“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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回 覧
誰でもピカソ！？ ～絵手紙②～
その人らしさが味になる「絵手紙」。モチーフは身近に
ある野菜や花がおすすめで、初心者にはピーマンやカボ
チャのように凹凸のあるもののほうが特徴をつかみやす
いと思います。カボチャを例にしてみましょう。
絵手紙は、見本を参考にしたり下絵を描いたしないの

カボチャのふくらみには濃い色を重ねます。何色も混ぜ

がお約束。まずはカボチャをよく見て、一番気になるとこ

ると色がにごってくるので濃淡で変化をつけ、白い部分

ろからいきなり描き始めます。線はできるだけ細く、ゆっ

を残すのもコツです。手早く塗ると塗り残しができて、い

くりと。紙からはみ出すくらいの気持ちで大きく描きま

い感じに仕上がります。

す。最初の部分を大きく描くと絵全体も大きくなります

最後に、読みやすい文字で簡単なひと言を添えましょ

よ。カボチャの凹凸は、少しオーバーなくらい大胆に描く

う。文字も筆と墨で書き、絵柄より濃い墨を使うとメリハ

と特徴がよく表れるでしょう。

リがでて全体が引き締まります。縦書きが一般的で、行は

色づけはリズミカルに手早く、トントンと太鼓を叩く

右から左へ流します。あとは切手を貼り、今なら年賀状と

ようにするといいそうです。最初に薄い色を全体に塗り、

して出してみませんか。誰かに送ってこそ「絵手紙」です。

大判ストールを装いのアクセントに
今年の秋冬は、若い女性の間で「ポン

しさが出ます。ジャケットを着た上から

チョ」が流行っています。すっぽりかぶ

長方形のロングストールを片方の肩に

るだけでオシャレに見え、厚手のものな

かけ、そのまま前後に垂らしておくだけ

らコートの代わりにもなるので便利で

でも素敵です。裾にフリンジが付いてい

すが、ミセスにはちょっと若向きすぎる

るものなら、動くたびにフリンジが揺れ

かもしれません。そこで、流行を取り入

で楽しげですね。少し厚手のほうが肩へ

れつつ、大人の女性らしい装いのアクセ

の収まりがいいでしょう。

ントとしておすすめなのが「大判ストー
ル」です。

ストールは顔の近くにくるので、顔映
りの良いきれいな色を選びたいもので

肩から羽織る使い方は定番過ぎるの

す。秋冬はシックな色味の洋服が多いの

で、羽織ったストールの端をブローチな

で、色鮮やかなストールをアクセントに

どで留めてポンチョ風にすると今年ら

してオシャレを楽しんでくださいね。
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老化をストップさせるヒケツ

骨の健康管理

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ

工事例をみせてもらう

姿勢が悪いと健康を害するだけでなく、老けて見られがち
です。良い姿勢を保つには「骨」の健康管理も大切です。
骨量は 20 ～ 30 代をピークに、40 代以降から徐々に下

［Ｑ］ リフォームを依頼する予定の業者さんに、
「今
まで手がけた工事例を見せてほしい」と頼んでもいい
のでしょうか？

降して、50 代からは急に骨がもろくなるといわれます。骨
粗しょう症予防のためにも、骨を丈夫にする生活を心がけた

［Ａ］ ぜひ見せてもらってください。新築の場合も

いものですね。

そうですが、過去に手がけたものを見れば仕上がりの

骨の健康管理に欠かせないのはバランスの良い食事です。

イメージがつかみやすくなることもあるでしょう。ま

カルシウムを多く含む食材と一緒に、カルシウムの吸収を助

た、工事中の現場を見せてもらうチャンスがあれば、

けるビタミン D も摂りましょう。青魚、干ししいたけなどが

現場が整理整頓されているか、職人さんが生き生きと

おすすめです。また、納豆、ブロッコリー、レバーなどには

仕事をしているかなどで業者の体質を見ることもで

骨の形成を促進するビタミンＫが含まれています。

きます。過去の依頼主の話を聞くことができればなお

ウォーキングや水泳など手軽にできる運動を長く続ける

良しです。ただ、写真を撮り

のも効果的です。冬場でもお天気の良い日は１日 20 ～ 30

たいときは、相手にきちん

分の散歩をして、適度に日光を浴びるといいですよ。

と断ってからにするなどエ
チケットを守りましょう。
過去の工事例を見せたがら
ない業者は仕事に自信がな
いか、または過去の依頼主
との間に信頼関係がないの
かもしれません。

岩塩入浴で疲れを解消
「海の化石」といわれる岩塩には、大気汚染などがな
かった太古の海のミネラル分がぎっしりつまってい
ます。お料理だけなく美容や健康の面からも愛用し
ている人が多いそうです、お風呂に岩塩を入れると
デトックス（体の中の毒素を排出し、体内からきれい
になる健康維持方法）効果も期待できそうです。

ラック岩塩を入れると、塩なのに不思議と硫黄のに

世界各国で採れる岩塩は種類が豊富で、中でも熱

おいが漂います。そのままのお湯で洗顔や洗髪もで

を加えることでマイナスイオンを発生するヒマラヤ

きるそうですし、残り湯で洗濯をすると真水よりも

の「ブラック岩塩」は、イオウ泉、アルカリイオン泉、

汚れが落ちるのだとか。疲れ気味の人は、ぬるめのお

食塩泉と３つの温泉気分を楽しめるそうです。200

湯で半身浴をしてもいいでしょう。通販などでブ

リットルのお湯に対して 20 ～ 35 グラムほどのブ

ラック岩塩の入浴剤も手に入りますよ。

しゅん

●材料（4人分）サワラ4切、酒・しょうゆ各大さじ1、とろろ昆布1/2カップ、
バター大さじ1、ラディッシュ･きゅうり各適量

サラワは「春を告げる魚」と言われますが、脂
がのって美味しいのはこれからの冬。味にくせ

き物の場合は、そのままよりもひと塩干し、みそ
漬け、粕漬けなどがいいようです。

のない高級な白身魚で、酒蒸し、照り焼き、魚す

サラワは出世魚で、50cm くらいまでを関東

きなどに適していますが、新鮮なものが手に

では「サゴチ」、関西では「サゴシ」、70cm くら

入ったら、ぜひお刺身で召し上がれ。ただ、水分

いまでを「ヤナギ」や「ナギ」、それ以上を「サ

が多いので煮物にはあまり向きません。また焼

ワラ」と呼ぶそうです。

2011 年 7 月 24 日にアナログ放送が終了し、デジタルテレビ放送に移行されますね。
デジタルハイビジョン液晶テレビは次々と新製品が出て、どれにしようか迷ってしまいます。
液晶テレビはほしい……。でも高い……。
そこで、「デジタル製品一式」プレゼントにチャレンジしてみませんか。

郷ひろみが「2 億 4 千万の瞳」の替え歌で「3000
万！ 3000 万！」と歌っているのは、NHK と民放共同

てこない情報なので、便利な世の中についていくのも
大変ですね。

の BS デジタル普及 3000 万件突破キャンペーンの

さて、冬のボーナスで地デジ対応テレビを買う計画

CM です。
約 4 年後にやってくる「完全デジタル放送移

をしているご家庭もあるでしょう。休日の家電店に行

行」に向けたデジタルハイビジョンテレビの売り込み

くと、予算内でベストな商品を選ぼうと、熱心にスタッ

合戦は、これからますます激しくなりそうです。

フとやりとりしている家族連れが目立ちます。ところ

テレビに限らずデジタル製品の開発はめざましいも

がテレビの話を聞いているうちに、DVD レコーダーや

のがあり、テレビ、DVD、ノートパソコン、オーディ

パソコン、ムービーカメラなども欲しくなり、
「
（夫）つ

オシステムがリモコン一つで操作できるようなところ

いでに買っちゃおうか？」
「（妻）ダメダメ。あと何年住

まで来ているようです。ただ、興味がなければ耳に入っ

宅ローンが残ってると思ってるの！」なんて光景も。
そこで朗報です。東芝が、クイズに答えて応募すると
抽選で 1 名に「デジタル製品一式プレゼント」をやっ
ています。商品は、ハイビジョン液晶テレビを始めとす
る総額 200 万円のデジタル製品。超ラッキーな 1 名に
選ばれるにはまず応募から。クイズのキーワードは「レ
グザリンク」ですよ。

「レグザリンクでつなげてもっと楽しもう！ デジタル商品一式プレゼント
●賞品：【A賞】レグザリンクでつながるデジタル商品一式（総額最高200万円相当）1名
【B賞】図書カード（1万円分）10名
●詳細＆応募方法：プレゼント専用ホームページより

http://www.toshiba.co.jp/digital/eizo-pc/regzalink/
●応募締切：2008年1月15日（火）17：00まで

中国五県の創業100年以上の14社に選定!
山口県から3社、東部からは1社

柳井日日新聞11月29日号(他)より

この度、おかげさまで中国経済産業局より、木阪賞文
堂が｢中国地方の歴史ある中小企業選｣の14社に選定
されました。誠にありがとうございました。当店は、皆
様ご存知の通り小さな文具店です。2003年に山口県
で一番最初に環境ISO14001を取得し、環境に対応した
“グリ-ン購入法適合商品“の文具・オフィス用品の啓蒙
活動・PRを推進してきた事等が評価されたのだと思
います。今回の選定は大変光栄なことです。市況は厳
しいですが、他店様がやっていないことに挑戦して、
モット－としている『全ての商品・サービスを通じて全
てのお客さまを幸せにすること』を心掛け、売上高や
社員数の大小にとらわれることなく、文房具店として
今後も分相応にコツコツと皆様のお役に立てるよ精
進したいと思います。今後とも宜しくお願い申し上げ

中国経済産業局 総務企画部企画調査課の
上寺課長さんが来社され、感謝状をいただきました。

そうだ！賞文堂！行こう！

ます。(木阪;記)

(有)木阪賞文堂

・会社名

◆今月の注目商品のご案内◆

①顔がかわるスタンプ
指先で顔の印面をつまみ喜
怒哀楽を表現。人気商品の
為12月中旬まで入荷待ち。
シャチハタ製品。\525(込)

スタッフ人数

赤い屋根の木阪賞文堂です。

②スタンプスケール
会社印、雅印、角印が
真っ直ぐ押せる印定規
です。きれいに真っ直ぐ
押したい人の為のちょっ
としたアイデア品として開
発されました。オフィスで
の小切手や手形、封筒
から、個人でのハガキ
や年賀状等スタンプを
押すものなら何でも対
応。\262(込)

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。

Ａコープ柳井さん近く、柳井グリ－ンマンション前。 ・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！』
ＪＲ柳井駅より450㍍、車で70秒。
・会社の場所 〒742-0035
『市内だから歩い
山口県柳井中央3-9-2
て行ける、市内な
（柳井グリ－ンマンション前）
のに車で行ける』
・連絡先 ＴＥＬ（０８２０）２２-０１５０
20台駐車ＯＫです
よ！ご来店お待ち
★ホームページ http://www.sirakabe.com
しています。
★Ｅメール info@sirakabe.com
(木阪:記)

『何と、ＫＲＹ(山口放送)さんが取材に来られた
第一回消しゴムはんこ講習会』
先月号でご案内した、第一回消しゴムはんこ教室の続報です。ご主人のお仕事の
関係で、7月に青森から山口県・柳井市に引っ越してこられた講師のさくらんぼさ
ん。買い物に来た木阪賞文堂で、偶然、話をする機会を持った店主がその才能と人
柄に感動し“消しゴムはんこ教室”の共同開催を打
診、今回の運びとなったのです。人口僅か37,000
人の柳井市での開催ということもあり、手作りチ
ラシの配布と同店のホ－ムページでの呼びかけ
第一回さくらんぼ先生消しゴムはんこ教
室の開講風景。県内外より19名受講。

だけにも拘らず、即定員の10名に達しました。会場
スペースの関係で早々に受付を締め切り、結果19

さくらんぼさんの直接指導のも
人が受講。当日は同店のホームページを見たという地元の山口放送(ＮＴＶ系)から、ラ と、皆真剣にホリホリしてます。
ジオの取材を申し込まれるハプニングも。(山口放送のスタッフもちゃっかり受講されました。)受講者の中には、市外は
勿論、驚くべきことにお隣の広島県からも受講者がありました。変わったところでは、市外の同業社女性スタッフが向学
の為参加。又、生涯学習のプログラムで消しゴムはんこを導入している近隣町の女性役場職員の方が参加するなど多
種多様、和気藹々の講習会となりました。店主の木阪泰之談『さくらんぼさんのブログ、作品を見
たときは衝撃でした。縁あって消しゴムはんこ教室を開催するこ
とが出来て大変嬉しかったです。私自身も聴講しましたが、モノ
をツクルことがこんなに楽しいとは・・・年甲斐も無く物凄く興奮
そうか!こうやって彫る
のか!!大感激の巻です

しました。現在、業界は通販や納品業といった業態が蔓延し、私
達は文房具の奥の深さ、その温かさを忘れてしまっていたよう

な気がします。消しゴムはんこは、それを目覚めさせてくれる代表的な文房具だと思い 特製の受講修了証書も。ここに
もさくらんぼさんのスタンプが。
ます。本当に文房具って楽しいです。』

・・・という事で 『第2回消しゴムはんこ教室』・・・
を来月、開催する予定です。(開催日時調整中)
い

講師のさくらんぼさんのブログが、人気女性誌 ESSE-12月号の特集記事
“主婦に人気のブログをチェックしよう!”にも紹介されました。
「mizutama」ブログ

http://plaza.rakuten.co.jp/mizutamaya/
↑是非ご覧下さい。

(消しゴムはんこの深～い世界を伝える乙女なブログです。)
1日のアスセス数約600～700件、はんこ教室前日(11/27)は何と1000件を超える
アスセスがあったそうです。
★1月受講ご希望の方は、木阪賞文堂（0820-22-0150）担当；キサカまで！

