第 168 号
〜 村上、キャンドルをつくる編 〜

みなさま、今日も寒い中ご搭乗頂き
作製するのは、スノーマンです♪
ありがとうございます。
作製には、このようなカラフルな
気が付けばもう 12 月に入りました。 ワックスシートを使います(^o^)
しわす

「師走」…
あっという間に年越しですね(笑)
今年のクリスマスや年越しはどんな
ふうに過ごされますか？
ちょっと贅沢に海外旅行。または遠出
して、温泉に浸かって癒されたい…。
な〜んて、いろいろあると思います♪
今年はキャンドルを使って、ちょっと
ロマンチックなクリスマスや年越し
スノーマンの土台の部分は作成し
なんていかがですか？
てあります。
今回、村上がお邪魔したのは、熊本市 パーツを自分で作っていきます。
キャンドル ハ ウ ス
ワックスシートを、キャンドルの熱
中央区魚屋町にあるCANDLE HOUSEさん で柔らかくしながら好きな形にし
です。
ていくんですよ(^o^)

部分は、溶かしたロウの中に
帽子の部分
何度も何度
何度も浸けて、色を付けてい
きます。
。
浸ければ
ければ浸けるほど濃くなっていく
ので、自分
自分の好きな濃さに調節でき
ます。
右の写真
写真が
青いロウを
いロウを
溶かしたもの
かしたもの
です。
『帽子の
の下のラインをふちどりする
と、いいかもしれないよ
いいかもしれないよ！』
とのアドバイスを
とのアドバイスを受け・・・
完成！！
！！
と、その
その前に…
最後の仕上
仕上げのコーティングで、
透明のロウに
のロウに２回程浸けます。
そしてついに
そしてついに完成！！！！
制作者の顔に
似るとか
似ないとか…
似てますか？笑

店内はキャンドルでいっぱいです♪
おしろい や、 さくら の香りの
するアロマキャンドルやエンジェル、
くまモンなど可愛い形のキャンドルが
たくさん並べられています。
*********************************
うえむら と し こ

こちらの店主は上村敏子さん!(^^)!
23 年程前からキャンドルを作られて
いるそうです。
色々お話しを聞いていると、こちらは
元々は金物屋さんだったとか。
そこから『何か新しいことをしたい』
と、始められたそうです。
また、ご主人と共に熊本城を中心に
歴史や文化、自然が豊かな古町の
町案内人としても活躍されています。
*********************************

上村さんは、こちらのお店での教室
の他に、依頼があれば出張で教室を
開かれるそうです。
現在は小学校や子ども会、また最近
ではケアハウスでも教室をされて
います。
『クリスマスに向けて作られる方
は多いですね(^^)ケアハウスの方
は、よくお孫さんに贈るために作ら
れていますよ。
』とおっしゃってい
ました。
この時期だけではなく、夏になると
ジェルキャンドルで金魚鉢を作成
したりも出来ます。
*******************************
さてさて、マフラーを巻いて、手袋
も付けて・・・
うん…まだ何か
さみしいですね。

『帽子がはっきり
さてさて早速作製に入りましょう！！ してないから？』
と、試行錯誤。

いやぁ、
、楽しかったです！夢中にな
り過ぎてお
ぎてお話しを聞き逃してしまっ
た時が多々
多々ありました。(笑)
今回私が体験したのは、通常
\1,500
1,500 の制作で、使用するキット
が決まっています
まっています。
オリジナルキャンドルは
オリジナルキャンドルは\3,500〜
で作成できます
できます。時間は約 90 分。
子どもさんも
どもさんも、粘土遊びのようで
とても楽
楽しめると思います(*^̲^*)

⇒
上村さんと
さんと

要予約
要予約です↓
CANDOLE HOUSE(上村 敏子さん)
Tel：090-3329-9828
キャンドルハウス 熊本

運送部 林 大輔のつぶ
やき
ぶや
本日は天草エアラインをご利用いただきありがとうございます
いただきありがとうございます。運送部の林と申
申します。
今月は私がこの場をお借りして自己紹介
自己紹介をさせていただきます。少しの間、お付
付き合いください。
私は関東の群馬県で生まれ育ちました
ちました。人は、群馬を南東北とか言いますが（笑
笑）群馬県は北関東です。
そして、群馬県には海がありませんでした
がありませんでした。まわりを山に囲まれた盆地です。
天草エアラインに入社のご縁をいただき
をいただき天草に来たとき、天草の海の美しさに感動
感動しました。
自宅から歩いてすぐの場所に海がある
がある。今までの生活では考えられない環境です
です。
一番のお勧めは、やはり飛行機から見
見る天草の海、そして島々です。天気のいい
のいい日は特に最高です。
皆さまもきっと感動されたのではないでしょうか
されたのではないでしょうか？
新しい土地に住むということは本当に
に素晴らしいことです。新たな出会い、発見
発見があり毎日が新鮮です。
熊本県に来るのは、高校の修学旅行以来
修学旅行以来です。まさか、熊本県で自分が働くとは思
思ってもみませんでした。
航空機輸送の発展により、世界がどんどんと
がどんどんと小さくなっています。
陸路で天草から熊本まで車で約 2 時間
時間。飛行機なら 20 分です。実際のフライト
のフライト時間は 10 分ちょっと。
朝の便で天草から福岡に出て乗継をすればお
をすればお昼前には東京にいることができます
にいることができます。お友達とランチも可能
です。
飛行機は人や物を運ぶだけでなく、私
私は人の心と心を繋ぐ乗り物だと思っています
っています。
大切な家族、友人、そして恋人も。誰
誰かに逢いに行くために飛行機に乗る。
そんな、出会いをサポートできる飛行機
飛行機であり、航空会社でありたい。それが私
私の目標です。
みなさんは大切な人はいますか？
天草エアラインにお手伝いさせて頂ければ幸いです
いです。
そんな出会いのサポートを私たち天草
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30 年前の林
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天草住民誕生月は よかよ 割
天草エアラインでは、この度天草地区
天草地区（天草市・上天草市・天草郡苓北町）在住
在住の方を対象に、
誕生月にご利用できる「天草住民誕生月
天草住民誕生月は よかよ 割」を発売致します。
この機会に記念旅行にお出かけ
かけしてはいかがですか？
●設
設定期間
2015 年
2015 年
2015 年

1 月 13 日〜 1 月 22 日⇒ 1 月誕生日の方
2 月 3 日〜 2 月 12 日⇒ 2 月誕生日の方
3 月 3 日〜 3 月 12 日⇒ 3 月誕生日の方

詳しくは天草エアラインホームページ
エアラインホームページ
または、予約センターにお問合
問合せ下さい。

●予約期限
搭乗する日の１ヶ月前
月前〜前日まで
●予約窓口
予約センターのみ
●設定運賃（小児同額）
天草⇔福岡間：\5,000(
5,000(片道)
天草在住の利用月誕生日者
利用月誕生日者（本人）と同行者 1 名まで

天草エアライン 予約センター
センター
TEL 0969-34-1515
営業時間 9：00〜18：00
00 無休

年末年始
年末年始のお乗り継ぎ時間について
年末年始
年末年始は大変混雑致しますので、
●福岡
福岡/大阪（伊丹）空港 60 分以上
●阿蘇
阿蘇くまもと空港 40 分以上をお考え下さい
さい。

