
 

 「カルトナージュ（Cartonnage）は、厚紙（カルトン）

を美しい布や紙で覆って作る、フランスに古くから伝わる

伝統手工芸です。19 世紀末には、ヨーロッパの上流階級の

人達の間で大流行したそうですから、貴婦人の気分♪で始

めてみませんか？短い時間で手軽に作れますし、作ったも

のを生活の中で使えるという点が人気の理由のようです。 

 作り方は、例えば小箱の場合、まず厚紙と布を作りたい

サイズに合わせてカットしておきます。厚紙をボンドで貼

り付けながら箱を作り、継ぎ目をテープで外側と内側から

補強します。そして厚紙の側面にボンドを塗り、布で巻い

ていくのですが、この時の大事なポイントは、ヘラを使っ

て表面をきれいに整えつつ丁寧に折り込んでいくことで

す。同じ要領で、中面と底面、蓋などにも貼っていきます。

上蓋の部分には厚紙の下にキルト芯を入れることでふっ

くらとしたカルトナージュ特有の膨らみを持たせます。単

純なようですが、ひとつひとつの作業に丁寧さが要求され

ます。しかし、出来上がりは自分で作ったものとは思えな

いほど美しい作品に仕上がるはずですよ。上達してくる

と、アクセサリーケースなどの小物入れや、お裁縫箱、手

帳やアルバム、ミラー、フォトフレームなど、アイディア

次第で世界で一つだけの素敵な作品が仕上げられるよう

になります。使う布を選び、組み合わせるのも楽しみのひ

とつ。使わなくなったスカーフや、洋服のハギレを使って

思い出を形にするのもいいかもしれません。 

 アンサンブルニットとは、クルーネック

の半そでセーターとカーディガンのセッ

トのこと。多くの人が持っているニットの

定番中の定番アイテムですね。ボトムには

パンツでもスカートでも合わせることが

でき、上品でシックな印象を演出してくれ

るとても便利な、お洒落の心強い味方と言

えるでしょう。しかし、その安心感から、

すっかりマンネリ化に陥る可能性がある

のも確かなこと。誰が着てもそれなりに見

えるということは、その人らしさを出すに

はひと工夫が必要とも言えます。例えば、

カーディガンのボタンは開けたままで、裾

を着物のように合わせてピンで留めてみ

ます。流行のカシュクールのように着こな

すことができますよ。また、逆にボタンを

すべて留めたら、細いベルトでウエストを

キュッと締めてみます。洗練された印象を

与えることができますよ。シンプルなアイ

テムだからこそ、上質の品を求め、お手入

れを怠らず長く大事に使ってあげて下さ

いね。付き合いが長くなっても、工夫次第

で、いろいろな表情を見せてくれるでしょ

う。 

アンサンブルニットを新鮮に着こなす 
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フランスの手工芸“カルトナージュ” 

“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］ 天然石材を使った床に憧れています。何か注意点は

ありますか？ 

［Ａ］ 無機質で冷たい印象を与えはしないか？と思われ

がちですが、意外にも多彩なインテリアにマッチする床

材です。代表格の大理石と御影石は、マンションの玄関

のたたきに使われることが多い材料です。ほかにもライ

ムストーン（石灰石）、サンドストーン（砂岩）などがあ

りますが、もろくて欠けやすいという難点があるので、

そっくりなタイルを使われることが多いようです。天然

の石は汚れが浸みこみやすい種類が多いので、汚れやす

いキッチンなどでは避けた

方がいいかもしれません。

硬くて冷たい天然石の床材

は効率良く熱を伝えるの

で、床暖房に向いていると

いう長所もあるんですよ。

お手入れは拭きそうじだけ

でＯＫですが、石用ワック

スを塗っておくと汚れがつ

きにくく安心です。 

 お客様が立ち入ることはめったにないのでバス

ルームのインテリアは後回しになりがち。でも、家族

が毎日使う大切な場所であることは間違いありませ

ん。リフォームをするほどでもないけれど、新鮮な気

分を味わいたいという時は、小物を一新して、プチ・

リニューアルしませんか？バスルームが美しく整っ

ていると、髪や身体のお手入れにも気合が入り、美し

さに磨きがかかるかもしれませんよ♪バスルームに

使う小物は、手に取って近い距離で見ることが多い

もの。石鹸を入れるトレイやシャンプーなどを入れ

るポンプ、タオルなど、今使っているものより少しグ

レードアップしたものを選んでみましょう。特別感

のあるデザインや素材にこだわった上質なものがお

すすめです。気を付けたいのは色使い。好きな色を決

めて、なるべく統一するようにするとスッキリとま

とまります。洗剤もパッケージデザインの素敵なも

のを選び、常にバスルームに置いておくと、ササっと

気楽にお掃除できていつもピカピカ♪ですね。 

ロコモを予防！     part１ 

老化をストップさせるヒケツ 

石材を使った床でリッチな雰囲気♪ 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 最近話題のロコモとは、正しくはロコモティブシンドロー

ム（運動器症候群）といい、骨や関節、筋肉など身体を支えた

り動かしたりする「運動器」の障害によって、介護が必要にな

るリスクが高くなる状態のことです。大切なのは、ひどくなる

前に発見して対応すること。そこで、ロコチェック！ 

①家の中でつまずいたり滑ったりする 

②階段を上るのに、手すりが必要 

③ 15 分くらい続けて歩けない 

④横断歩道を青信号で渡りきれない 

⑤片足立ちで靴下が履けない 

⑥ 2 キロ程度の重さの買い物をして持ち帰るのが困難 

⑦家の中の、やや重いものを使う仕事が困難である 

このうち 1 つでも当てはまるとロコモの可能性があると言え

るそうです。（原因と予防については次回お話します。） 

Ｑ 
Ａ 

小物でプチ・リニューアル♪ 

 

 



 一年中見かける野菜ですが、本来の旬は１０～ 11

月と３～ 5 月です。購入したら、根と葉を切り離して

保存するようにしましょう。そのままにしておくと根

の水分が葉からどんどん蒸発してしまいます。皮の内

側に硬い繊維がとおっているので、皮は厚めに向いた

ほうが口当たりはいいでしょう。熱を加えるとくずれ

やすくなるので、煮すぎないように気をつけてくださ

いね。三国志で有名な諸葛孔明が遠征の時にかぶを栽

培して食料にしたという話は有名で、中国ではかぶの

ことを「諸葛菜」と呼ぶそうですよ。葉には鉄分、カル

シウム、各種ビタミンが豊富に含まれていますので、ぜ

ひ葉も忘れずに食べて下さいね。 

材料（２人分） 

パスタ１６０ｇ、かぶ 3 個、かぶの葉（適宜）、ちりめんじゃこ 10g、ねぎ 1/4 本 

だしつゆ大さじ１、しょうゆ大さじ１、水 2 カップ 

しゅん 



赤いお洋服が目印の女の子 

ニッスイ クチーナ・カルダ（グラタン・ドリアシリーズ）のかわいいキャラクターです。 

「抽選で 5 名にプレゼント」という狭き門ですが、自分で考えた名前がついたら素敵！ 

 「クチーナ・カルダ」とは、イタリア語で「あたたか

い台所」という意味。グラタンとドリアが電子レンジで

温めるだけで食べられるというシリーズで、ニッスイの

自信作です。これから寒くなってきますが、カンタン料

理で、身体も心も素早く温めましょう！あっという間に

できるからといって侮ってはいけません。例えば「えび

グラタン」。ニュージーランド産のなめらかなホワイト

ソースを使用し、隠し味にフュメ ド ポワソン（白身

魚と野菜を煮込んだスープベース）を加えたコクのある

本格的なグラタンです。「野菜グラタン」は、オリーブオ

イル、ガーリック、にんじん、なす、玉ねぎ、白ワイン

を加えた本格的なトマトソースをベースにしたラタ

トゥイユ仕立てで、ズッキーニ、赤パプリカ、黄パプリ

カの 3 種類の野菜をカラフルにトッピングしてありま

す。「紅ずわいがにのドリア」はホワイトソースにかにみ

そ調味料を加えた、風味豊かなクリームソースが使われ

ています。他にも「5 種のチーズグラタン」「なすミート

グラタン」「えびドリア」が揃っていますが、パッケージ

から目に飛び込んでくるのが、赤いお洋服を着たかわい

い女の子。このキャラクターの名前を募集する楽しい

キャンペーンが開催中です。名前が、ピン！と頭に浮か

んだら、すぐに応募してみてくださいね。愛される名前

がつくのをこの子も待っているはずですよ♪ 

ニッスイ「おいしいグラタン・ドリア クチーナ・カルダ キャンペーン」 

★キャラクターの名前大募集★ 

【賞品】 SONY VAIO「Ｐシリーズ」 5名 （色は選べません） 

【応募方法】 クチーナ・カルダスペシャルサイトにアクセスし、応募フォームにて応募 

【応募先・詳細】 http://www.nissui-campaign.jp/ 

【受付期間】 2010年11月30日（火）まで 

 



■早いものでもうすぐ12月になります。年賀状の準備の

シーズンです。今年は年賀状の“宛名”と“一言”を万年筆

で書いてみようと思っています。この世に生を受けて四十

余年、字の上手い下手は有って当然。今の自分自身をしっか

りと認め受け入れる年齢になって参りました。自分らしさを

表現しようと思っています。 

■店内のカウンタースペースを広げた木阪賞文堂では、今月

より万年筆のお試し書きコーナーを設けています。あなたに

ピッタリの軸、ペン先は? 先月ご紹介の噂のデスク『at!』

を書斎代わりに思う存分書いてみてください。今回、10種類のお試し書き用万年筆をご用意しています。私はいつ

も中字を使っていますが、太字で書いてみると物凄くフィットするので驚きます。A4のノートにアイデア等をなぐ

り書きしてもその書き心地の良さに心奪われます。 

■恥ずかしながら、今までM(中字)が一番だと思っていましたが、年賀状に

はBB(極太字)が適しているようです。EF(極細字)もなかなか経験できる細

さではありません。MS(ミュージック)は、デザインにも使える楽譜用特太字

で、書いてみると面白いですよ。 

 

■年末間際でパソコンで一気につくる年賀状は卒業します!(キッパリ)       

小学校高学年のころ、私は一枚一枚 当時人気絶頂だった野球漫画「ドカベ

ン」を描いて塗っていました。それこそ1枚に30分も1時間もかけて・・・

作品でしたね。流石にもう漫画は描きませんが、知人や友人には年に一度の

ご挨拶ですので、一筆でも近況報告しながら親交を深めたいです。また、そ

ういう同じ思いのお客様がいらっしゃったらきっといいアドバイスが出来る

と思います。 

（木阪泰：記） 

 

 

 

 

 今年の年賀状は手書きに凝ろう! 

  それも“万年筆”で書いてみようじゃあないか! 

店頭では10種類の太さのペン先の万年筆の試し書きOK 

複数のお客様への対応が出来るように･･･ 

店頭には専用机を設置。万年筆専用便箋で

書く贅沢な時間をお過ごしください。 

C(特太字)は驚くほど私にピッタンコカンカン! BB(極太字)は実は年賀状に最適です。 



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 つくれる文具屋さん(有)木阪賞文堂 
◆11月～12月の注目商品（サービス）のご案内 

 

 

 

 

 

 

■スタッフ人数8名（中央店6名、白壁店２名） 

★年賀状印刷の受付中です。筆ペンorVペン進呈しています。 

・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 ＴＥＬ（０８２０）２２-０１５０  

 ★ホームページ http://www.sirakabe.com 

 ★Ｅメール info@sirakabe.com 

消しゴムはんこ作家のさくらんぼ先生、柳井在住時(2年前)には木阪賞文

堂の消しゴムはんこ教室講師をお願いしていました。ご主人さんの転勤の

関係で、現在は青森を拠点にプロの作家さんとして著者本も数冊出版さ

れ超売れっ子です。柳井が大好きなさくらんぼ先生と文具メーカーの

シードさんのご協力で、金魚ちょうちんカラー(←特色仕様)のご当地ほ

るナビが完成し全国の消しゴムはんこファンの皆さんに柳井の金魚ちょ

うちんをPRしています。ホームページやブログでご案内を始めてみます

と、神奈川県、千葉県、青森県、愛媛県等々 全国の皆さんからお問合せ

が連日メールで寄せられてい

ます。文具屋さんとして出来

うる限り柳井の金魚ちょうち

んを全国に知って貰いたいで

すね。（ 木 阪 泰 : 記） 

Ｎｅｗ 「マスキング・テーププリンター“こはる”」(キングジム) 

手づくり雑貨に関心をお持ちの女性の皆様に

は必需品となったマスキングテープ。11月26

日に、キングジムさんよりマスキング・テープ

プリンターが販売されます。旅のお土産、手

づくりクッキーのガラス瓶、ホームパーティの

紙コップ、プレゼントのラッピング等にメｯセー

ジを入れたりと、貴女のヒラメキと感性で使い

こなしてくださいね。（\5,985)(スタッフ一同） 

 柳井市限定のご当地文具 完成しました 

 消しゴムはんこイタ“ほるナビ”誕生! 
 

 

驚くほど可愛いサイズの 

８０×１１０㍉です。 

(左)真っ赤な消しゴムはんこのほるナビ、全

国でココだけ、柳井限定の色です。 

(中)さくらんぼ先生が、柳井市の為に書き下

ろしたオリジナルの図案が入っています。 

木阪賞文堂(両店)でも販売中。\756(税込) 


