
 

彫刻刀などで削っていきます。一度削ったところは直

らないので、少しずつ彫りましょう。多少荒削りな部分

が残っても、それも味わいになります。 

 今の季節なら、クリスマスカードや年賀状に自分の

名前の一文字やイニシャルの印を押すといいですね。 

 よく有名な日本画や書道などを見ると、作品の隅に

落款（らっかん）が押してありますよね。それを作った

のが誰であるかわかり、落款が押してあるとたとえ素

人の作品でもなんだが高級な感じがします（笑）。 

 そこであなたも、オリジナル印を作って自分の作品

に押してみませんか。といっても、石や金属などに彫

るのは難しくてできません。そこで今回紹介するの

は、誰でも手軽に作れる「消しゴムはんこ」です。 

 消しゴムはやわらかいので、（刃先に注意すれば）

子どもやお年寄りなど力の弱い人でも作ることができ

ます。親子でいっしょに作るのも楽しいですね。 

 まず、はんこにしたい絵や文字を鉛筆で紙に書きま

す。トレース紙を使えば、お気に入りの模様を書き写

すこともできます。それを消しゴムに当てて写したら、

 年末年始は忘・新年会やクリスマ

ス会といった人に会う機会が増える

し、初詣などのあらたまったお出かけ

もありますね。 

 そこでこの冬は、着物で出かけて

みませんか。いつものワンピースや

スーツ姿のあなたとは、ちょっとちが

う自分を演出できますよ。 

 インターナショナルな場所では、自

国の民族衣装がもっともフォーマル

な服装とされます。日本人にとって

は、ズバリ「着物」です。だから、外国

人のいるパーティーに着物で出席し

たら、あなたはきっと話題の中心に

なるでしょう。 

 最近は、洗える着物など気軽に着

られるものも多くあります。これなら、

パーティーの食事で汚してしまっても

心配いりませんね。 

 着物は、たとえ昔のものであっても

流行遅れの感じがしません。タンス

に眠っているお祖母ちゃんやお母さ

んの着物でも、小物を現代風にする

ととてもおしゃれになりますよ。 

 

手軽な「消しゴムはんこ」で“てん刻”気分 

年末年始は着物で 
和のおしゃれを楽しむ 

 

輝くステキな女性にささげる、ミニ情報誌です。 

“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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［Ｑ］ リフォームをするので、浴室も新しくしようと思いま

す。しかし、限られた間取りのためあまり広くできません。

少しでも広く見せる工夫を教えてください。 

 

［Ａ］ バスルームの色を淡いトーンにすると、圧迫感がな

くなります。また、浴槽の縁を下げる（浴槽を沈める）と、見

た目が広がります。 

 ほかには、浴室と脱衣所の間の壁を一部すりガラスにし

てひと続きの感じを与えたり、鏡を効果的に使って広く見

せたりしてはいかがでしょうか。 

 一戸建ての場合は、出窓をつけると設置面積そのまま

で、浴室を広く使うことができます。 

 また、浴室専用の坪

庭を作り外から見られ

ないように囲って大きな

窓を向ければ、ちょっと

した露天風呂気分が味

わえます。庭が作れな

い場合は、観葉植

物を置くだけでも

似たような効果が

得られます。 

（750円）も販売しています。世間から離れてゆっくり

休みたいというときにはピッタリの宿ばかりです。 

 もっとも、通な人はこのような会員にもならない「本

当の秘湯」を探すそうです。いつかアナタもチャレンジ

してみてはいかがでしょうか。 

日本秘湯を守る会：http://www.asahiryoko.co.jp/hito/ 

 「秘湯」という言葉に、あこがれたりしませんか？ た

とえば、山奥の一軒宿とか、車ではいけない宿とか。

もちろん、「秘湯」には定義がありませんので、アナタ

がどんな温泉宿をイメージしても間違いないし、どん

な宿が宣伝文句にうたってもかまわないのです。 

 もしもあなたが「たまにはちょっと『秘湯らしい秘湯』

に行ってみたいな」と思ったとき、「でも、どうやって探

せばいいかわからない」という場合は、「日本秘湯を

守る会」の会員旅館はいかがでしょうか。これは旅行

会社の「朝日旅行」が、ある基準で選定した秘湯の宿

です。全国で180軒ほどが会員になっていて、ホーム

ページで紹介されているほか、各旅館でガイドブック

 「秘湯」 をさがすには？ 

背筋の衰えと姿勢 

老化をストップさせるヒケツ 

バスルームを広く見せる 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 「背筋」 と聞くと、「背筋力測定」 とか 「背筋運動」 とかを

思い浮かべてしまいますよね。しかし、そんな運動のイメー

ジだけではなく、背筋は日常生活で姿勢を保つためにとて

も重要な筋肉なのです。 

 一般的に40歳代後半になると、腹筋よりも背筋の方が弱

くなってしまいます。このため、油断していると猫背になり、

すると内臓が圧迫されて健康に害がおよんでしまいます。 

 でも、背筋を鍛えるための特別な運動は不要です。正し

い姿勢で立ったり、歩くようにする。それだけで十分鍛えら

れるのです。背筋を伸ばして胸をはり、あごを軽くひいて、肩

を下げる。こんな姿勢を意識して行うようにすると、自然と

背筋力がつき、正しい姿勢が保たれるのです。 

 ちなみに、うつ伏せから上半身を起こすいわゆる「背筋運

動」は誤りで、背骨を痛めてしまいますのでご注意あれ。 

 

Ｑ 
Ａ 

 

 



しゅん 

 カレイは、冷たい水を好む北方系の魚です。淡

白で脂分の少ない白身魚で、これからの寒い季節

に旬を迎えます。 

 その体は平たく、目が片側に寄っていて、目の

ある側が黒っぽい色をしています。反対に目のな

い側は白っぽくて、こちらを下にして砂底に住ん

でいます。 

 よく、カレイとヒラメを見分ける方法として

「左ヒラメ・右カレイ」と言います。有眼側を表

にして、背を上に置いたとき、目が左にあるのが

ヒラメ、右にあるのがカレイというわけです。し

かし例外もあり、あてはまらない種類もあります。

また、総じてカレイの口は小さくヒラメの口は 

大きいので、これでも見分けることができます。 

●材料（４人分） 
カレイ100グラム、コンソメスープ１カップ、ジャガイモ1個 

卵1個（卵黄と卵白に分けます）、サラダ油適量 



 懸賞（プレゼント応募）というと普通は、「この賞品が欲しいから応募する！」という

人がほとんどだと思いますが、今回はちょっと変わって「あなたの気持ちを文章にしてハ

ガキにつづろう！」という企画です。 

 みんなの気持ち（応募作）を読むだけでも、ほんわかと優しい気持ちになりますよ。 

 土佐くろしお鉄道の「後免町駅」で有名な、

高知県南国市後免町。このへんは江戸時代、諸

役御免の町であり「御免町」と呼ばれ、のちに

「後免町」になりました。 

 そんな「ごめん」にちなんで、あなたが言い

そびれた『ごめんなさい』を募集しています。 

 ずっと昔の子ども時代のいたずら、今でもう

ち明けられずに秘密にしていること、家族や

ペットへのごめん、そして、もう伝えられなく

なってしまった亡き人へのごめんなさい。 

 一枚のハガキに心を込めて、ごめんなさいの

メッセージをつづってください。エピソードに

ちなんだイラストをそえたり、真心のこもった

文字で丁寧に書いたりして、あなたらしい一枚

を応募してください。 

 この企画は、ごめん町で育った漫画家のやな

せたかし先生が提案したもので、入賞者には先

生から賞金などが贈呈されます。 

 過去三回の受賞作品がホームページに紹介さ

れているので、それを読むだけでも優しい気持

ちになりますよ。 

 「ごめんなさい」とは、「ありがとう」とい

う言葉と同じくらい素直な感謝の気持ちが込め

られていることに、きっとあなたも気づくで

しょう。 

 

官製ハガキに200字以内で書き、文字や

イラストなどの表現方法は自由です。 

ハガキの表に、氏名・住所・電話番号・

年齢（未記入可）を明記してください。 

応募数制限はありませんが、ハガキ１枚

につき応募作品は１点としてください。 
 
●送り先 〒783-0011 

高知県南国市後免町２－１－１２ 

ごめん「優しい心」ポスト「ハガキ

でごめんなさい」委員会 

平成18年12月31日（当日消印有効） 
 
大賞１点…５万円・おみやげ一式他 

優秀賞５点…各１万円・おみやげ一式 

ごめん駅駅長賞・南国郵便局長賞・ 

ごめん町賞・南国市長賞各１点 

…おみやげ一式 
 
●問い合わせ 088-863-3968 西村太利 方 

 

 

「ハガキでごめんなさい全国コンクール」  

http://www.city.nankoku.kochi.jp 

    /life2/life_dtl.php?hdnKey=483 



  夢実現のシステム手帳で2007年をスタートしてみようかな 

“07夢に日付を!”のご案内 
最近、TVでコメンテーターとしても活躍中の渡邉美

樹氏(ワタミ㈱代表取締役社長、CEO)の革製システ

ム手帳が人気です。この手帳は、「夢に日付をい

れる」という概念から出発しています。その日付に

向かってやるべきことを確実に遂行し、夢を実現す

るための手帳です。手帳術には3つのポイントがあ

ります。①夢・目標を六本の柱（仕事・家庭・健康・趣

味・教養・財産)に沿って考える作業 ②転記作業 

③消し込み作業です。 この手帳には、オリジナルのリーフが数多く添付されています。新年を迎え

て、来 年 こ そ は ! と 思 っ て お ら れ る 方 は 多 い と 思 い ま す が、実 践 し て み て は ?     

お値段¥10,500ですが、ご自身の投資と考えて私(木阪)も購入しました。店頭に現物ありますので、

手にとってご覧下さいませ。(木阪:記) 

皆さん、こんにちは！木阪賞文堂のアダチです。去る11月28～29日の

二日間、私は広島で“大人の塗り絵”教室のインストラクター研修に参加

してきました。その名の通り、最近巷で流行っている“大人の塗り絵”の

認知度を高めて、これをきっかけにもっと多くの人に絵画の楽しさを

知ってもらい、広めようという主旨の・・・その為の講師を育成する講習

会でした。私は趣味で絵を描くのが好きですが、ここ最近はマンネリ化

した絵しか描けていなかったので、このお話しを頂いた時に、『スキルアップ出来る!』と思い、又滅多

に経験できる事でも無いので参加した次第です。講師は、サクラクレパスさんの美術館で

もある、サクラアートミュージアムの主任学芸員の清水靖子先生でした。先生は、美大卒業

後、美術教育を主に研究され、いろいろな絵画技法を学ばれるために世界各地を飛び廻っ

ておられる大変アクティブな方です。今回は、先生も多く関わっておられる“大人の塗り絵”の講習で、

1日目は色鉛筆(油性)塗り絵とクーピー塗り絵でした。道具の扱い方、色の基本の知識等々塗り絵の

講習というよりも、絵画(絵)の基本の講習会といった感じでした。普段用いないような色の作り方

や、技法も為になり、凄く視野の広がる内容でとても面白かったです。二日目は、水彩色鉛筆塗り絵

に、固形水彩絵具塗り絵でした。私は個人的に、普段水彩色鉛筆を使っているのですが、この講習会

で正しい技法を習得できました。今回の研修は、新たな発見が多く、色に対しても大変勉強になり視

野が広がりました。当初メインインストラクターの補佐が出来れば・・・という事での受講だった訳です

が、思い切って木阪賞文堂社員としての正規インストラクター研修でした。年

齢を問わず、楽しめる大人の塗り絵、“どんな事をすれば良いのか?“”何を揃

えれば良いのか?“等々お気軽におたずねください。年明け2月頃に第一回目

の教室開催に向けて準備を進めていますので良かったら是非参加してみて

くださいね。追って正式にご案内させて頂きます。（アダチ：記） 

  アダッチが行く！脳の活性化に効果的！ 

 “大人の塗り絵体験教室”の続報 



 

ご当地限定の祝儀袋つくりましたヨ！★12/10～販売です 
     

・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）★中央店正社員募集中です! 

・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      ＴＥＬ0820-22-0150  

   ★ホームページ http://www.sirakabe.com 

   ★Ｅメール shobundo@plum.ocn.ne.jp 

★ニュース★ 来月より蛍光灯反射板事業を始めます。上の写真は当

店事務所にて比較実験の模様です。たった2本の取り付け交換で377ル

クス⇒670ルクスにまでなりました。お客様のオフィス環境向上します！ 

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！ 

そうだ！賞文堂！行こう！ 

赤い屋根の木阪賞文堂です。 

・・・といっても看板屋さんを始めた訳で

はありません。従来の看板が店名中心の

看板でしたので、この度『つくれる文

具屋さん』を強調するために、正面に新

たに取り付けたのです。只単に、モノを販

売するだけではなく、“こう出来ないか

しら”とか“こうしたい”といったご要望

を、知恵と文具と技術でお応えしたいと考えています。最近○○屋さん・・・といったお店が少なくなっ

てきたように思います、洒落た横文字のお店は何屋さんか判らない時もありますね。気のせいでしょ

うか、この看板を取り付けてからご来店のお客様の年齢層が広がったような気がします。（木阪:記) 

『かんばん(看板)は！木阪賞文堂です 』 

『ちょっとしか はいっちょらん

けぇね』、『おこづかい ええもん

買いんさい』、『ほんの気持ちじゃ

けぇ』・・・そんな柳井にしかない方言

満載の祝儀袋を作ってみました。今、木阪賞文堂では祝儀、不

祝儀の金封類の充実を図りました。その数、今までの約4倍

です。金額に応じた結婚祝用、見るだけでも可愛い入園・入学

用、無地の大きな水引金封、目録などお客さんの人生のいろ

いろなシーンでご利用頂ける金封を本当に豊富に取り揃えています。ご指

名頂ければ、（出来うる限り丁寧に）お名前書も実施しています。また、お客

様の方で店頭で筆ペンをご自由にご利用いただけます。（専用テーブルも

新たに設置しました。）“こんなん欲しい”金封があったら是非相談してみ

て下さい。木阪賞文堂は“夢と想いをカタチにする”つくれる文具屋さんで

すから･･･。（木阪美：記） 

 

柳井にしかない、賞文堂にしかない・・・そんな祝儀袋です。 

圧倒的な祝儀袋！今迄の4倍！ 

こんな感じです！ 

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ 


