


ご挨拶。

 

『僕のＬＩＮＥスタンプコレクション。』

 

テーマは『パワーピクチャー』と『ポジティブ』です。

 

ＬＩＮＥスタンプはリリース前の段階ですが、

 

お気に入りのスタンプをご紹介させて頂きます☆

(絵葉書にもできますのでお楽しみ頂けたら幸いです。)
 

☆皆様のクリエイティブな感性にヒットしますように☆

 

インナーチャイルドの世界観から飛び出したキャラクター。

 

巷でいう『ゆるきゃら。』や『下手ウマい感じ。』

 

心の中に子供と大人が同居する僕の世界観ですので、

 

一歩間違えれば変人ですが『３歩進める時もある。』

(ちょっとだけ上手い事言ってみました。笑。)
 

最近は、

 

「ゆるキャラいいジャン！」と時代の流れを感じています。

 

これからも皆様の知的で文化的な日々を応援させて頂きます。

 

「いつも温かな応援をありがとうございます！！」　橋本　昂祈 
 
 
 
 
 



 



日常的ばーばん。





しんぷるばーばん。





クリエイティブばーばん。





魔法勉強ちゅうばーばんと不思議なお友達。





オリジナルを求めて。

『ＬＩＮＥスタンプやったろうじゃん！！』と勢いで始めました。

 
スタンプは、４０枚のイラストを描かなくてはならない。

 
イラストのサイズは縦が320pixel×幅370pixelと決まりがあります。

 
みんなはどうやって描いてるのかな？？

 
僕はイラストを描く時にもみんなと同じようには描けません…。

（パーソナル創は、みんなオリジナルを大切にしてます。）

 
画用紙に描いた下絵をPCにスキャンしてペイントソフトで仕上げるという感じです。

 
A４サイズの画用紙に６枚〜５枚の下絵を描いて、

ペイントソフトで色塗ってと地道にコツコツやる。

 
今までと要領が違ったのはＬＩＮＥスタンプの基準に合わせる作業。

 
めっちゃ簡単に考えてたのだけど、、、

後からpixelやサイズを変える必要性がでてきて、

画質の調整も基準値に下げたり、四苦八苦しました。

 
デジ絵ってよくきくけれど、

みんなはパソコンとペンタブレットで描いてるかな？

 
僕は一応、昭和の男なので、

頑なに『デジ絵？？なんじゃそれ？？』の人間でした。

 
小学生の時に習字を習っていた影響で

筆ペンの微妙なタッチや質感がたまらなく好きです。

 
インナーチャイルドの世界では、筆ペンで描いたけれど、

イラストで笑いや癒やしをとれたらいいなぁと、願いを込めて創りました。

共同作者様のセンスに助けられてなんとか形になっているような（？）

 



ちなみに、どうでも良い情報かもしれませんが、

引きこもりの時に描いてたイラストは『綾波レイ』(エヴァンゲリオン)
 
当時は、マンガ家さんに憧れて、マンガ家のマネをして『カブラペン』『丸ペン』を使ってま

した。

インクの瓶にペン先をちょんちょんと漬けながら描く感じ。僕にとって憧れの道具でした。

 
みんなも似たような思い出ありますか？

 



デジ絵ってなに？？

はじめて、デジ絵と言われる作品を観た時に、ＰＣ上だけで描いてるイメージが全く浮かばなか

った。

 
ある日、友人が教えてくれました。

「綾波レイがデジタルだと簡単に描ける！」

 
「本当なのか？？詳しい話し聞かせてくれよ！！」

 
(いやいや、簡単には描けません！(笑) 我ながら、すぐ、つられてしまう性格。)
 
そんなこんなで、

少しづつイラストソフトやペンタブレットを使うようになりました。

 
ある日、

某・家電量販店で店員さんと、

何気ない会話のやりとりをしてて、僕は衝撃を受けました！

 
「今は、デジ絵ブームみたいですね！

今の時代は、タブレットで指でなぞって描いてる人も多いですよ〜！！」と、店員のおねぇさん

。

 
「ほら、これみて下さい。」と、

スマートフォンの画面をみせてくれた。

 
画面上にいたのは、

『めちゃめちゃクォリティーの高い、北斗の拳のケンシロウだった！』

 
「これ、指でなぞって描いたらしいですよ〜！」

店員さんは当たり前みたいに言ったけど、

(なんか凄い時代に生きてんだなぁ〜。)とつくづく実感しました。

 
思えば、

テレビ・新聞・ラジオ・雑誌から情報を取って生きてきた昭和の時代。

 
時代は流れ、インターネット時代の到来。



みんながみんな発信者、アーティストになれる時代。

 
『アメブロ・FACEBOOK・メルマガ・YOUTUBE・Twitter』
 
宣伝広告の打ち出し方も変わる。

すると、求められるスキルや人材像も変わるようだ。

 
でも、どんなに時代が流れても、

変わらないのは人間としてのマインドではないだろうか。

（偉そうなことを言っている割に、僕はロボットとあまり変わらないけれど！笑）

 
『LINEクリエーターズスタンプ』って夢があっていいなと思いました。

 
みんなも同じように夢を感じて描いてるのかな？？

 



手先を使う作業って脳にいい影響があるみたいですねぇ〜☆

 
僕の母親の世代だと『手芸』で地域コミュニティーの和が広がったりしてます。

 
作品を作ってプレゼントしたり、素材を交換しあったり、みんなで集まってワイワイと。

そんな、ほのぼのした感じが素敵に思えて微笑ましいし羨ましくも感じます。

 
 
僕らは僕ら流に学び、発表したり表現したり、情報共有しませんか？？

 
 
「今流行りのＬＩＮＥスタンプさぁ〜、自分で作ってみた！！」

というセリフを言ってみたい 笑。

 
そこから広がる世界がきっとあるんだろうなぁ〜と想像しています。

 
たぶん、

『頑張ったからこそ出逢う事ができる人』がいるんだと思って頑張っています。

 
『３歩くん。』の執筆活動で皆様に出逢えたから、新しい作品を作れている気がします。

 
そして、

新しい自分と出逢えた事がなによりも嬉しい発見でした。

 
次はどんなワクワクが待っているだろう？？

 
まずは、

 
「審査を通して無事にリリースできるように最後の詰めを頑張ります☆」

 
 
(ページも追加していく予定でいますので気になった方はちょいちょい覗いてみてください。)
 
2015年２月25日。　制作者　 橋本　昂祈

　　　　　　　　　　Special Thanks  : Jun



再掲載のイラスト。





GOGOばーばん





夜空のアーティスト☆花火ばーばん。





南国ばーばんイメージ。





LINEスタンプ途中経過のお話し。(３月12日更新)

一通りのテストやチェックを終えて、３月５日に申請をだしました。

『審査に落ちても理由を付けて返してくれる』との事で気軽に考えています。

 
ＬＩＮＥクリエーターズスタンプはリリース前の『シュミレーション』ができます。

シュミレーションしてみて『ちょっと線が薄いかなぁ〜？？』なんてチェックもできます。

余白を10pixel程度残す事とPNG保存してある事、解像度72dpi以上、画像サイズのチェック。

初めての事なので『一発で通ればラッキー、落ちたら修正して再審査』と思うようにしました☆

 
〜そこで思い付いたのが『ＬＩＮＥスタンプ用イラスト』の再利用です。〜

 
『ＬＩＮＥはやっていません。』という方もたくさんいると思ったのですね。

 
〜実は僕の姉貴がガラケー愛用者なのです。ＬＩＮＥはやっていません。〜

 
〜久しぶりに姉と会った時。ＬＩＮＥスタンプの一覧表を見せた時の反応。〜

 
姉貴。　『なにこれ？？ＬＩＮＥスタンプなの？？』

 
母親。　『可愛いイラストだねぇ〜！よく描いたじゃない。』

 
姉貴。　『あ〜。ばーばん。でしょ？？このライオンはあきのりが赤ちゃんの時に着てたチョッ

キのアップリケじゃん。』

 
僕の心　(橋本家ではもはや説明不要？？ミスドのライオンじゃないって事が伝わって良かった

！笑)
 
〜そして、姉貴のＬＩＮＥスタンプ講義が３０分ほど熱く繰り広げられた。〜

(ＬＩＮＥ使わないのにぽんぽこアイデアを出す姉貴。意味不明なキャラは５つまでにしなさい

とか。これってなんの時に使うのよ？？とのダメ出しもあり。まぁ続けて２作３作とやってみな

さいとの事。)
 
『母親の世代にはポストカードが良いな。じゃあ背景入れてみようか。』

(今回は盟友のあとりえ詢さんが手掛けてくれました！クオリティ良いですね。サンクス、jun！)
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ゆるイラストと文章。

『生きている限り、作品を作り続けよう。一人でも元気になってもらえたら僕の勝ちだ！』

 
はじめの一歩。

母親を励ます事から始めました。

 
「お母さんじゃ上手く描けないな。あきのり、なにか描いてくれない？？」

当時、いろいろな事があって気落ちしていた母。

 
僕は絵の描き方などすっかり忘れていたけど

母のために真心を込めてハイビスカスを描いてみた。

 
普段めったに感情が動かない母が目の色を変えて

「素晴らしい絵だね！！」と褒めてくれました。

 
励ますつもりで始めたイラストなのでポジティブだけを意識してきました。

ですので、お笑いの要素が強いのかもしれません。

 
親族からは大爆笑を頂き、友人からは励ましと癒しを頂きました。

 
笑う門には福来る。といいますものね？？

 
『３歩くん。』も発表する予定もなく、同じような理由で書きました。

読んで下さる方々の存在自体が『キセキ』だと思って感謝しています。

 
昨日は３月11日。

皆様もいろいろな思いで過ごされたかと想像致します。

 
僕は昨日の夜、『あけまふ』のイラスト

『風船ばーばんとハイビスカスの涙。』を見て不思議に思いました。

 
自分が描いた作品（癒やしと笑い専門）なのに、、、

『なんでこのハイビスカス泣いてんだろ？？』と思ったのですね。

 
〜大気圏を突き抜けて、宇宙の片隅でひっそりと涙するハイビスカス。〜

〜蒼い三日月に乗っかって、それを見ているばーばんも少し寂し気な瞳。〜



 
『いつも元気いっぱいのハイビスカスだって人には見られなように泣いてんだなぁ。』

 
『風船ばーばん。ハイビスカスの涙の訳までは知らない。けど、きっと心で感じている。』

 
無意識で描いた作品。

数年経って意味が解ったというちょっとしたスピリチャル体験でした。

 (たまにはこんな小話もほんのり春らしくて良いかなぁ〜と思いました☆)
 
 ３月12日更新。



審査結果

皆様、いつも温かい応援をありがとうございます☆

 
４月１４日に、ドキドキの審査結果が届きました☆

 
開運☆ばーばん、無事リリース決定か？？

 
結果から申し上げますと、

一回目の審査は落とされました。泣

 
ご丁寧にリジェクト理由もご説明頂きましたので、

現在、急ピッチで再審査に向けて頑張っています☆

 
みんなは無事に通ったかな？？

 
ーーーーーーーーーーーーーーーー

ちなみ、審査落ちの理由は

シンプルに言うとこんな感じです。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

 
LINE Creators Marketをご利用いただき、

ありがとうございます。

申請されたスタンプは、

以下の審査ガイドラインの項目に該当いたします。

対象：画像(IMG 34-38)

1.5.スタンプ全体のバランスを著しく欠いているもの

 
(LINE Creators Market様からのメッセージ引用。)
 
ーーーーーーーーーーーーーーーー

 
なるほど！シンプルに言えば、

 



1 キャラに統一感がない

2 著作権の確認が取れてない。

 
ということらしい、、、。

 
 
みにたん☆冬物語からは『みにたん』『トコちゃん』を抜擢。

あとりえ詢さんの『チャンス君』『はぴねすちゃん』をお借りし、

インナーチャイルドからは『まふ君』『プリズムちゃん』の登場。

 
オールスタースタンプならば絶対、後悔はない！

まぁ、なにごとも失敗してみて気づくタイプではある！

 
ピンチはチャンスかもしれませんよね。

 



占術子話し。

リジェクトの結果を受け、

姉のお言葉をふと思い出す。

 
「せっかく頑張ったのだから、一回で終わりと決めずもう少し頑張ってみなさい。

スタンプに統一感がないと使う人が困るでしょう？だからオマケをつけるなら最低５つまでにし

なさい。」

 
ある意味では姉の未来予測通りの結果

弟の傾向性を瞬時に見抜くミラクルEYEをお持ちです。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

占術小話し。

 
姉のパーソナルは『全』（ぜん）と申しまして、その名の通り全体把握に優れています☆

僕のパーソナルは『創』（そう）と申しまして、オリジナル性がでやすい傾向にあります。

 
『創』は、勉強も人脈も横に横に広げて、それを融合させることが得意です。

『全』ほど視野の広い人はいないので、自分から素直に頼っていくと力になってくれます。

パーソナル全は、兄貴分や姉御肌のタイプです。

助けてあげたい人のため、ついつい、頑張りすぎてしまいます。

 
あなたの周りにもそんな人いませんか？

 
ひょっとしたらパーソナル全をお持ちかもしれませんね(^_^)
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 
LINEクリエーターズスタンプ　風船ばーばん。

リリースまではもう少しお待たせしてしまいます。

僕らの挑戦はまだまだ続きますので、

どうか温かな目で見守っていてくださいね。

 
2015年４月20日　橋本　昂祈　

 



開運ばーばん。のHAPPY　LIFEをリリース。

『皆様、お元気ですか〜？？』

 
昨夜、本当に、本当に、長年の夢だったことが一つ叶いました☆

 
〜８月１３日。１５時５６分。一通のメールが届いたのです！

 
メールのタイトルを見ると、

【LINE　Ccreators Market】スタンプが承認されました。

 
思わず、

「おお！やったよ！！ついに、夢が叶ったよ！！」

 
一人、小さくも力のこもったガッツポーズをして、

この、半年間の挑戦が無事にファーストステップに乗った事を

夢がひとつ叶った、歓びを噛みしめました。

 
「本当に、お待たせしてしまいましたね？？申し訳なく思います。」

 
お待たせしてしまった分だけ、

かなり満足のいくスタンプになりました。

 
アメブロでは、『はっぴー☆ばーばん。』とゆ〜、

ばーばん。の進化系のキャラが続々と登場していますが、、、

 
『そもそも、ばーばん。ってなに？？誰？？』

という、めっちゃ大事なご質問をいただきました。

 
めっちゃ基本的なご説明が足りてなくて

大変申し訳ありませんでしたm(__)m
 
今夜は、はっぴー祭りの第一弾として、

「僕の戦友、ばーばん。をご紹介して参りたいと思います☆」

 
皆様と、電子書籍でお会いできたのも、大切なご縁

どうぞ、最後まで、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます☆』　８月１５日　橋本　昂



祈



二つのばーばん。〜名前争奪戦〜

今でも、眼を閉じれば思い出す

 
懐かしき、昭和の古き良き時代の景色。

 
『香り』『音』『リズム』『温かな声』『優しき瞳』『温もり』

 
細やかな、兄弟ケンカ？

と言うよりも、末っ子のワガママである。

 
僕の６才年上兄が、

幼き日に可愛がっていたぬいぐるみの名前。

 
それが、『ばーばん。』という変わったネーミングでした☆

 
当時、

僕が幼稚園に上がる前の、微笑ましいエピソードです。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 
〜普段はめったに家にいない兄貴

   珍しく、僕と遊んでくれた日のこと。〜

 
ちっさな収納棚には、

僕たち兄弟のおもちゃの歴史が詰っている。

 
キン肉マンのメンコやら缶バッジ、なぜか、ベーゴマ？まであり、

わりと昭和ナイズなレトロなおもちゃが、ぎっしりと詰まっている。

(ちなみに、僕のおばあちゃんは大正生まれなので、オハジキやビー玉。)
 
「どこで買ってきたんだ？？」

とツッコミを入れたくなる、アイドルのブロマイド。

そして、

謎のプラスチック製の刀やバットで仲良く遊んでいた。

 
へとへとになるまで遊んでもらうと、



「もう、戦争ゴッコ飽きたね？」

と言って、一方的に遊びを終わらせる末っ子のわがまま発言。

 
「やっぱ、平和がいいよね！」

その一言で、たたみかけるとさすがの兄貴も優しい顔に戻る。

 
平和な空気が流れ出した時。

ふと、兄貴が古びたぬいぐるみを取り出して、

ぬいぐるみをみながら、一瞬、遠い眼をした。

 
兄が手にしたぬいぐるみの特徴は、

さんま〇まんまの、まんまちゃん。そっくりで、

これぞ！昭和のぬいぐるみ！という印象でした。

 
「俺のこのぬいぐるみ。可愛いだろ？？」

 
僕は、一瞬、悩んだけど、『う、うん。』と答えた。

すこしでも、興味あるふりをしないといけないと、

けっこう、子供心に気を使って気の利いた質問を考えていた。

 
『名前とか、あるの？？』

 
『あぁ！ばーばん。っていうんだ！ネーミングのセンスいいだろ？？』

 
『ば。。。ばーばん？？ばーばん！可愛いねぇ☆』

 
 
『ばーばん。』

 
兄のネーミングセンスの良さに感動し

ついつい、自分のぬいぐるみにも、『ばーばん。』と、

名付けて可愛がっていました(笑)
 
末っ子は、もの真似が上手いのでしょうか。

 
あなたのファミリーでもおなじような感じですか？？

 



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 
 わたしが占術師として、兄貴の鑑定書を観て思うこと。

 
パーソナル『匠』(たくみ)
ソウルカラーは『赤』。深層心理は『旅』

 
 わたしの自叙伝で兄の存在は、

サザエさんのカツオのようなキャラとご紹介しましたね☆

学校から帰ってきて、カバンを置いてすぐに遊びに行ってしまうほど、好奇心旺盛な兄。

深層心理『旅』を持つ人は、自由を求めています。好奇心旺盛で、いつも新鮮な空気を必要とし

ています。

 
昔の家族写真を観ると、兄だけ、頭に包帯を巻いていたり、松葉杖を持っていたり(笑)
一回、大きなケガをしても、治れば問題なしといた具合で、また、旅に出るのです。

 
FUMIOというフォト集の写真センスは『匠』〜TAKUMI〜の仕事でしょうね☆

『匠』〜TAKUMI〜という人格の人は、芸術的な感性がとっても高いです。

みんなができないことがあっさりできるけれど、

みんなが普通にできることができなくて悩むタイプです。

匠は、天才肌なのですね。スペシャリストタイプです。

 
あなたの周りにもそんな人いますか？？

ひょっとしたらパーソナル匠をお持ちかもしれませんよね。



どんどん進化していく☆ばーばん。

ばーばん。の洋服にまつわるお話し

 
通常は、キャラが来ているお洋服は統一するのがセオリーらしいです。

 
 
「そんなん、嫌だね！ばーばん。は、色んな服着てたほうが可愛いし☆」

そんなわがままな一言で、いろんな服を着させてあげることに決定しました。

 
僕は、ふだんマジカルカラーとラッキーカラーしか身につけないくせに、、、。

自分のキャラクターには、カラフルな服を着させてあげたいという矛盾（笑）

 
実際に、僕のばーばん。にはスタンダードなお洋服がありました。

 
〜ですが、祖母が得意のはり仕事で、ばーばん。の服を真心込めて創ってくれたのです。〜

 
おばぁちゃんが着物の生地などで仕立ててくれたば〜ばん。の服は、

『めちゃめちゃ和テイストであり。小豆色っぽいしぶい色つかい。』

 
子供心に思ったことは、

(なんか違うよ？これじゃ、戦後のばーばん、だよ。)と、

本気でそう思ったのだけれども、

おばぁちゃんの好意を無下にはできない性格なので

『ありがとう☆』と言って受け取ったことも思い出す。(笑)
 
〜だから、いろんなばーばん。がいて良いんだよ☆〜

 
少し、大人になった僕はそう思ったし、

平成の時代のお洒落な感じの洋服もあり、

時に、昭和を感じさせるレトロな遊び心もあり、

基本的に『ポジティブなことしか言わない』きゃら。

 
それが、『はっぴー☆ばーばん。』です☆



開運ばーばん。のHAPPY　LIFE

『開運ばーばん。のHAPPY　LIFE☆』

 
皆様、大変お待たせ致しました！！

下記URLから開運☆ばーばんが観れます☆

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://store.line.me/stickershop/product/1174943/ja
 
 
電子書籍の更新がない時には、

ブログかFACEBOOKにおります。 
琉球結界ブレス物語も更新中☆

〜お気軽に遊びにいらしてくださいね☆〜

 
http://hpspot.jp/hashimoto/ 

 
 
〜SHINSHIKI　SENJYUTU〜　

占術師　橋本昂祈ホームページもリニューアル中です☆

 
http://hpspot.jp/hashimoto/ 

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 
人生で最良なことは、最良なタイミングで起こる。

占術のメンターは、優しく包み込むように教えてくれました。

〜星々をひも解いていく中で、少しばかりの気づきを得たのです。〜

 
 
木星が乙女座にピタリと重なる

2015年8月27日に３５回目の誕生日を迎えました。

 
古来より、木星は拡大・繁栄の象徴であり、幸運を運ぶ年とされています。

『癒し』と『ポジティブ』をテーマに掲げて活動してきた、ここ数年間。

『作品』を通じて、一番の『癒し』を頂いたのは、きっと僕自身です☆

『産まれる前から』ずっと、ずっと、誰かの『温かな手』によって護られ

優しくそっと包み込むようにして、たくさんの『魔法の手』に導かれて

https://store.line.me/stickershop/product/1174943/ja
http://hpspot.jp/hashimoto/
http://hpspot.jp/hashimoto/


わたしたちは、こうして、この時代に産まれて、共に生きて行くのですね☆

 
個人として、たくさん試練があったような？気がしていますが。（笑）
『お腹が死ぬほど痛む時』には、『白衣の天使様たち』の存在を神様と感じ

『ごめんね』『ありがとう！』の言葉一つで仲直り。『おやすみなさい☆』

 
シンプルだけど、〜ぎゅっ〜と来て、ぷっ。と笑える。魔法の言葉。

なんだかんだで、シンプルが一番。HAPPY　ばーばん☆〜

 
ちなみに、アメブロでは、『ばーばん。』の進化系として

『はっぴー☆ばーばん。』というネーミングで再登場しました。

 
『開運ばーばん。とはっぴー☆ばーばん。どう違うの？』

良く突っ込まれる質問なのですが。。。

実は、ちょっと深い(？)理由があるのです☆

 



〜はっぴー☆ばーばん。ぷろじぇくと〜

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



奥付

 

僕のLINEスタンプコレクション

http://p.booklog.jp/book/94460
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マジカルカラーと魔法のストーン

 
 

開運ばーばん。のHAPPY　LIFE☆
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