
 

 来年の年賀状をどうしようかと考える時期ですね。思

い切って「絵手紙」の年賀状にチャレンジしてみません

か。絵が苦手でも、その下手さ加減（？）が味わいであ

り個性になります。道具は身近にあるものでかまいませ

んが、初心者は筆と墨を使うといいようです。ごまかし

がきくというか、それなりの絵に見えるのだそうです。 

 用意する道具の目安は、ハガキ（おすすめは画仙紙《が

せんし》。にじみやかすれが独特の味になります）、筆（線

引き用に穂先が細長いもの 1 本。彩色用に穂先が短く太

いものを中小２本）、硯（すずり）、 墨（書道用より青味

があり淡い仕上がりになる青墨《せいぼく》がおすす

め）、 絵の具（顔彩《がんさい》がおすすめ）。そのほか、

筆を洗う容器や絵の具を混ぜるお皿もあると便利です。 

 まずは手近な野菜や果物を描いてみましょう。絵手紙

は下絵を描かずぶっつけ本番で輪郭からとっていきま

すが、見たままを自由に描けばいいのです。ただ、鉛筆

を持つ要領で筆を持つと伸びやかな表現になりません。

筆のてっぺんを軽く持ち、ひじを上げ、 指、腕、肩の力

を抜いてリラックスした姿勢で半紙に練習してみま

しょう。穂先を縦にくいこませるようにゆっくり線を引

くと味わいが増しますよ。次回は色付けと文字です。 

 何を着てもオシャレに見えない……。

中年女性にありがちな悩みです。その原

因はお顔の表情にあるかもしれません。 

 イラストで中年女性を描くコツは、小

鼻の横からホウレイ線を伸ばすのだそ

うです。ホウレイ線は見た目年齢を左右

する女性の大敵ですね。表情のクセから

ホウレイ線が目立つ人もいますが、ハリ

が失われた結果によるたるみもホウレ

イ線を目立たせる原因です。保湿メイン

のお手入れと表情筋のトレーニングで

ホウレイ線を改善して、メリハリのある

表情を手に入れましょう。笑顔がイキイ

キしてくると、なぜだかお洋服もしっく

りくるから不思議です。 

 表情筋のトレーニングはいろいろあ

りますが、楽しみながら続けられる「口

笛ストレッチ」はおすすめです。口笛で

好きな曲を１曲吹くだけの簡単なもの

ですが、吹き終わったあとはかなり口元

が疲れます。その分、口角がキュッとあ

がって頬のたるみが改善され、ホウレイ

線も目立たなくなるでしょう。実は、モ

デルさんもやっているそうですよ。 

イキイキ笑顔でセンスアップ！ 
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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。 

回 覧 



［Ｑ］ 「100 万円で外壁リフォーム」などの広告を

見かけますが、信用してもいいのでしょうか？ 

 

［Ａ］ リフォームの工事費は、工事内容と使う設備

や素材のグレードによって大幅に変わってきます。外

壁のリフォームを例にしても、塗り替えかサイディン

グの貼り付けか、または既存の壁を補修した上での塗

り替えかによって、数十万から数百万の差が出ること

もあります。ですから、広告の文句を鵜呑みにしてし

まうのは危険だと言えるでしょう。 

 また、水増請求にあわな

いために設備や素材の相

場価格を知っておくこと

もいいでしょう。ただし、

あくまでも相場価格は目

安です。リフォームを検討

しているなら信頼できる

業者に相談することが一

番だと思います。 

 便秘にお悩みの人は、バスタイムを利用して排便

を促すマッサージを行なってみましょう。 

 便が太くて硬く、切れ痔を起こすことがあれば「直

腸性便秘」です。このタイプの人は、ぬるめのお湯に

つかってお腹をふくらませたりへこませたりといっ

た腹筋運動が効果的です。また、腹部に「の」の字を

書く（必ず時計回りで）ようなマッサージもいいで

しょう。さらに体を洗うとき、腹部に 43 度くらいの

温水シャワーを 2 ～３分、22 度くらいの冷水シャ

ワーを 10 秒、交互にかけるとより効果的です。 

  ウサギのフンのようなコロコロした固い便は「ケ

イレン性便秘」です。 このタイプの人は半身浴がおす

すめです。ぬるめのお湯にアロマオイルなどを入れ

てゆっくりとつかった後、湯音を 43 度くらいまで上

げて 5 分ほどつかります。また、熱めのシャワーを腹

部にあてながら「の」の字をかくマッサージもおすす

め。入浴後は冷たいお水で水分補給もお忘れなく。 

冬の運動、ここに注意 

老化をストップさせるヒケツ 

リフォーム広告の見方 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 老化予防に適度な運動は欠かせませんが、冬場は運動が

原因で心臓発作などの病気を引き起こすこともあります。

体に負担をかけずに気持ちよく汗をかくためには、次のこ

とに注意しておきましょう。 

①ストレッチなどで十分にウォーミングアップをする。 

②重ね着で厚着をする（暑くなったら脱げばいいので）。 

③十分に水分を摂る。 

④寒すぎる日は運動しないか暖かくなる午後まで待つ。 

 とくに午前中は運動によるリスクが高いようです。寝て

いる間に汗をかいて体内の水分が失われ、血液濃度が高く

なっている上に、動かない状態が続いていたことで血流も

悪くなっているせいです。起きがけのトイレで心筋梗塞な

どを起こすのも原因は同じです。寒い季節はゆっくりと一

日を始めるようにしたいものですね。 

  

Ｑ 
Ａ 

お風呂で便秘解消マッサージ 



 晩秋から冬にかけて車えびが旬になります。伊勢え

びと人気を二分するほどで、「姿伊勢えび、味車えび」

といわれるように、伊勢えびより庶民的で日本人の味

覚にあっているようです。 

 活き車えびが手に入ったら、まずは『活き』ならでは

の「踊り食い」でえび本来の甘味とプリプリ感を味わい

たいものです。車えびは氷水に入れると動かなくなる

ので、そこで思い切って首をねじり落し、皮をむいてい

ただきます。 初はしょうゆなどをつけず、素材の旨み

を堪能する……。車えびは冬にかけて甘味が増すので、

これから絶品の踊り食いが楽しめそうです。落した頭

はよく焼いて、ミソまでしっかり味わってください。 

 もう一つ。車えびと言えば「素焼き」です。炭火が

高ですが、ガスコンロでもいいでしょう。 

●材料 車えび、しょうゆ、みりん、ザラメ（分量はお好みで） 

しゅん 



「ラッキークローバー」をご存知ですか。 

四つ葉のクローバーによく似た植物です。 

窓辺にちょっと置いておくと 

なんだかいいことが起こりそうな気になったりして……。 

 幸運のアイテムといえば、ヒーリング流行りの今は

パワーストーンを思い浮かべる人が多いでしょうか。

でも幼い頃は、四つ葉のクローバーを見つけると幸せ

が訪れると信じて、クローバーの葉をかき分けて探し

たものです。 

 四つ葉のクローバーにまつわる言い伝えはヨー

ロッパにも古くからあり、夏至の夜に摘み取ると薬草

として、または魔よけの力があると信じられていたそ

うです。「アダムとイブ」のイブは、エデンの園を追放

されるとき四つ葉のクローバーを持って出たとも言

われています。また、「悪魔は幸せの絶頂のときほどつ

けいってくる」という理由から、17 世紀のヨーロッパ

では結婚式に花嫁が四つ葉のクローバーをまき散ら

し、悪魔の邪霊を払ったとも伝わっているそうです。

アメリカでは、四つ葉のクローバー一枚ずつが「希望」

「幸福」「愛情」「健康」を表すそうです。 

 そんな四つ葉のクローバーのそっくりさんが「ラッ

キークローバー」。四つの葉クローバーに似た斑（は

ん）の入った緑の葉をつけ、濃い桃色の小さな花が咲

きます。別名を「グッドラックフラワー」とも言うそ

うです。メキシコからやってきた「ラッキークロー

バー」は春植えで、夏から秋にかけて開花します。四

つ葉のクローバーではありませんが、来年の夏には幸

運を運んでくるかもしれませんよ。興味のある人はプ

レゼントに応募してみてはいかがでしょう。 

「ラッキークローバー栽培セット」プレゼント 

●賞品：ラッキークローバー栽培セット（400名） 

●応募方法：名田植物園ホームページより 

      http://www.hitget.com/tk_mail/natanet/present.shtml 

●応募締切：2007年12月12日【水） 

●プレゼント提供者：名田植物園 http://www.na-ta.net/ 

    

 名田植物園では、テレビで「幸せになれる」と紹介されて大人気になった 

 「ワイルドストロベリー」も販売しています。 

 「ラッキークローバー」と一緒に育てればダブルでご利益があるかも！？ 



＊賞文堂で万年筆の試し書できますよ 

・会社名  (有)木阪賞文堂 
◆賞文堂ニュ－ス◆ 

この度中国経済産業局より、創業100年以上且つ

事業の高度化に取り組んでいる『中国地域の歴史ある中小企業

選』14社の中に木阪賞文堂が選定されました。環境に配慮した

文具の販売・啓蒙活動を評価頂いたようです。皆様ありがとうござ

います。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

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 

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。  

 

 

★“いどばた辞典”でも木阪賞文堂は万年筆の記事を定期的にご案内して参りました。私(木阪)はこ

の2年間でペリカン社製を4本購入しました。たまに『今時、万年筆なんか買う人いるの???』といった

ご意見もあります。そんな方にも読んで頂きたい、以下産経新聞より桑原聡氏の掲載記事です。・・・    

デジタル一辺倒の時代に、万年筆が売り上げを伸ばしているらしい。実情を知るため東京・日本橋             

の丸善を訪ねた。「ファウンテンペン」を「万年筆」と訳したのが丸善といわれるほど縁の深い会社           

である。噂は本当だった。「万年筆の売り上げは５年前に比べ５割増になっています」と、文具売場           

長の山田さん。輸入品ならモンブラン・マイスターシュティック１４５（53,350円）、ペリカン・スーベレ           

ーンＭ６００（39,900円）、国産品ならば ３万円ほどのセーラーのプロフィットシリーズとパイロット          

のカスタムシリーズといった「定番」が売筋という。「以前は４０歳以上のシニアの男性中心でした           

が、最近は２０代の女性の方もよくお見えになります。若い女性にはパーカー等の２万円前後の商品            

がよく出ます」「若い人たちはパソコンや携帯のメールの画一性に飽きてきたのでは？もっと自分           

の個性や気持ちを伝えたいと思った人たちが万年筆を《発見》したのではないでしょうか。また、よい万年筆を持つことは

一種のステータスと感じるようです。」ちなみに同店で最も多く出るのはペリカンという。ペリカン日本に問い合せてみる

と、「ここ５年の売上高は毎年、前年比２けた以上の伸び率を記録しています。一番人気はスーベレーンＭ４００（31,500円）

です」。万年筆は本当に売れているのである。こうした中で万年筆写真文集編者、足沢公彦さんはこう話す。「最近のブー

ムは女性がつくっているところがあります。それは男性より女性の方が伝えたい気持ちを持っているからではないでしょ

うか。《気持ちを伝えるのなら万年筆》という意識が確かに醸成されつつあります。それに加えて、万年筆で書いた字には

品格があると感じる女性が増えてきたように思います。」「国家の品格」「女性の品格」といった近年の「品格」ブームが、

万年筆を発見させたといえるかもしれない。更に足沢さんは「万年筆で手紙を書くときは、パソコンやボールペンに比べ、

はるかに相手の気持ちをおもんばかって書いてしまうものです。さらには時候のあいさつが            

気になったり、インクの色が象徴する意味を意識したりと、日本のもてなしの文化をおのずと            

意識するようになりますね。極論ですが、日本を《美しい国》にしたいのなら、皆がこぞって              

万年筆を使うべきでしょう」(桑原 聡)    

万年筆が静かなブーム! 

  IT時代も女性のステータス(産経新聞10月29日号より) 



消しゴムを彫ってはんこをつくる｢消しゴムはんこ｣が、ホビーの世界ではブームと

言えるほどの凄い人気となっています。著名な消しゴムはんこ作家さん達はテレ

ビ・雑誌やワークショップに引っ張りだこです。この人気を支えているのがヒノデワ

シ社の消しゴムはんこ“「はんけしくん」。この「はんけしくん」

が発売されたのは、実に平成元年のことです。当時消しゴム

版画家として活躍していたナンシ－関さん(故人)から、大き

な消しゴムを作ってもらえないかと依頼されたのが発売の

キッカケだったそうです。ヒノデワシは特別にＢ5やＡ4サイズ

の消しゴムを提供していましたが、「これを商品化すれば、一

般の人にも喜ばれるのでは・・・」と考え商品化されたのです。

こうしてうまれた初代「はんけしくん」はハガキサイズで価格

は現在と同じ￥600でした。順調な売れ行きを示しましたが、

三年後の平成四年にナンシー関さんが突然亡くなります。“スタ－”を失ってしまった消しゴムは

んこは、失われた十年を迎えることになります。しかし、ヒノデワシは諦めずに、じっくりと販売を

継続。再び脚光を浴びる日がやってきます。消しゴムはんこを含む手作りホビーが世間の注目を

集め、女性の間でたいへんなブームを巻き起こし始めたのです。人気に火が付いたのは、ナンシー関さん以来のスター

ともいえる、津久井智子さんやこまけいこさんが登場したことも大きく影響しています。津久井

さんは、ホームページで販売していた消しゴムはんこのオーダーメイドが評判になり、「はんけし

くん」のあまりの購入量の多さに疑問をもったヒノデワシが問い合わせたことがキッカケで同社

で消しゴムはんこ教室の講師を務めることに・・・。現在お二人はテレビ出演や著書を出版するな

ど活躍し、初心者向けの商品をはじめ多様な消しゴムはんこ製品が販売されています。十月に開

催された｢第一回スタンプカーニバル｣はスタンプファンで大盛況となりました。ここでは多くの

クリエ－タ－が出品していましたが、その殆どが消しゴムはんこを利用した物だったのです。 

最近ではその人気は、海外にまで広がり始めています。                 

みなさんも消しゴムはんこ・・・やってみませんか？（木阪美：記） 

 

 

・・・という事で 『第1回柳井初（？）消しゴムはんこ教室』・・・を開催いたしますて  

い る こ と 

  柳井市初（？）消しゴムはんこ教室を開催いたします。初心者の方大歓迎です。少人数でも行います。 

クリスマス、お正月も近いのでテーマを決めて皆でホリホリしましょう！ 

【 日 時 】 

平成１９年11月28日（水） 14時～16時（頃） 

【 会 場 】 

木阪賞文堂２Ｆ会議室 

【 受 講 料 】 

￥1,000（教材費を含みます） ＊定員10名 
 

＊講師：mizutamaさん（下記ブログをご覧下さい） 

http://plaza.rakuten.co.jp/mizutamaya/ 

 

 

『消しゴムはんこ、発売１８年で人気沸騰！』  
・・・“消しゴムはんこ”ブーム創出、ヒット商品がうまれたワケとは？ 

講師：ｍｉｚｕｔａｍａさん 

シード社“ほるナビ”

全て入った初心者向
(¥1,050) 

“ は んけ しく ん ” 

現 行 モデ ルで す 。 

磯野貴理子さん 1999-11/12 

週刊文春掲載（ナンシー関さん作） 

講師ｍｉｚｕｔａｍａさんの 

作品（一例）です。 

★受講ご希望の方は、木阪賞文堂（0820-22-0150）担当；キサカまで！ 


