理も並びます。これは焼き魚用、それは煮物用などと決ま

りごとを作る必要はないのです。使い道は、使うあなたが

決めましょう。例えば焼き物には「染付うさぎ 5 寸丸皿」

などと呪文のように長い名前がついています。慣れていな

いと、この難しい名前を見ただけで、コロッケなどのせた

らバチが当たるような恐縮した気分になってしまいませ

んか？実を言えば、この長い名前の理由は、その器を作る

技法、大きさ、形を表しているだけなのです。「染付」とは

青い顔料で絵を描いたもの。「赤絵」とあればカラフルにな

ります。「瀬戸」や「備前」と産地を書く場合もあります。

次の「5 寸」は直径、「丸」は皿の形というわけです。 

 気になる器があったら、気軽にお店の人に聞いてみま

しょう。料理屋での器の使い方も参考になりますし、時に

は有名な器の産地を訪ねてみるのも勉強になりますね。 

 ちょっとした集まりにお呼ばれ。いつも

より素敵な着こなしを披露したいもので

すが、出番の少ない特別な服を購入するよ

りもふだん着ているアイテムをランク

アップさせるおしゃれはいかがでしょう

か？例えば「コサージュ」。ジャケットの襟

元につけたり、ヘアアクセサリーにも使え

ます。思い切って大ぶりで派手めのデザイ

ンを選んでみましょう。また、近頃では「つ

け襟」が豊富なバリエーションを展開して

います。レース、ファー、ラインストーン

など、いつものニットの首に付けるだけ

で、華やかな印象を与えます。レースの「つ

け袖」もおすすめ。ニットの袖に取りつけ

ると手元を美しく見せてくれます。シンプ

ルなパンプスにつけられる「シューズアク

セサリー」も心強い味方です。 

 これらのグッズが便利なのは、そっと

バッグに忍ばせておけること。仕事や子ど

もの送り迎えなどではあまり派手な服装

はできませんが、集まりに出かける途中で

身につければ“お洒落上手”に変身できま

す。ふだん着慣れている服ですから、さり

げなく自分らしさを表現できるはずです。 

いつもの服をランクアップ！ 
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我が家に合う焼き物の器を選ぶ 

回覧 

“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。 



［Ｑ］ キッチンのリフォームをしたいと思っているのですが、

なにしろ予算が・・・（涙）。何か良い方法はありませんか？ 

 

［Ａ］ 毎日家族の食事や子ども達のお弁当やおやつ作り

に大活躍のキッチン。愛着はあるけれど、長い間に積も

りに積もった水垢や油汚れが目についてきます。清潔に

保とうと掃除は欠かさないようにしても、素人の掃除で

は限界がありますね。とはいえ、全面リフォームには予

算的に踏みきれず・・・と頭を悩ませている方も多いは

ず。例えば、換気扇や水栓金具、つり戸棚などまだまだ

使える部分をそのままにし

て、まずは下台だけをそっ

くり交換するという方法は

いかがでしょう？天板やコ

ンロが変わると、明るく清

潔感あふれる空間に生まれ

変わります。その後、段階的

に他の部分のリフォームを

進めていくというのも楽し

みが増えていいものです。 

 目・・・疲れていませんか？パソコン、テレビ、コ

ンタクトなどなど現代人は目を酷使していますね。

例えばパソコンでの長時間の作業中に、定期的に目

を閉じて休ませてあげるとだいぶ疲れ方に差がでま

す。そう言えばここのところ目をいたわっていな

かったなと思ったら、今夜はお風呂の中で目を癒し

てみてはいかがですか？入浴する直前に、ホホバオ

イル大さじ１とラベンダーのエッセンシャルオイル

４～ 5 滴をお風呂に入れてよくかき混ぜます。首が

楽なように湯舟のふちに頭を寄りかからせ、お風呂

のお湯で濡らして軽く絞ったタオルを瞼の上にそっ

とのせます。そのまま７～８分ほど目を休ませるの

ですが、目の周りの筋肉がゆるむようイメージして

下さい。合わせて呼吸を深く、身体全体もリラックス

させましょう。ゆっくり入れるようにお風呂の温度

は低めにしておいたほうがいいですよ。ラベンダー

の香りが入浴後の心地よい睡眠も促して、朝には

すっきり目覚めることでしょう。 

今から始めるスキンケア三原則 

老化をストップさせるヒケツ 

キッチンのお手軽リフォーム 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 年を重ねるにつれ、肌のお手入れがおろそかになっていま

せんか？スキンケアの大事な三原則を忘れないようにおさら

いしましょう。まずは「清潔」。加齢にともない皮脂の分泌が

減少するからといって石鹸を使わない人が増えるようです

が、石鹸は古い角質や皮脂についてくる細菌などを取り去る

働きがあるため、お使いになることをお勧めします。そして

「保湿」。入浴後が一番のチャンス。皮膚が乾燥しないうちに

保湿クリームを塗るようにするといいですよ。入浴剤につい

ては、イオウ成分の入ったものは皮膚を乾燥させるそうなの

で時々使う程度にして、保湿成分のあるものを選ぶとよいで

しょう。最後が「紫外線防止」。老人性のいぼやしみ、しわな

どは紫外線による“光老化”だと言われています。日中は、日

焼け止めクリームをなるべく塗るようにします。これら三つ

に気をつけて十年先の肌に差をつけちゃいましょう！ 

Ｑ 
Ａ 

お風呂で疲れ目を癒す 

 

 



 エンドウ豆は、古代オリエント地方や地中海地方で

麦作農耕の発祥とともに栽培化された豆で、ヨーロッ

パではスープなどとして使われることが多い食材で

す。現在、日本では、アオエンドウは煎り豆、煮豆、餡

（うぐいす餡）などに、アカエンドウはみつまめやゆで

豆として利用されていますが、2004 年にはサッポロ

ビールにより、エンドウ豆のタンパクを用いた“第三

のビール”が開発され、新しい食品を生みだす材料とし

て注目を浴びました。また、メンデルの遺伝研究の実験

材料としても有名ですね。「丸型」と「しわ型」がある

というエンドウの種子を観察する過程から「優性の法

則」と「分離の法則」を見つけ出しました。 

材料（４人分） 

エンドウ豆（サヤ付き）１５０ｇ、アボカド１／２個、玉ねぎ１／２個、白ネギ 1 ／２本、 

水２００ ml、白ワイン大さじ４．固形スープの素１個、豆乳２００ｍｌ、塩こしょう少々 

しゅん 



コレステロール値が気になる家族のために 

料理に使う油を考えてみませんか？ 

ついでにおいしいものがゲットできたら一石二鳥♪ 

 毎日使う油だから、家族のためにいいものを使いた

い・・・そう思うのは当然のこと。特にコレステロール

を下げる必要があるようでしたら、「AJINOMOTO健康

サララ」はいかがでしょうか。胚芽がたっぷりの大豆油

だけを使用した天然原料１００％の油で、消費者庁許可

の“保健機能食品（特定保健用食品）コレステロールが

高めの方の食品”です。大豆胚芽の“植物ステロール”

が豊富に含まれているので、“コレステロールを下げ

る”ことができるそうですよ。 

 このキャンペーンサイトでは、簡単なコレステロール

チェックもできます。「外食をする頻度が高い」「食事は

１０分以内で済ませることが多い」など、自分に当ては

まるものをチェックするだけで、すぐに結果が出て「意

識して植物性食品を多く取り入れるようにしましょう」

などのアドバイスが貰えます。そもそもコレステロール

とは、主に動物の体内に存在する脂質の一種で、身体の

細胞やホルモンを作る働きがあることから、生体にとっ

ては非常に大切なものなのです。ところがコレステロー

ルは体内において血液を介して運ばれるのですが、血中

で過剰になると、血管の壁にたまってしまい、血管が狭

窄した状態（動脈硬化）になるのです。結果として心筋

梗塞や脳梗塞といった重大な病気を招く原因になって

しまいます。予防には生活習慣が大事ですが、サイトに

は「健康サララ」を使った、美味しくてヘルシーなレシ

ピも掲載されていますので、参考にしてみて下さい。 

選べるおいしさプレゼントキャンペーン 

【賞品】 Ａコース 季節の野菜詰め合わせセット 100名 

      Ｂコース 釜ゆでずわいがにセット 100名 

      Ｃコース 前沢牛（しゃぶしゃぶ、すきやき用） 100名 

【応募方法】 対象商品「健康サララ600ｇUDエコペット」「健康サララ400ｇUDエコパウ

チ」を含むレシート1枚を専用応募ハガキまたは郵便ハガキに貼って必要事項を記入

の上、応募。 

【応募締切】 2011年3月31日（木） 当日消印有効 

【詳細＆注意事項】 キャンペーン事務局 ℡0570-001-417 

             http://www.j-oil.com/sarasara/index.html 



みなさんは、スマートファンをお使い

でしょうか? この度の東北関東大震災

において、私はスマートフォンの実力

をまざまざと感じました。年明けに知

合いの方のお奨めもありスマートフォ

ンを購入する運びになったのですが(渡

辺 謙さんのCMでお馴染みのNTTドコモの

ギャラクシータブ)  当初、電話とメール

機能以外は殆ど使わないので、さほど

期待していませんでした。ところが知

れば知るほどその機能に驚きました。

将に『現代のドラえもん』です。困っ

たシーンで使うとかなりの高い確率で

問題が解決します。特に、秀逸な無料

アプリ(パソコンで言うソフト)を数多

くダウロードしておくと、今回の様な

有事の際での情報収集に役立ちます。

モバイル端末の大切さが、あらためて注

目されています。 下記にほんの一部を

ご紹介しますが、私が一番驚いたのが

インターネットラジオのラジコという

サービスです。現在震災の為､視聴エリ

ア制限を解除しているので東京、大阪

ローカルの複数のラジオ放送が大変鮮

明に全国どこからでも聞く事が出来ま

す。災害時には、テレビよりもラジオ

の方が情報が早い場合もありますから

ね。えっ!? 地元山口放送とNHKラ

ジオでいいじゃないかですって? 百聞

は一見・・・一聴に如かず(?)是非一

度聴いてみて下さい。また、皆様の方

でも便利なアプリをご存知でしたら是

非教えてくださいね。(木阪泰:記) 

 

 

■東日本を取り巻いている避難生活や、計画停電といった非日常的な状況が続く中で、

役立つアプリがいくつも作られています。しかし多くのサイトやアプリから、自分にあった情

報を引き出すのは簡単ではありません。災害時に便利なサイトやアプリを事前に調べて 

インストールしておくことは、被災者だでけではなく、被災者を応援する人達にも有益な事

だと思います。 特に、計画停電は地方にも影響大ですので要チェックと思います。 

 今回の大震災で感じたスマートフォンの実力 ! 

   私はインターネットラジオ“ラジコ”に注目! 

★W120×H190×D12.1㍉。重量は約

382㌘で、左上の写真はほぼ原寸大です。専

用手帳タイプケースを併用すると持ち運びも

大変“スマート”ですよ。 

おススメアプリ⇒★最新災害情報を手に入れるアプリ★メールや電話

がつながりにくいときに頼りになるアプリ★災害伝言版・消息確認の

アプリ★現在地確認や移動中に便利な地図アプリ★ケガや体調が悪く

なったときに役立つアプリ★懐中電灯の代わりになるアプリ★天気予

報アプリ★計画停電の情報アプリ★各路線運行状況まとめアプリ 等 

【追記】震災時には、手書きメモと筆記具は必携品とのことです。やらなければならない事が沢山出てくる中、  

くくくくメモして優先順位を決める為に欠かせないのです。デジタルも大切、アナログも大切です。 



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) 

 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

・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 

 

 

 

 

■スタッフ人数8名（中央店6名、白壁店２名） 

★4月1日より新スタッフ入社。ご指導の程お願い申し上げます。 

・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 

新しい学習指導要領が今年の4月から全国の小学校か

ら実施されます。中学校は来年、高校は再来年からの

実施です。今回は「生きる基本・生きる力をしっかり

基本に据える」として改定され様々内容が盛り込まれ

ています。ここで多くは記載できませんが、まず社会

では小学校5、6年で「地球儀」の活用が盛り込まれま

した。地球儀は、オリンピック等が開催される年には

お買い求め頂く頻度が高まりますが以前は静かな動き

の商品（笑）でした。然しながら近年のグローバル化

の流れに伴い“しゃべる地球儀”といった高付加価値

の物も人気です。今回の大震災でも世界各国から支援

の手が差し伸べられていますが、私たち大人もキチン

と勉強する必要が有りそうですね。また算数では算盤

の授業が今年は4年

生の授業科目になり

ます。ここ数年はそ

ろばん人口が拡大傾

向なんだそうです。 

(木阪泰：記） 

３月22日(火)～４月11日(月)店頭スプリングセールがスタート。 

大震災で気持ちも萎縮しがちですが、被災地

の方々の前向きな発言や行動を報道で見聞

するに付け、西日本の私達がうろたえていて

はいけないと感じました。商品やサービス、お

金をどんどん回していく一助となればと思いま

す。多少なりとも利益が出れば、お店としても

出来うる限り災害義援金や物資を送りお役に

立たちたいと思っています。(スタッフ一同） 

 新学期・平成23年度からの新学習指導要領に注目・・・ 

 地球儀と算盤(そろばん)が見直されます! 
 

 

いよいよ新学期、勉強もシッカリがんばろうね 

 

【国旗付地球儀】(木製台座) （レイメイ藤井-OYV301 \10,500） 

【NEWワールドグロ-ブ】 
 (学研ステイフル\20,790) 

 

“しゃべる地球儀“として評判

の「ワールドグローブ」に、要

望の多かった日本語表記版

がついに登場。ペンでタッチ

すると、世界の様々な情報を

日本語だけでなく英語でも

アナウンスしてくれるバイリ

ンガルな地球儀です。便利に

使える日本地図と世界地図

付です。木阪賞文堂に現物

御座居ますので宜しかったら

ご覧になってみて下さい。 

 

 

 
世界各国の国旗が掲載。世界の

国の場所と名前と一緒に国旗も

勉強出来ます。 


