
 趣味で絵を描く人にとって、無心になって絵筆を動かし

ているうちに感じる充実感や、出来上がった絵を眺めると

きの達成感は大きな魅力ですね。しかし「もっと上達した

い」と思ううちに、絵を描くこと自体が重荷になることも

あるようです。一人で描いていてそんな風に行き詰った

ら、カルチャーセンターなどの絵画教室に入ってみるのも

いいかもしれません。 

 構図、デッサン、彩色と、講師のアドバイスを受けると、

独学では分からなかったコツが分かって楽しくなり、気持

ちに余裕も生まれます。絵を描くことが好きな仲間との出

会いは新しい刺激にもなり、さらに絵とのかかわりを深

く、広くしてくれそうです。楽しむことが上達の早道です

ね。また絵を描くことに興味があるけど、なかなか一歩が

踏み出せないでいる人にも、絵画教室はおすすめです。 

 絵画にも色々ありますが、風景画を楽しむ教室では

ちょっとした旅行気分も味わえそうです。名所・旧跡に咲

く季節ごとの花などを訪ね、絵を描いた後は参加者みんな

で食事をしたり、お酒をいただいたり。絵が好きな者同士、

話題には事欠かないでしょう。 

 日頃を忘れて、仲間たちと「大人の遠足」気分のスケッ

チ旅行を楽しみ、心にゆとりを持つひと時を過ごせたら素

敵ですね。 

 コートを着るまでもないこの時期は、お

しゃれを軽やかに楽しめる反面、若い頃と

は違う体型をどうカバーしようかと頭を

悩ませることも多いですね。 

 体型が気になる場合一番大事なのは、体

にフィットしたシルエットの服を着るこ

とだといいます。たとえば、おなか周りや

おしりのラインをカバーしようと、たっぷ

りしたシルエットの服を着ると、かえって

その部分に視線を集めてしまいます。姿身

を用意して全身を映しながら、全体のバラ

ンスを考えてコーディネートしたいとこ

ろです。 

 気になる部分は隠すのではなく、そこか

ら離れたポイントに視線をそらす工夫を

しましょう。 

 おなかが気になるならペンダントやブ

ローチなどで胸元に視線を集めます。ふく

らはぎが気になる人は、スカートやパンツ

の丈に気をつけましょう。ふくらはぎの中

程にスソが来ると、太さが強調されてしま

います。もう少し背が欲しいという人は、

Vネックで首筋のラインをスッキリ見せま

しょう。ストライプ柄で縦のラインを強調

するのも一つの方法。髪型は軽やかな

ショートカットがおすすめだそうです。 

視線をそらして体型カバー 
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小旅行気分で “風景画教室” 

“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］ 犬を飼っているのですが、ペットと住むのに適した床

材・壁材がありませんか。 

 

［Ａ］ 犬と一緒に暮らすとき、まず気になるのは臭いで

はないでしょうか。また室内で飼うなら、なるべく犬の

足への負担を少なくしてあげたいものです。 

 近注目さているのが、「機能タイル」と呼ばれるタイ

ルです。もともとタイルは、台所や浴室などの水回りに

使われきましたが、樹脂製パネルなど新しい素材のタイ

ルが内壁材や床材として注目され始めました。表面にあ

る細かい穴が吸湿・放湿し、ペットの臭いも吸収します。

汚れがしみ込みにくいの

も、ペットを飼う人にとっ

てはありがたいですね。 

 犬にやさしい床材として

は、クッションが利いて滑

りにくいコルク材を使うの

もよさそうです。これも細

かい穴があり、臭いを吸収

するそうですよ。 

 空気の澄んだ秋の夜は、美しい星空が広がります。

星を見上げると、不思議と心が落ち着きませんか？

お風呂に入りながら星空を見上げることができれ

ば、とても癒されるでしょうね。そんな贅沢なひと時

は、普通は温泉宿の露天風呂でもなければ味わえま

せん。ところが、自宅のお風呂でそれを気軽に味わう

方法があるそうです。 

 セガトイズの「ホームスター・Spa(スパ)」は、湯

船に浮かべるプラネタリュームです。灯りを落とし

て、お湯にゆらゆら浮かべた投影機でバスルーム

いっぱいに星空を映し出せば、夜空に浮かんでいる

感覚を味わえるかも。 

 付属の投影フィルムは 3 種類。我が家のバスルー

ムを満点の星空だけでなく、バラ風呂や深海のおも

むきに模様替えしてみませんか？星空、ラベンダー

風呂、南国の海の 3 種類のフィルムが付いている、姉

妹品の「ホームスター・Spa (スパ)Resort」もあり

ます。あなたはどちらがお好みですか？ 

高脂血症予防にカボチャ 

老化をストップさせるヒケツ 

機能タイルで清潔な生活環境 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 不規則な食生活や運動不足などで、血液中のコレステロール

値や体脂肪率が上がる高脂血症。自覚症状が無いため気付かな

いまま病気が進み、健康診断で初めて知ることが珍しくありま

せん。痛みがあるわけでもなく、軽く考えられがちな病気です

が、放っておくと脳梗塞や心臓病など命にかかわる病気に結び

ついていきます。 

 予防は、まず食生活の見直しからです。コレステロールや脂

肪分が少ない食事を心がけるのはもちろんですが、食物繊維や

ビタミン B をたっぷり含んだ緑黄色野菜をたくさん食べるこ

とを心がけたいものです。 

 緑黄色野菜の代表格の一つといえばカボチャ。カボチャに豊

富に含まれるタンパク質、ミネラル分、カリウムなどは、糖尿

病の予防にもいいそうです。店で買うときには、皮が硬くて大

きさの割に重いものを選びましょう。一度に全部使い切れない

時は、傷みが進みやすいワタをきれいに取り除いてからラップ

で包み、冷暗所で保存すると長持ちします。 

Ｑ 
Ａ 

お風呂で満点の星空を満喫 

 

 



 山で採れる「山芋」に対して、里で採れるので「里芋」。

土の香りの残る里芋は、柔らかく粘りのある食感と、ほ

んのり甘い上品な味わいが特徴で、昔から人々の生活

を支えてきた食材です。親芋から子芋、子芋から孫芋と

その数を増やしていくので、子孫繁栄の象徴として縁

起物扱いされてきました。 

 里芋といえば「芋煮会」を思い出す方もいるでしょ

う。芋煮会は東北地方独特の季節行事。秋になると家族

連れや友達が河川敷などに集まって、その年に採れた

里芋を中心とした具だくさんの鍋料理を作って食べま

す。東北で「おふくろの味」といえば芋煮をさすことも

あり、秋を代表する風物詩となっているようです。 

材料（6 人分） 

里芋 1kg、牛肉（薄切り）300g、ねぎ 1 本、つきこんにゃく 200g、 

エリンギ・生しいたけ・しめじ・なめこ・まいたけ各 1 パック 

＜Ａ＞しょうゆ・みりん各 150ml、水 1500ml 

しゅん 



洗練されたパッケージが素敵 

しかも「超低糖度」とは！ 

美味しくて！安心！おしゃれなジャムで、朝食を華やかにしちゃいましょ♪ 

 デルモンテ社と聞いてすぐに思い浮かべるのはケ

チャップですが、nature design market(ネイチャー

デザインマーケット）というブランドを生みだしてい

ます。長年培ってきた加工技術を生かして「加工するこ

とでしか味わえない風味・食感・香り」を大切にする 

「新しいおいしさ」をモットーにこんな素敵なジャム

も扱っていましたよ。果物本来の風味を大切にするた

めに、糖度を 25°に抑え、バランス良く仕上げたシ

リーズです。いちごジャムは糖度を抑えることで、いち

ご本来のおいしさを引き出しました。大きく形を残し

た粒の食感がアクセントになっています。ブルーベ

リーは果汁たっぷりの実をやわらかくなるまで煮込み

ました。ほのかな甘みと香りがお口いっぱいに広がり

ます。あんずは大きくカットした実を使っていますよ。

しっかりとした食べごたえが感じられる一品となって

います。今回賞品となっているこの 3 種類の他にも「紅

玉りんごジャム」「シトラスマーマレード」もあり、是

非試してみたいラインナップです。 

超低糖度25°シリーズで朝食を爽やかに！キャンペーン 

【賞品】 超低糖度２５°シリーズのジャム3本 

     いちご・ブルーベリー・あんずを１セットにして、合計４０名 

【応募方法】 ハガキに、郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・ 

         商品やデルモンテへの意見・ホームページへの感想を明記 

         ※一人、一口のみの応募 

【応募締め切り】 ①２００９年９月３０日（水）当日消印有効・・・20名 

           ②２００９年１０月３１日（土）当日消印有効・・・20名 

【応募先】 〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1  

       日本デルモンテ株式会社 超低糖度２５°シリーズプレゼント係 

     ※当選の発表は賞品の発送をもってかえられます。 

【詳細】デルモンテ（株）ＨＰ  http://www.delmonte.co.jp/ 

サイトには素敵なレシピも掲載されていますヨ♪ 



 全国版業界紙 “旬刊スティショナー”にて掲載 

｢わが店の売れ筋商品」に木阪賞文堂登場      
～柳井市の小さなお店の売れ筋商品が全国紙に載って恐縮です（汗）～ 

こんにちは！社長の木阪です。日中は、まだ蒸し暑い日があ

るものの、日もめっきり短くなり 秋を堪能できるシーズンです

ね。さてつくれる文具屋さん木阪賞文堂、いつもは身近な文

具やオフィス用品に、知恵と経験と感性を加味（利用）して、

『こんな事をしたいんじゃけど、何かよい方法あるかねぇ？』と

いった皆さんのご要望、夢や想いをカタチにさせて頂いてお

ります。勿論、一般の文具の販売～お届けもさせていただいて

おりますが、先日文具の全国業界紙のスティショナーさんよ

り『木阪賞文堂さんのお店の売れ筋商品の記事をご提供頂け

ますか？』とお問合せを頂戴しました。 

滅多に有ることではないので、喜んでお引き受けしました。メーカーさん流通情報の記事

が中心で、東京銀座伊東屋さんのような業界では有名なお店や、都内のロフトさん、ハ

ンズさんのような都市部の業界情報が満載です。そんな記事の中に、柳井市の木阪賞文

堂がちょこんと載っているのは奇異（？）な感じがしましたが、字の如く 有難いことです。

記事掲載にあたっては、出稿までの時間がとても有益だったと感じています。スタッフとの

会話が増え、いろいろな意見や現状の報告があり、今後の方向性への大切な情報となり

ました。また、“お店から一言”のコメントは商品情報一辺倒の内容を避け、敢えて自分

自身の想いを認(したため)ました。 

僅か数百字の原稿でしたが半日掛

かってしまいました（笑）。もしよかっ

たら読んでみてください。 

【↓以下お店から一言の原文】 

近年雑貨関連のスティショナリーが注目されがちですが、定番文具を疎かにすると足元をすくわれると思いま

す。今在る商材を突き詰めているか!?と絶えず自問自答しています。例えば“替芯”に特化するとそこには必ず

対面販売の機会が発生、お店が筆記具の好きな人たちで集うのコミュティの場になり後に高額筆記具の世界が広

がることもあるようです。そこは単なる安売りや価格破壊とは無縁の世界も在ります。例えば、替芯を全種類揃

えても金額は僅かなもの、複合機より高くなることはありませ

ん。また消しゴムはんこの世界(手作り雑貨)に浸る方々は“お客

様”というよりも“パートナー”“仲間”としてお付き合い出来

る層です。“文具屋さん”と“事務機屋さん”は、“女性脳”と

“男性脳”程違いますので、当店は前者を選択し小さな商品達で

すがこれらを積み重ねで『文具屋さんで生きる』覚悟を決めてい

ます。  （木阪泰：記） 

 

＊スポーツの秋、読書の秋、勉学の秋・・･文具で 

楽しく成果を上げるお手伝いもしていますよ。 

＊毎月3回発行、毎号8頁～程の紙面です。 

読んで楽しくためになるスティショナーです。 

↑人気のマスクケース。 ↑新感覚の蛍光マーカー 



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（サービス）のご案内 

 

スタッフ人数  ９名（中央店７名、白壁店２名） 

★今から選ぶ2010年のダイアリー、紹介冊子を無料配布中です。 

・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 

私だけかもしれませんが、40歳を過ぎますと人前で文字を書いたり、祝儀袋に

名前を書くときに溜息が出るときがあります。『子供の頃、もう少し習字を一所懸

命やっちょくんじゃった・・・』 そんな中、学習帳メーカーのショウワノートさん

より“六度法マスターノート”が発売されました。六度法とは、中国古典の

「完璧な楷書」を分析して発見した美しい字を書くルール-整字術なんだとか。

このノートには、本文に6度のガイドラインが入っていますので、簡単に六度法を

実践出来ます。（一冊でヨコ書き、タテ書きの両方が練習ＯＫ。）六度法の特徴は、

ボールペンや鉛筆向けなので書道経験がなくても比較的カンタンに習得でき、

ルールに沿って書くのでお手本がなくてもきれいに書くことが出来るようにな

ることです。兎に角、3つのカンタンルールを守って練習しますよぉ～っ！これで

字だけは別人です。（笑）（木阪泰：記） 

 

 

是非お試し下さい“美文字筆ペン” 

10月に入り、年末の新商材が入荷してきています。呉竹社の10月

発売の新商品美文字筆ペンが注目です。何と気持ちの良い書き味

でしょう・・・。手にやさしくて持ちやすいグリップに驚かされ

ましたよ。（筆ペンでのラバー軸は業界初との事です。）美しい

筆文字（？）がさらさら書けます。勝手に筆ペンの方が動いてく

れる・・・そんな感じなんです。太字・中字・細字・極細字の４

種類、社長は太字を使っています。これで\262(税込とは・・。

インクジェット紙対応の年賀状にも使えるとの事で、益々呉竹の

ファンになってしまいそうです。やっぱり手書きはええ～ねぇ！  

(スタッフ一同) 

テレビや雑誌で話題の六度法！ 

大人の為の 『六度法マスターノート』 登場！ 
～これで下手字が克服できるねっ(笑）～ 

そろそろ年賀状のシーズン、今年は

久々に全て手書きに挑戦してみようか

な。そんな気持ちにさせてくれる大人

の為の学習帳なのです。履歴書を書く

前に利用されても効果ありそうです。 

真っ赤な表紙が

目を引きます！ 

下手字卒業!? 


