
 

 趣味の中でもクラフト（手工芸品）の人気は高く、中

にはプロの域に達するほどの腕前になり、趣味が仕事

になってしまったという人もいますね。今回ご紹介す

る「モダンうるしアート」もクラフトの一つです。 

 日本の伝統文化である『うるし』は世界でも認められ

ている高級工芸品。陶器のことを「チャイナ」と呼ぶよ

うに、「ジャパン」といえば漆器（しっき）を指すほど

です。そんな日本の伝統技術をいかして、オリジナルア

クセサリーやインテリア小物を作るのが「モダンうる

しアート」です。 

「うるしはかぶれるから」とか「ほかのクラフトより敷

居が高そう」などと心配することはありません。「うる

し絵の具」といってホビー用のかぶれないうるしがあ

りますし、下絵を用意してくれる教室もあるので絵が

苦手な人でも気軽に参加できます。まずはお近くで教

室を探し、見学させてもらうといいでしょう。 

 伝統的なうるし芸の技術を応用し、うるしを乾かし

ながら時間をかけて作り上げる作品は、たとえ素人の

ものであってもうるし独特の深みある色合いやツヤが

趣きを出してくれるはずです。上手に出来たらお友達

にプレゼントすると喜ばれるかもしれませんよ。 

 ホームカラーリングは手軽な分、失敗

もつきものです。ムラなくきれいに染め

るコツをご紹介しましょう。 

【細かい部分は眉毛コームで】生え際や

もみあげなどのとくに細かい部分には、

使い古しの眉毛コームが大活躍します。 

【生え際にはキッチンペーパー】髪の根

元までしっかり染めるには、生え際に染

料を塗り、その上にキッチンペーパーを

のせて放置します。これで染料が浮か

ず、生え際もきれいに染められます。 

【ブロッキングでムラなく染める】コー

ム型の染料でも、いきなり髪をとかす要

領で染めたのではムラになります。まず

は髪をブロッキングしておきましょう。

頭頂部４ヶ所、サイド２ヶ所、後頭部を

上下に分けて大きなピンで留めます。毛

染めは下から上へ、毛先からが基本で

す。ブロッキングした髪を頭頂部→サイ

ド→後頭部の順に染め、もっとも染まり

やすい根元は１センチほど残しておき

ます。全体を染めてから最後にまとめて

根元を塗り、仕上げに目の粗いコームで

とかすか手でもむようになじませます。 

ホームカラーリングのコツ 
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雅な“和”の世界 ～モダンうるしアート～ 

“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］ 息子夫婦と同居することになりました。二世帯住

宅を検討していますが注意点はありますか？ 

 

［Ａ］ どこまでを共有するか――。二世帯住宅を作る上

で一番悩むポイントでしょう。二世帯とはいえ、すべてを

別々にするのはスペースや費用の関係から難しい場合が

多いものです。玄関や階段を別にして、各世帯が独立した

出入り口を持つことが二世帯住宅の原則ですが、まずは

「どこまで共有するか」を話し合っておくのがスムーズに

暮らすための大前提でしょう。生活習慣やライフスタイル

の異なる世帯が同じ場所に住

むわけですから、すべての意見

が一致するとは限りません。お

互いの意見が食い違ってしま

うときは“二世帯にする目的”

に立ち返ってください。プライ

ベートな部分と『ファミリー』

という考え方を上手く整合で

きれば豊かな二世帯ライフに

なると思います。 

 空気が乾燥してくると肌の水分が奪われやすくな

ります。また、気温の低下にともなって皮脂の分泌量

も減ってくるので、顔だけでなく体もカサカサしが

ちです。顔、ひじやかかとなどはこまめに保湿ケアし

ても、手の届かない背中や面積の広い脚などはその

ままにしていませんか。体全体をまんべんなく保湿

するためにバスタイムを利用してみましょう。 

 入浴剤は保湿効果をメインにしたスキンケアタイ

プがおすすめです。ボディソープも保湿効果の高い

ものを選び、よく泡立ててから体を包み込むように

洗うといいでしょう。泡洗顔は常識になりましたが、

体も同じ皮ふですから表面で泡を転がすような気持

ちで洗うといいようです。ナイロンタオルのゴシゴ

シ洗いはますます肌を乾燥させてしまいます。 

 入浴後は、乾燥が気になる箇所に保湿ローション

やクリームを塗るのもお忘れなく。肌がやわらかい

うちにお手入れするのがポイントです。 

利き手と反対の手を使う 

老化をストップさせるヒケツ 

二世帯住宅の考え方 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

「脳トレ」ブームが続いていますが、ちょっとした日常動

作を変えるだけでも脳の老化を防ぐことができます。たと

えば利き手と反対の手を使うことです。一般的に、普段右

利きの人は左脳（論理脳）を、左利きの人は右脳（感覚脳）

をよく使っているといわれますね。利き手と反対の手を使

うことでいつもと逆の脳が刺激され、脳のバランスが良く

なるそうです。 

 髪をとかす。なべのふたを持ち上げる。ドアを開ける。

スイッチを入れる……。このような本当にちょっとした動

作でもいいですし、歯を磨く、ケータイを操作するといっ

た少し手間のかかることならより効果的でしょう。とくに

おすすめなのがケータイのメールです。右利きの人なら左

手でメールを打ってみてください。これが案外じれった

く、その分、脳に刺激が与えられるのです。 

 

Ｑ 
Ａ 

秋のカサカサ肌対策 



低カロリーなきのこはダイエットの強い味方です

が、中でもしいたけは栄養的にもすぐれています。

主成分は炭水化物（糖質、繊維質）とタンパク質で、

そのほかカルシウム、鉄分、食物繊維、ビタミンＢ

群なども豊富に含まれています。また、エルゴステ

ロール（エルゴステリン）という成分は紫外線にあ

たるとビタミンＤに変化する性質があります。ビタ

ミンＤはカルシウムの吸収を助け丈夫な骨を作る

ために欠かせないものですから、しいたけを調理す

る前には陽に当てるといいでしょう。さらに、旨み

成分のグルタミン酸は新陳代謝を促すので老化防

止に効果的ですし、しいたけ特有のエリタデニンに

はコレステロール値を下げる働きがあります。しい

たけはまさに、ヘルシーな健康食材なのです。 

●材料（4人分） しいたけ 大12枚、えのき茸 1パック、豆苗 1/2パック、 

にんにく 1かけ、サラダ油 大さじ1、水溶き片栗粉（とろみ用） 適宜 

【合わせ調味料】水（またはお湯）100cc、料理酒 大さじ1.5、しょうゆ 小さじ1、 

オイスターソース 大さじ２、 鶏がらスープの素 小さじ1/2 

しゅん 



「赤毛のアン」の作者、ルーシー・Ｍ・モンゴメリが贈る 

もう一つの青春物語「風の少女エミリー」。 

物語の舞台となっている 

カナダのプリンス・エドワード島を旅するチャンスです！ 

 幼い頃、アン･シャーリーの少女時代を描いた「赤

毛のアン」に夢中になった人なら、NHK 教育で放映

された「風の少女エミリー」を懐かしくご覧になった

ことでしょう。プリンス･エドワード島の美しい自然

を背景に、「赤毛のアン」の作者モンゴメリが描くも

う一つの青春物語で、彼女の日記を題材とした自伝

的作品です。子供だけでなく大人にもファンが多く、

再放送を望む声が寄せられているそうですが、今の

ところ予定はないとのこと。でも DVD がリリースさ

れていますよ。 

 カナダのプリンス・エドワード島に父と二人で暮

らしていたエミリーは、彼女にだけ見える「風のおば

さん」や「妖精」などと一緒に自然の生活を楽しんで

いましたが、ある日突然、愛する父を亡くしてしまい

ます。厳格なエリザベス叔母さんに引き取られ

ニュームーン農場で新しい生活を始めると、伝統的

な価値観の叔母さんと自由な発想のエミリーは衝突

してばかり。そんな生活の中で感じる孤独や不安を

亡き父への手紙にしたためていくエミリーは、いつ

しか小説家になりたいと思うのですが……。この続

きは DVD でご覧くださいね。 

 さて、DVD の発売を記念して、物語の舞台である

プリンス・エドワード島へのペア旅行プレゼントク

イズが行なわれています。「風の少女エ○リー」。○の

中に入る文字を答えて応募してみませんか。 

風の少女エミリー DVD発売記念クイズキャンペーン 

●賞品：エアカナダで行く、プリンス・エドワード島5日間ペア旅行（1組2名） 

●応募方法：はがきとパソコン・ケータイからの二種類。 

●はがき場合：官製はがきにクイズの答え・郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号 

を記入して郵送。 

   〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 フジワラビル2F 

   「バップ『風の少女エミリー』DVD発売記念 クイズキャンペーン」V係 

●パソコンの場合：http://www.vap.co.jp/emily/form.html 

●ケータイの場合：http://m.vap.jp/emily/ 

●応募締切：平成19年12月1日（土）郵送は当日消印有効 

●詳細：http://www.vap.co.jp/emily/campaign.html 

 



第3回読者プレゼント～っ！ 

毎月、喜んで頂けそうな商品を限定数プレゼント!今回は 10

月上旬発売の新製品です。奮ってご参加下さいね。 

・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） 

      ★知恵と文具と経験で、貴方のお役に立ちたい賞文堂です。 

・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      ＴＥＬ（０８２０）２２-０１５０  

   ★ホームページ http://www.sirakabe.com 

   ★Ｅメール info@sirakabe.com 

★文具への想い★誰もが必ず持ってる文房

具。こだわらなければ何処からでも手に入るもの

だからこそ、私たちはサービスと魅力ある品揃え

でお客様のご期待にお応えできるように日々努

力しております。     (有)木阪賞文堂スタッフ一同  

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。 

 

 

【応募要綱】  

 ＊下記Ⅰ又はⅡの方法で・・・ 

 
Ⅰはがきに下記事項をご記入の上、木阪賞文堂まで

お送り下さい。応募締切は2007年10月末日（水）で

す。当日消印有効。 

  ⇒〒742-0035 柳井市中央3-278-2 

      (有)木阪賞文堂プレゼント係 行 

 

ⅡＥメールにて下記事項を記入してご送付願います。 

  ⇒info@sirakabe.com 

 

①ご希望のサイズ ②〒・住所・電話番号・氏名・年

齢・職業 ③いどばた辞典の感想 ④現在使っている

お気に入りの文具製品名⑤興味のある文房具 

今まで、万年筆入門

編といえばペリカ

ン・ペリカーノJrや
ラミー・サファリが

定番でしたが、ペリ

カン社から待望の新

製品です。私も試し

書をしてきましたが

ガジガシ書ける仕上

がりです。色は黒・

赤・青の3色です。

(\2,625) 

ペリカン万年筆『スタイル』NEW 

 毎晩の様に出事があると、毎週△曜日のドラマは絶対に視なければ・・という事もあまりありませんが、

先日放送終了した『受験の神様』（土曜日午後9時）は珍しく視続けてしまいました。“名

門私立中学受験をめざす主人公親子の前に現れたのは、スーパー女子中学生家庭教師

“という設定です。登場人物たちが次第に自分のことを素直にさらけ出

し、人を想い、熱く突き進む姿にえらく感銘を受けてしまったのでした。

人を動かすのは人なのですね。最終回では、え～年して目頭が熱くなり、

放送終了後は脱力感・・・。 再放送のチャンスがあれば是非ご覧頂きたいです傑作です。 

楽しみにしていたＴＶドラマ・・・（社長の独り言） 

 

＊抽選で3名の方に進呈です。 

 



空前の万年筆ブームなんだそうです。先日社長と一緒に、セーラー万

年筆の展示会に行ってまいりました。同時開催で、ペンドクター川口明

弘氏の講演会があり、冒頭の空前の万年筆・・は氏の口から出たもので

す。川口さんは、現在全国を駆け回るほど多忙で、業界では大変な著

名人です。一部のメーカーを除き殆どの万年筆の修理をされます。こ

の業界に35年以上携わってきて今ほどの万年筆の大きなうねりは初

めてだそうです。私の周りにも書くことに心地よさを求めていらっしゃ

る方が沢山いらっしゃいますが、どんな

万年筆を選べばよいのか判らないのだ

そうです。そこで川口さんからの万年

筆選びのコツを少しだけお教えしま

しょう。 

①必ずお店で試し書きをしましょう。（自分の名前くらいがよい） 

②最低、細字、中字、太字の3種類の万年筆で書いてみましょう。 

③自分にも、お店の人にも美しくかけた・・・と思える太さを判断して  

貰いましょう。 

④仮にそれが細字だとすると、細字で価格帯の異なる万年筆（例え

ば5,000円、10,000円、20,000円、30,000円）で試し書を実施してみま

しょう。 

⑤価格の違いは、材質・重量・バランスの違いです。書き味に直結しま

す。一生付き合うものと考えて、予算金額での妥協はしないこと。予

算より高いものが｢欲しいなぁ｣と思ったら、貯まるまで先延ばしにす

る位の気持ちで・・・。 

9月29日（土）から、『Ｃｌｏｓｅｄ Ｎｏｔｅ』という映画が封切られます。 

万年筆の好きな方にも、これから使おうかなと思う方にも見て頂き

たい映画ですよ。（木阪美：記）         

 

 

第2回『とりあえずやってみました！』・・・のコーナーですし て  

い る こ と 

先日“ゲゲゲの鬼太郎”の文具商品が入荷したのですが、最近の鬼太郎は私が視

聴していた頃に比べると随分“゛洗練”された感があります。ぬりかべ、一反もめん達は

変わりようが無いので返って面白いなぁ…などと感じておりました。その晩、ふと頭の中に

浮かんで来たのが“やないのしらかべ”キャラクター。とっさに手元にあった呉竹筆ペンと

ペンテル薄墨筆ペンで書きなぐった（所要時間約2分）のが左の絵です。知人は『塗

りかべと白壁と金魚ちょうちんと博多にわかと食パンマンのスーパーコラボじゃ～っ      

笑える。』・・・といった程度の評価でしたが、白壁通りで暮らす私にとっては偶然書い

たこの絵の、この表情は何となく親しみがもてるのです。名前も付けましたよ・・・“しらかべ

末吉”。前出の知人曰く『ん？シャレにしては手が込んでいるような・・・。ま、ま、まさかデ

ビューさせる気では（汗）。でも世の中何が当たるかわからん。振って振って振りまくれば

当たるかもしれん。』 と言うことで、クリアーホルダー、ケシゴム辺りから商品化してみます。

ご意見・ご感想があれば・・・お待ちしています。 

 ちなみに、末吉さんは木阪賞文堂創業者の名前です。（木阪泰：記） 

 

 

『“美しい字が書ける万年筆”ください』  
・・・ペンドクターが熱く語った、万年筆選びのコツとは？ 

命名：しらかべ末吉 

修理代以上の交通費を掛けて会

いに来る熱烈なファンを全国に

持つペンドクター川口明弘氏 

映画に出てくるデルタ社の   

ドルチェビータミニ（¥71,400) 

国産の雄・セーラー万年筆 

プロフィット２１(¥31,500) 


