
 

 明けましておめでとうございます。寒い日が続きます

ね。こんな時は、暖かい部屋で手仕事にいそしむのもよさ

そうです。 

 針金で作るワイヤーアートは、初心者でも見よう見ま

ねで手軽に始められます。ラジオペンチで針金を曲げて

パーツやモチーフを作り、それを組み合わせてカゴやプ

ランターカバーなどオブジェを形作ります。一本の針金

が立体的に組みあがったときの達成感はなんともいえな

いことでしょうね。 

 針金と聞くとなんとなく冷たい印象ですが、作品を作

る途中で生まれるかすかな線のゆがみが、人の手の温も

りを感じさせる優しいニュアンスになります。上級者に

なるとイメージを膨らませてデザインを考えながら、自

由自在に針金を曲げて、キャンドルスタンドやシャンデ

リアなどかなり大きなものまで作ることができます。道

具の使い方や針金の扱い方などのコツをつかめば、あと

は作品を作るにつれて腕が上がっていくことでしょう。 

 多くの作家がホームページを開き、見事なできばえの

作品を公開しています。ちょっとのぞいてみませんか？ 

作家ホームページ例≫ WIRECOLLECTION 

          http://www.wirefactory.com/ 

 女性にとって、冷えは天敵ですね。で

も冬だからといって、セーターやＴ

シャツを何枚も重ね着している人はい

ませんか?服をただ重ねるだけではう

まく冷えを防ぐことはできず、それば

かりか動きにくくて肩がこってしまう

こともあります。 

 ここ数年、注目されているのがウエ

ストウォーマー、つまり腹巻です。お腹

周りを暖めるのは、寒さ対策はもちろ

ん、脂肪がつくのを防ぐことにもつな

がるのだとか。体が冷えると太りやす

いといわれますが、それは冷たさから

身を守ろうとする反応だといいます。

内臓が冷えるのを防ぐために、脂肪で

カバーしようとしているそうなので

す。お腹の周りに脂肪がつきやすく、つ

いた脂肪がなかなか落ちないのはその

せいかもしれませんね。 

 スカートやパンツのウエストサイズ

に響かないような、薄手のウエスト

ウォーマーが数多く出回っていますの

で、ぜひお店で手にとって確かめてみ

てください。 

薄手の「腹巻」で冬もスッキリ 

 

2009.1月号 
発行 

線から立体を生み出す楽しさ  

                  ～ ワイヤーアート ～ 

“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。 

回覧 



［Ｑ］ リフォームしたい所がたくさんあります。限

られた予算で賢くリフォームしたいのですが…。 

 

［Ａ］ そろそろリフォームを…と考えるような時

は、気になる所が家中のあちこちにあるかもしれませ

んね。しかしそのすべてを一度にリフォームするのは

大変です。予算との折り合いをつけるために、材質や

機能を少しずつ落としたり、諦めたり…などとしてい

るうちに、せっかくリフォームしても今ひとつパッと

しない仕上がりになりかねません。それよりも、たと

えば「今回はキッチンの流し台」と決めて、欲しかっ

たデザインや機能がたっ

ぷりついた品質のいいも

のに換えると、しあがり

に充分満足できるのでは

ないでしょうか。 

 リフォームは「広く浅

く」ではなく「狭く深く」

と考えたほうがいい場合

が多いようですね。 

 年末からお正月にかけて、主婦にとって忙しい毎

日が続きましたね。よく働いた一日の終わりのお風

呂は、ささやかな幸せのひと時です。 

 湯船にゆっくりと浸かって身も心もリラックスし

てきたら、柔らかくなった足の裏を簡単なセルフ

マッサージでさらにほぐしましょう。 

 体のさまざまな器官や部位につながる神経が集

まっているところを「反射区」といいます。「第二の

心臓」といわれる足の裏には、内臓の反射区がたくさ

んあり、それを刺激することで胃腸や肝臓などの働

きが活発になるといわれています。 

 足の裏のくぼみを中心に、かかとに向かってまん

べんなく押しましょう。指圧するとき、両手の親指を

重ねて息をゆっくりと吐くと、指にうまく力が入り

ます。お正月にご馳走を食べ過ぎて疲れた胃腸を、

ゆったりといたわってくださいね。 

大声で肩こり解消 

老化をストップさせるヒケツ 

限られた予算内でのリフォーム 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 最近寒くて肩こりがひどいとおっしゃるあなた。原因は

寒さばかりとは限りません。日ごろのイライラが溜まって

いませんか？ストレスが溜まると自律神経の働きが鈍り、

筋肉がこわばって肩こりの原因になるそうです。 

 よく、お酒や甘いものでストレス解消するといいますが、

それが度重なると決して身体に良くありませんよね。健康

的なストレス解消に意外と効くのは、「大声を上げる」こと

だとか。といっても、もちろんどなり散らすのではありませ

ん。今の時期なら、お気に入りのサッカーチームを応援して

歓声を上げるというのはいかがでしょう。カラオケボック

スで、人目を気にせずに大声で歌うのもよさそうです。 

 大声でストレスを発散したら、クールダウンもお忘れな

く。たとえばアロマオイルをたらしたお風呂でリラックス

すれば、肩の力も抜けていくことでしょう。 

Ｑ 
Ａ 

お風呂でセルフマッサージ② 

 



海外旅行の懸賞は「1 組 2 名」がほとんどですね。 

でも今回ご紹介するのは、なんと「14 組 28 名」！ 

しかもダブルチャンスまでありますよ。 

 ビスケットはもともと、長崎周辺で外国人向けだけに

作られていたそうです。その「保存性」に目をつけたの

が水戸藩士の蘭医（※）柴田方庵。（※蘭医：江戸時代に

オランダから伝わった医学を修めた医者）  

 長崎留学中にオランダ人からビスケットの作り方を

学んだ柴田方庵は、水戸藩宛てに「ビスケットは保存の

きく食糧である」と作り方を書いた手紙を送ったそうで

す。それが安政 2 年（1855 年）2 月 28 日。日本での

ビスケットに関する最も古い記録だと言われています。 

 昭和 55 年、全国ビスケット協会は、柴田方庵の史実

に「ビスケット＝ラテン語で《二度焼かれたもの》」とい

う語源を考え合わせ、毎年 2 月 28 日を「ビスケットの

日」としたそうです。 

 ところで、「ビスケット」と「クッキー」の違いをご存

知ですか。ビスケットの中でも、糖分と脂肪分の合計が

40％以上のものは「クッキー」と呼んでもいいそうで

す。また、日本人１人が１年間に食べているビスケット

の量は約 2kg。ビスケットの国内生産量は、米菓、ス

ナック菓子、洋菓子などとほぼ同じだそうです。私たち

は案外、ビスケットを食べているんですね。 

 さて、全国ビスケット協会では毎年、「ビスケットの

日」を記念したキャンペーンを行なっています。今年は、

クイズの正解者の中から抽選で 14 組 28 名を「カナ

ディアンロッキー＆バンクーバー 6 日間の旅」にご招

待。次のクイズに答えて早速応募してみませんか。「２月

28 日は○○○○○の日」（○の中にカタカナを入れて

ください。クッキーに似た例のお菓子ですよ） 

ビスケットで健康家族 「ビスケットまつり」 

【賞品】 カナディアンロッキー＆バンクーバー6日間の旅 （14組28名） 

      ダブルチャンスとして2000円相当のビスケットセット （2,280名） 

【応募方法】＊ホームページの応募フォーム（1人1回／ケータイからも応募可） 

                →→ https://www.biscuit.or.jp/campaign/index.php 

＊店頭備え付けの応募はがき、または郵便はがき（1人何通でもＯＫ） 

  クイズの答え・氏名・郵便番号・住所・電話番号・年齢・職業を明記して応募 

  〒163‐8791 日本郵便 新宿支店 私書箱17号  

  社団法人 全国ビスケット協会「ビスケットの日」キャンペーン事務局Ｗ係 

【締め切り】 応募フォーム：2009年3月6日（金）24時／はがき：同当日消印有効 

【詳細】 http://www.biscuit.or.jp/campaign/ 



 おせちに欠かせない「数の子」がお正月のお膳に登

場するようになったのは、江戸時代中期。徳川八代将

軍・吉宗の発案だったと言われています。せめてお正

月のご馳走だけは貧富の差を問わず、どの家でも同じ

ものを食べて新年を祝ってほしいという気持ちから、

比較的安価で手に入った「数の子」「大豆（黒豆）」「ゴ

マメ」をお正月の祝いの食材として用いるようにした

そうです。 

 ところで、塩数の子は塩抜きをしてから食べます

が、塩抜きのポイントはこまめに味見をすること。塩

を抜きすぎると苦味が出ることもあるようです。上手

に塩抜きをして“美味しい新年”をお迎えください。 

＜材料＞（４人分） 

塩抜き数の子 4 本、しゃぶしゃぶ用豚肉 150g、しそ 8 ～ 16 枚、 とき卵 1 個分、  

パン粉・小麦粉 各適量、塩・こしょう 少々、揚げ油 適量、野菜 適量 

しゅん 



ラッピング手提袋に・・・ 何と車両のウィンドゥにも・・・ ＦＡＸ送信用紙にも・・・ 

 

www.sirakabe.com 
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 皆さんこんにちは。木阪(美)です。百年に一度の激動

の時代なのだそうです。木阪賞文堂は、今年創業 115

年目を迎えました。細々でありますが一年一年の積み

重ねであり、本当に字の如く“有り難い“事だと感じ

ております。実は(今年の三月で)中央店がお蔭様で10

年目を迎える事になります。元来卸売業でしたので、

小売店として地元のお客様へ直接商品を販売させて

頂くキャリアはまだまだ未熟でした。柳井駅前にはや

し珈琲店さんがありますが、当時より老若男女様々な

人達が自然と集まり、語らい、情報が集まる・・・そ

んな、はやしさんの様なお店が理想でした。この間本

当に多くの人達に支えられて営業してきました。私共

のような小さなお店に商品を供給してくださる取引

先様、商品や郵便物を配達して頂ける皆様、同じ悩み

を共有し、懸命にサポート＆邁進してくれるスタッフ

（仲間）達。お店を運営し継続していくということは

多くの人たちの力をお借りして行われていくものだ

ということを事ある毎に痛感し、そのような環境にい

る私共は幸せだと思います。言うまでも無く、一番感

謝しているのは当店を利用して頂いているお客様に

対してです。こういう時代ですから、こだわらなけれ

ば商品は何処からでも入手できますし当店よりも便

利に又は安価で買うことができるお店もあるでしょ

う。それでも当店で買物をと思って頂ける方がいらっ

しゃる事にとても感謝しています。今回のロゴ・デザ

インは消しゴムはんこ作家のさくらんぼさんより頂戴

し、それにホームページアドレスと電話番号を加えた

物です。文具で地元に貢献し、『文具屋さんとして生きて

いく』という社長の想いがこの“温かみある図柄“と

マッチしたようで、新年を迎えるに当たって採用の運

びとなりました。文具で楽しい生活を“つくる”ことは勿

論、 お店に集う人達の出会いも“つくれる文具屋さん”

をこれからも目指して参ります。本年もどうぞ宜しく

お願い申し上げます。 

  

おっ！？ 木阪賞文堂 2009年の新・ロゴです！ 



今ブームの、マクキングテープ入に 

してもとってもステキだと思います。 

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 
◆今月の注目商品のご案内 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ人数  7名（中央店5名、白壁店２名）             

★正社員さん1名募集中！文房具の好きな貴女お待ちしてますよ 

・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 

新年を迎え、私少々“絵”に挑戦しようかと思っております。字

を書くだけが「万年筆」ではありませんよ、実は滑らかなインク

は絵を描くにもうってつけなのです。きれいな絵を描こうとしな

くても良いのです。このセーラーの“ふでＤＥまんねん”万年筆

は以前より販売されている商品で、筆記角度により細書きから太

書きまでこれ一本で自由自在です。特殊なペン先がポイントで、

筆の扱いが苦手な人でも楽に筆文字が書ける万年筆です。お値段

も¥1,050～とお手軽です。大きく寝かせて、少し寝かせて、裏

返して書く･･･ちょっと閃いた事を文字だけではなく“絵”にして

みたり、色を付けたり･･･。和のテイストが加わった万年筆なんて

かなり素敵ですよね。さぁ、一緒に万年筆画始めませんか？ 

メ ン デ ィ ン グ テ ー プ ・ ド ー ナ ツ  

新春２日のＮＴＶ系『未来創造堂』

でも紹介されたドーナツ・・・では

なく、ドーナツ型ディスペンサー

付のメンディングテープ（貼ると

見えなくなるテープ)なのです。

住友３Ｍ社の製品で流石に上質

な仕上げです。当店では6柄全種

類揃っていますヨ！ 

ペンで遊ぼう、私はこれでスタートします 
～万年筆画を始めるならセーラーの“ふでＤＥまんねん”万年筆！～ 

『万年筆で描くってすんごく楽しいのだ』 

 

←左は古山浩一著『楽しい

万年筆画入門』です。 

↓下は古山氏画の一例。 

線の強弱が付け易いのが 

描いてて楽しそうですね。 

ペン先のこの形状が、ふでＤＥ
まんねんの特徴です。 

社長の木阪(泰)です。 


