
 

 ギリシャ語で「美しく描く」という意味のあるカリグラ

フィー。専用のペンを使って絵のような美しい文字を描く

ことから「西洋のお習字」と言えるかもしれませんね。ま

だ印刷技術のなかった６世紀頃の西ヨーロッパの修道院

で特別な技術をもった人々が一字一字書き写し書物を

作ったのが始まりと言われています。写本に用いられたゴ

シック体、１４世紀に生まれたローマン体など、書体も当

時の流れを汲み、その後カッパープレート体などバリエー

ションが増えてきました。ワープロやパソコンの普及によ

り手書き文字とは疎遠になってしまったとお感じになる

方も多いと思います。もしあなたが繊細でなおかつ美しい

この文字を習得されたなら、手紙の一部にアクセントとし

て添えたり、手作りメニューカード、メッセージを額に入

れて飾るなど、文字の世界が広がることでしょう。 

最低限必要な道具としては、ペン先・ホルダー・インク・

練習用紙、そしてお手本があれば大丈夫です。ペン先は

メーカーによって種類がありますが、弾力性のあるペン先

の少し長めのものがおすすめです。専用の練習用紙も売ら

れていますが、方眼紙・レポート用紙などのように罫線が

ついていれば目安になり書きやすいですね。インクには水

性と耐水性がありますが、初心者は水性のインクのほうが

水洗いでき、手入れが簡単でペン先を大事に使えますよ。 

まずは心を静め、ゆったりと文字に集中する時間を楽しん

でみましょう。 

 本格的に汗をかくようなウォーキング

から、気分転換を兼ねたお散歩まで、一口

にウォーキングといってもいろいろあり

ますね。皆さんどのような服装でお出かけ

ですか？せっかくなら華やかな気分で楽

しく出かけたいもの。中には、『必死で運動

し て い る 様 子 な ん て 見 ら れ た く な い

わ・・・』と、地味な服装の方もいらっしゃ

るかもしれませんが、安全のためにも是非

明るい色を選ぶようにしましょう。考え事

などしながら歩いていると後ろから来る

車や自転車に気づかないこともあります。

目立つ色を着ていると相手が気づき、注意

してくれますよ。ワンポイントで反射素材

が施されているものならより安心ですね。

シューズもスポーティなものから、おしゃ

れ着にも対応できるタウン用まで楽しく

選べるようになりました。紫外線防止のた

めの帽子は必需品。首の後ろ、耳も日焼け

しやすいのでご注意ください。また、おす

すめなのがタオルマフラー。スカーフのよ

うな美しい色合いなのに、タオル地やガー

ゼの素材で汗を吸いやすく心地よいもの

です。首に巻いて颯爽と歩きましょう！ 

華やかな気分でウォーキング♪ 
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“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］ 近頃、珪藻土の壁という言葉を聞くのですが何なので

すか？ 

 

［Ａ］ 珪藻土とは植物性プランクトン（珪藻）が長年にわ

たり海底や湖底に蓄積して化石化したもので、昔から火

に強い土として七輪・コンロの原料などに利用されてき

たものです。多孔質のため、空気の湿度が高い状態では

珪藻土が湿気を吸収し、空気中の湿度が低くなると放出

すると言われ、吸音性にも優れていることから最近仕上

げ材として非常に注目されています。扱っているメー

カーもたくさんありますの

で、デザイン重視・自然素材

重視・健康に良い性能重視

など目的に応じて施工業者

と相談してみてください。

あともう一つ嬉しい特徴が

あります。なんと静電気が

ないのでほこりが付きにく

いのです。掃除が楽なのは

助かりますね。 

 バスルームからバスローブを羽織りながら出てく

る映画のシーン、時々見かけますよネ？日本でもホ

テルに置いてあるところもあるし、ユニクロや無印

良品でも販売されています。使ってみたいけれど、い

ざ使おう！でもどうやって？と、いまさら誰にも聞

けない疑問・・・。正解は単純でした。たいていのバ

スローブというものはタオル地でできているのです

から大判のタオルと捉えて良いのです。濡れた身体

にじかに着てしまいましょう。慣れないと気持ち悪

いでしょうか？でも濡れた髪の毛から落ちる水滴を

吸収してくれますし、夏は汗も吸い取ってくれます。

冬なら湯冷めも防げますよ。とはいえ、欧米の人達は

バスローブを着たままリビングでくつろぐことはし

ません。あくまで「浴室から出て、寝室でパジャマを

着るまで」のものとして着用しているようですよ。な

～んだ、それだったらめんどくさい！・・・と思って

やめるか、そのひとときさえも優雅に羽織るか。あな

たはどうします？ 

話題の「きくち体操」とは？ 

老化をストップさせるヒケツ 

優しい風合い、珪藻土の壁 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 「動くことはどうして心と体によいのだろう？」・・・この

素朴な疑問から、「どう動かすと身体のどこにいいのか」を創

始者である菊池和子氏が長年にわたり研究・実践、確立した

「健康に直結する動き方」の集大成が「きくち体操」なのです。

こんなに太っちゃったわ、どうしてだろう？・・・と、まるで

誰かに太らされたような言い方をしてしまいますが、誰のせ

いでもなく自分のせいなのです！とにかく自分の身体から

「気」を離さないことが大切。無意識の身体はラクな方へと、

どんどん弱っていきますよ。年齢は問いません。運動をしたこ

とが無い方でも大丈夫です。指先を動かすといった簡単な動

作から大きく生き方が広がっていくことでしょう。きくち体

操の教室はもちろん、本やＤＶＤも販売されており、講演など

もありますので、機会がありましたら覗いてみてください。 

きくち体操  http://www.kikuchi-taisou.com 

 

Ｑ 
Ａ 

憧れのバスローブ・・・でも使い方は？ 

 

 



 江戸時代に東京・小松川で生まれた小松菜。ホウレン

ソウの３倍ものカルシウムを含んでおり、ビタミンＡは

小松菜１００グラムで一日分を摂取できてしまうほど。

皮膚に働きかけると言われるβーカロテンも多く含み、

抗酸化作用もあるので血液サラサラ、新陳代謝も促す！

そんな素晴らしい野菜と組み合わせたのは、これまた血

液を増やし身体の潤いを保つと言われる豚肉。さらに身

体を潤す生クリームを加えるのですからこれはもうこの

時期にはピッタリのメニューです。 

体内水分が十分に潤い、身体が温まる食事をこころが

け、これからやってくる寒く、乾燥する本格的な冬に備

えましょう。 

材料（４人分） 

豚ヒレ肉４００グラム、  小松菜１わ、  白ワイン１００ｃｃ、  

にんにく１片、 生クリーム１カップ、塩コショウ各適量、サラダ油適量 

くるみ（炒り、細かく砕いたもの）３０グラム、カイエンヌペッパー小さじ１ 

しゅん 



知らずに捨ててしまっていませんか？ 

小形充電式電池はリサイクルできます。 

電池のことを知って、クイズに答え、ついでに旅行券・グルメギフトを当てちゃいましょう！ 

 小形充電式電池メーカーや同電池の使用機器メー

カー、それらの輸入事業者などが会員となり２００１

年４月に発足された一般社団法人ＪＢＲＣが行うキャ

ンペーンのご紹介です。 

充電式電池はリサイクルできる電池です。代表的なも

のには、コードレステレホン・電動工具・誘導灯などに

使われているニカド電池、デジタルカメラ、電動アシス

ト自転車などに使われているニッケル水素電池、ビデ

オカメラ・ノートパソコンなどで使われているリチウ

ムイオン電池があります。家庭で使い終わった小形充

電式電池はリサイクル協力店の「小形充電式電池リサ

イクルＢＯＸ」に入れましょう。その時には、ショート

の恐れがありますので、必ず金属端子部をテープ等で

絶縁処理をしてくださいね。その後いろいろな再資源

化工程を経て、ニカド電池、ステンレス製品、磁石など

に生まれ変わり再利用されます。 

このリサイクルマークをしっかり覚えて、ご家族でリ

サイクルに協力、そして賞品も当ててくださいネ！ 

小形充電式電池リサイクルクイズキャンペーン２００９ 

【賞  品】   1等 ５万円の国内旅行券×5名 

         2等 カタログで商品が選べる３万円のグルメギフト×10名 

         3等 カタログで商品が選べる５千円のグルメギフト×90名 

【応募方法】  パソコン・携帯電話からキャンペーンサイトにアクセスし、応募フォームに 

          クイズの答えと必要事項を入力します。 

          ※応募は一人一口のみとなります。 

【応募締切】  2009年11月30日（月）  

          ※当選発表は賞品の発送をもって発表にかえられます。 

                    ※2010年1月賞品発送予定 

【応募先】  パソコン    http://www.jbrc.com 

           携帯電話   http://www.jbrc-campaign.com/m/ 



 祝儀袋に“鶴”と“亀”があったら 

“金魚”が あってもええんじゃない!? 

こんにちは！社長の木阪です。

普段から身近な文具やオフィス用

品に、知恵と経験と感性を加味

（利用）して、『こんな事をし

たいんじゃけど、何かよい方法

あるかねぇ？』といった皆さんのご要望、夢や想いを

カタチにさせて頂いております。さて、先般ご案内さ

せて頂いた“消しゴムはんこ”や“マグネット”等、地元柳

井の民芸品“金魚ちょうちん”にちなんだ文具製品

を、“つくれる文具屋さん”として普段の仕事に加え

て開発しています。この秋は以前より構想を練って

おりました“金封(祝儀袋)”で試作品をいろいろと作っ

ております。金魚は、おめでたい赤が基本ですし、

英語ではコールド(金)フィッシュ・・・祝儀袋にはうっ

てつけではないかと思っていたのです。ウィキペ

ディア（フリー百科事典）によると次の一節が記載

されています。↓ 

『中国において「金魚（きんぎょ）」の発音は、

「金余（きんよ）」と現地の言葉の発音が非常に似

ているため、縁起のいいものとされ、現在でも広く

愛玩される背景の一つとなっている。お金が余るほ

ど儲かるようにという願いをこめて店の軒先に金

魚、またはその置物を置くところもわずかではある

が存在する。日本でいえば、招き猫か軒先に塩を盛

るのと似たようなものである。』 

現在、ほとんどの金封メーカーさんの祝儀袋は

“鶴”と“亀”が中心ですが、金魚ちょうちんをモ

チーフにした“金魚ちょうちん祝儀袋”があっても

良いと思いますが、皆さんは如何お考えですか？ 

現在、賞文堂の女性スタッフがいろんなアイデアを

出してくれたり、即試作品に取り組んでくれていま

す。写真では、金魚ちょうちんを切り貼りした試作

品ですが、他にも 和紙や金魚型の水引に金魚ちょう

ちんのデザインを加えて・・といった女性ならではの

感性が加わって味わい深いモノが出来つつありま

す。私のような者（←オジサン）には思いつかない

閃きの数々･･･驚きの日々です。但し本業は文具屋さ

んですからそこからは決して外れないようにと肝に

命じています。これもまた文具屋さんとしての小さ

な取り組みですが、コツコツと続けることで必ずや

地元活性化の一助になると確信し、近い将来“柳井

発”の金魚ちょうちんデザイン祝儀袋が全国に広ま

る事を夢見ています。（木阪泰； 記） 

 

↑全て手作り、おとしだまバージョンも・・・ ↑ＬＯＦＴ(大阪・阿部野橋店）より広くて多品種の賞文堂の金封売り場 



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  (有)木阪賞文堂 
◆今月の注目商品（サービス）のご案内 

 

スタッフ人数  ９名（中央店７名、白壁店２名） 

★毎年好評のｼﾝﾌﾟﾙ年賀状印刷受付開始です。宛名印刷も対応！ 

・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 

先日、柳井中学校のＰＴＡ事業の陶芸教室に参加いたしました。多くの皆様は、

お皿やお椀･･･等の制作に勤しんでいらっしゃいました。私が挑戦したのが 

“万年筆ホルダー”です。セーラーさんの有田焼万年筆が有名ですが（2008年

の洞爺湖サミットでは各国首相に記念品として進呈、￥262，500）、ホルダー式

にしたら自分の万年筆が陶器バージョンになるのでは・・・と挑戦したものです。

結果、握りはバッチリでしたが、如何せん重過ぎました。一字書くのにいつも以

上にゆったりとした時間を要し

ます。400年の有田焼と100年のペン先技術を持つセーラー万年

筆さんの文化の足元にも及びませんでしたね～。(笑)周りの皆は

笑っていましたが要はやるかやらないか・・・といつも思っていま

す。いつか何かのカタチとして商品化されるかもしれませんよ。

いゃ～、万年筆ってやっぱりいいですねぇ。（木阪泰：記） 

<ご参考> 

 http://www.sailor.co.jp/BUNGU/SP_arita/index.html 

高品質ＯＡチェアーが80％OFF 

木阪賞文堂では、不定期ですがアウトレット備品情報を提供して

います。こういう時代ですから、いろいろなメーカーさんより情

報を頂いてます。とは言え、高品質でお買い得の製品がその都度

(毎回)紹介されるわけではありませんので“これだ”と思うもの

意外は仕入れません。今回ＰＬＵＳ社のＯＡチェアーMG-33SEL

(青)(\43,890)は2年前までカタログ掲載されていた椅子です。今

回、至急手配し7脚ほど押さえることが出来ました。何と80%OFF

の@8,900です。勿論1脚からご案内できますよ。現物がお店に在

りますので気になる方は遠慮なくご覧下さい。買い替え等で発生

する旧くなった椅子の処分はお任せ下さいませ。(スタッフ一同) 

セーラー万年筆の有田焼窯元；源右衛門窯 

ＶＳ 木阪賞文堂 手作り万年筆ホルダー！ 
～洞爺湖サミットは無理でも白壁サミットの記念品なら(笑）～ 

 

 

 

実際に書くと・・ちょっと重かった 

その人だけの握りにジャストフィットしているので

持った感じは最高で～す。（笑） 


