
 

 今年一年間を通して、四季の風景や家族の姿など

を水彩画で描くというのはいかがでしょうか。自分に

とっても家族にとっても、素敵な記念品になると思い

ますよ。写真で撮るのとはまたちがう、自分の目と手

で残した味わいのある記録になるでしょう。 

 水彩画の良さは、なんといっても手軽に描けること

です。水彩絵の具と絵筆、そして画用紙さえあれば、

だれでも簡単に描くことができます。 

 といっても「自分は絵心がないから、子どものような

お絵描きしかできない……」と不安な人もいるかもし

れませんね。そんなときは、近くの絵画教室やカル

チャーセンターに通ったり、地域の文化講座に参加

するのもいいでしょう。にじみや重ね塗り、ぼかしな

ど、透明感のある水彩絵の具ならではのテクニックを

覚えると、さまざまな世界を表現できます。 

 水彩画になれてきたら、休日にスケッチブックを

持って野外スケッチに出かけると楽しいでしょう。ま

た、ハガキ大の作品を描いて友人に送ったりと、楽し

み方はいろいろあります。 

 半年ほど前の春に、「紫外線防止

も兼ねたおしゃれな帽子」を紹介し

ましたが、今回は冬の帽子選びにつ

いてお話ししましょう。 

 冬はなんといっても、頭部の寒さを

防ぐのに帽子が欠かせません。マフ

ラーなど襟元の保温と同様に頭部

の保温は、服を一枚多く着込むより

も効果があります。 

 ですから、いつでもかぶっていられ

るように、冬は小ぶりの帽子をおす

すめします。つばの広い帽子は、乗

り物や人に会ったときに脱ぐのがエ

チケットですから。（つばの小さな帽

子は、デパートや美術館など靴をは

いたままの公共の場では、帽子もそ

のまま身につけていてＯＫ） 

 また、小さめの帽子はだれでも違

和感がありませんので、帽子をかぶ

りなれない人でも似合います。 

 そのなかで今年の話題は、つばが下

向きの「クロシェ」です。だれでも似合う

上品なデザインで、横にコサージュを

飾るとさらにドレスアップします。 
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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 本年も宜しく   

お願い致します。 



［Ｑ］ 今までキッチンが暗かったので、明るく変えたいと思

います。照明はどうしたらいですか？ 

 

［Ａ］ まず、キッチン全体を均一に照らす「全対照明」が

必要です。シンク下や戸棚の中に影を出さないために、光

が四方へ広がって反射する蛍光灯が向いています。 

 さらに、刃物などを使うので作業を安全に進めるため

に、手元の「部分照明」も欠かせません。やはり影の少な

い蛍光灯がおすすめです。光が直接目に入ると作業がし

にくくなるので、吊り戸棚

の奥などに付けましょう。 

 ただ、蛍光灯だけでは

冷たい雰囲気になってし

まいます。セミオープンな

どのキッチンでは空間を

立体的に見せるために

も、暖かな色合いの白熱

灯を部分的に使うといい

でしょう。 

 明るく安全で、おしゃれ

なキッチンになるといいで

すね。 

がなくなってしまうと、溺死してしまうこともあります。 

 脱衣所と浴室をあらかじめ暖めておく事、早朝や深夜

の入浴を避ける事、長湯をしない事などが予防につなが

ります。また、入浴事故は家風呂で発見が遅れがちで

す。まめに声をかけるなど、家族の注意も必要です。 

 冬場の入浴の危険性は、近年広く知れわたってき

ました。今回、入浴事故という点からまとめてみましょう。 

 入浴事故の直接原因として重要なのが、急激な温

度変化による「ヒートショック」です。体が冷えたままお

風呂に入ると、心拍数の増加や血圧の増加が起こり

ます。そのほか、水圧の影響などもあって、体の変調

を起こし、脳梗塞や心筋梗塞のひきがねとなってしま

うことが第一の注意点です。 

 次に、入浴してしばらくすると、血圧は逆に下がって

きます。この結果、意識がなくなったり、のぼせてふら

ついたりするのが二番目の注意点です。浴槽から出

るときの転倒事故につながりますし、浴槽の中で意識

入浴事故に注意しよう 

老眼と正しく付き合おう 

老化をストップさせるヒケツ 

キッチンを明るくするには？ 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 目は、レンズの役割をする「水晶体」の厚さを調節して、ピ

ントを合わせています。加齢にともない、この水晶体の弾力

性がなくなって硬くなったり、水晶体を引っ張る役割の筋肉

（毛様体筋）が衰えたりすると、ピントが上手く合わせられな

くなります。この状態が「老眼」なのです。水晶体の変化（老

化）は15歳くらいから始まりますが、40歳台に入ったころか

ら目立ってきて老眼に気づくのです。 

 近眼（近視）の人は老眼になりにくいと言いますが、これは

間違いです。ただ、メガネを外すと近いものにピントが合いや

すいので「老眼鏡を必要としない」人が多いだけなのです。 

 目が疲れたり、かすみ目になったら老眼の証拠。ほうって

おくと、肩こりや頭痛の原因にもなります。ビタミンEやB12を

補う目薬も効果的ですが、眼科や眼鏡店で検査をして、自

分の視力に合った「老眼鏡」を作りましょう。 

 

Ｑ 
Ａ 

 



しゅん 

 小さくてかわいいボール状の芽キャベツは、

ちょっと苦味のある個性的な野菜です。キャベツ

より暑さに弱く生育期間も長めなので、旬の時季

（冬）しか出回りません。キャベツはひとつの株

に一個できますが、芽キャベツは茎にそってビッシ

リとつき、一株で50～60個収穫できます。 

 ほかのアブラナ科の野菜と同じように、地中海

沿岸に原生するケールが祖先です。ベルギーで改

良されて、現在の形になりました。日本には明治

初年（1868年）に導入されましたがなかなか普及

せず、1950年代から徐々に栽培が増えました。 

 芽キャベツはビタミンCが豊富で、レモンの1.5

倍、ふつうのキャベツの３倍以上あります。カロ

チンとの相乗効果でガン予防も期待されます。 

●材料（４人分） 
芽キャベツ8個、たまねぎ・紫たまねぎ各20グラム、パプリカ(赤)(黄)各15グラム、 

アンチョビ5グラム、生バジル5グラム、イタリアンドレッシング（市販品でOK） 

100グラム 

 



 あなたの家ではチワワやシーズーなどの小型犬を飼っていませんか？ もしも飼ってい

るのなら、この懸賞は見逃せませんよ！ 簡単なクイズに答えるだけで、あなたもワン

ちゃんも喜ぶステキな賞品が当たります。では、レッツトライ！ 

 あなたの可愛がっているワンちゃん、部屋の

床で足がすべったりしていませんか？ そんな

ワンちゃんの足腰の負担を減らしてくれるフ

ローリング（８～10畳分）・消臭壁紙・ドッ

グサークル・収納など、愛犬の健やかな暮らし

を応援してくれる「自宅リフォーム100万円

分」が当たる懸

賞 が あ る の で

す！ マンショ

ンでも一戸建て

でもＯＫ。一級

建築士があなた

の要望をしっかりきいて、スペースにあわせて

設計してくれます。 

 クイズはとっても簡単！「ヘルシー○○○○」

にあてはまるカタカナ４文字を答えるだけ。 

 賞品はほかに、「インテリアセット」「ト

レーニングセット（アジリティ）」「グルーミ

ングセット」といった、10万円相当の小型犬

用グッズもあります。 

 賞品の詳しい内容や応募方法などは、イン

ターネットや電話でご確認ください。 

 さあ、あなたの愛犬のために家族そろって応

募してみてはいかが！ 

 

●賞品 

特賞…１名様 

愛犬のための住宅リフォーム 

［100万円分］ 

１等賞…各１名様 

 ［10万円相当・すべて小型犬用］ 

 Ａ：インテリアセット 

 Ｂ：トレーニングセット 

 （アジリティ） 

 Ｃ：グルーミングセット 

ヘルシーレーベル賞…996名様 

 ［はずれた人の中から抽選］ 

うちのこ母子手帳（愛犬用）＋ 

ヘルシーレーベルお試しサンプル 

 

●応募資格 

○日本国内（離島を除く）に居住する 

20歳以上の方。 

○リフォーム物件が日本国内（離島を

除く）に存在すること。 

○リフォームの実施が認められている

物件であること。 

○現在、犬を飼っている方。 

 

●応募方法 

クイズの答え・１等賞の希望賞品（Ａ

～Ｃ）・郵便番号・住所・氏名（フリ

ガナ）・年齢・電話番号を明記の上、

ハガキかインターネットで応募。 

 

●応募先 

〒107-8880 東京都赤坂郵便局留 

日清ペットフード株式会社 

「ヘルシーレーベル うちの子の快適

空間プレゼント」係  

2007年2月20日（火）※当日消印有効 

プレゼント応募フォーム 

https://www.nisshin-pet.co.jp/jps/

 kaiteki/index.php 

締切：2007年2月21日（水）10:00 

 

●問い合わせ（2007年2月末まで） 

日清ペットフードキャンペーン事務局 

http://www.healthy-label.jp/kaiteki/

TEL：03-3404-1199 

電話受付時間 10：00～17：00 

（土日・祝祭日を除く） 

「うちの子の快適空間プレゼント」   



  個人的には垂涎ものなのです・・・ 

“古木材を再利用した椅子”第一号完成 
写真の木製の椅子・・・凡そ40年前の小学校の普通教室用の椅子を

ほうふつとさせますね。実は、これは旧柳井小学校舎の校長室の床材

で作られたものなのです。昨年三月、校舎取り崩し直前に直談判して廃

材や廃棄予定備品の再利用の許可を頂きました。市内南町で洋品店ト

レフルを経営する武居弘和さんが中心となった、薫木会（くんぼくか

い）と命名した、柳井小学校卒業生を中心とした有志10人が中心です。

（薫木会；やたら木へんの付いた名前のメンバーが集まった為自然発生

的に命名されました。木阪、林（コーヒーのはやし）、林（林木材）、林

（ファッションズトップ）、弘埜（ヒロノハウジング）、桧垣（アトリエキビ）、

片寄薫（茜工房）・・・等古木材を再活用するにはうってつけ（？）の集団

です。左の椅子はその床材（桜材）で作られました。研磨時のツヤ、輝き

にはメンバー驚愕でした。その固さたるや、釘を何本もはじき返す程

だったのです。製作の中心は、メンバーの弘埜さん（ヒロノハウジング）

です。シンプルなのに重厚感が漂います。持つとズッシリきます。次は机を作る予定です。私が小学

校入学時は天板がパカッと開くものでした。天板も決して平坦ではなく、鉛筆を使うとその凹凸で

上手く書けなかった思い出があります。回収した床材も決して多くはないので数量限定生産となり

そうです。何点かは思い

出を形として寄贈を検討

中です。もし可能であれ

ば当店の白壁店を“白壁

文具書斎館（仮称）”に改

装した時に、展示したい

なぁと考えています。是

非皆さんに見て頂きた

い・・思わずタイムスリップ

しそうな位の逸品です。 

一月三日・・・家族で“学問の神様”防府天満宮を参拝したのであります。長

女（中三）は受験生、“苦しい時の神頼み”は時代を問わない様です。防府

天満宮は、昭和20年代には参拝者が少なく宮司さんの給与にも事欠く

状態だったそうです。そこである宮司さんが手紙を出すことを考えら

れたとの事、それは合格祈願に訪れた受験生に向けた激励のはがきで

「当天満宮では貴方の願いに従って朝から晩迄神様にお祈りしております。貴方も一層勉学に

励んで下さい」という内容でした。この神様から届く「激励のはがき」がとてもご利益がある

という評判を呼び10年もしないうちに県内1番のお賽銭高となったのです。受験生の願いと共に

防府天満宮の念願も叶ったのです。今は神様でも“販売促進（？）”のはがきを出す時代なの

です。商売人こそお礼のハガキを出さねば･･･と当日の盛況（？）振りを見て感じたのでした。

【追記：御神籤】「末吉来いっ！」･･･大吉でも中吉でもなく末吉を引く事を強く念じました。

結果、末吉でした。木阪賞文堂創業者の名前が木阪末吉です。将来、白壁文具書斎館(仮称)に

て、suekichiブランドを立ち上げるつもりです。 

『末吉さんいらっしゃ～い』 

 
 

 
 

 
 

校長室の床材採取！ 図書館では驚きの連続 



 

 

文具屋さんだから? 文具屋さんなのに? 
     

・会社名       (有)木阪賞文堂 

・スタッフ人数   ８名（中央店６名、白壁店2名） 

           ★中央店、今月より新人さん入社! 宜しくお願い致します。 

・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      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(2月)より“大人の塗り絵”教室を開催いたします。 

         詳細は追ってご案内しますので、どうぞお楽しみに! 

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。 

 ＊木阪賞文堂のいどばた辞典は再生紙を使用しています。 

昨年に引き続き、柳井商工会議所青年部チームで市民駅伝(第一

区)に出場しました。 この1年間、自分に言い聞かせて来たのが上

の言葉です。百里の道を行くには、始めの九十里と後の十里が相

匹敵する、何事も終りの方ほど困難であり、事を成すには9割達成

してやっと半分と心得て最後まで気を緩めないという戒めの言葉

です。今回は直線のラスト1,000㍍を気力を振絞って駆け抜ける為

に頑張ってきました。昨年より40秒ですが縮める事が出来ました。

走るという事は本当に奥が深いです。どんなに遅くとも一歩一歩

の積重ねは必ず目的地に導いてくれます。逆に、どんなに速くても

(能力があっても)、行動に移さなければ絶対にゴールは出来ない

のです。（木阪:記)  

『行百里者半九十』百里を行く者は九十を半（なか）ばとす(戦国策) 

           

飲酒運転は犯罪・・・これは当たり前ですね。只、こ

の種の記事を読んでいて、ふと“不安”になるもの

が幾つか有りました。前日午後11時迄飲んで就寝

～翌朝事故～呼気中アルコール濃度検知～逮

捕・・・というものです。体質や、体調

で完全にアルコールが抜けるまで

に個人差があるのは当然なのかも

しれません。どんな仕事の方でも、

朝一番にアルコール検知をする位

の慎重さが必要ではないでしょう

か？アルコールチェッカーＡＣ-001

（¥15,750）の現物が今月半ばに入

荷します。店頭でお試しあれ！一

生を棒に振る事を考えたら安い買

い物だと思います。（木阪：記） 

“文具屋さんなのにこんな物! 文具屋さんだからあんな物! ”商品のご紹介です 

アルコールチェッカー 

第一区～二区への中継地点の様子、 

311のゼッケンが私です。併走者を振り

切った瞬間。(写真;柳井日日新聞社) 

 
 

         

先日、業界誌を読んでいると、次の様に紹介され

ている商品を見つけました。『飛ぶように売れ

ています』・・・今の時代にそんな商品があるの

だろうか？大阪・枚方市にあるエムズくずはモ－

ル店さんのコメントです。調べてみると確かに凄

く良い！即注文をかけましたが、完売状態で、第

三段新作は三月下旬の発売です。250本全て形

状・色の同じ物がありません。これは絶対に“買

い”です、1本￥525も魅力です。ご期待下さい。

（木阪美：記） 

 

アメリカンテイストボールペン 

こんな感じです！ 


