
 

 音色の豊かさから「ポケットオーケストラ」とも言われ

るハーモニカ。ある程度単音が出せるようになったら、い

くつかの演奏方法をマスターして表現力の幅を広げてみ

ましょう。代表的な演奏方法は、 

【ハンドビブラート奏法】ハーモニカに添えた手を揺ら

して音にビブラートをかけ、音色を変える奏法。  

【バイオリン奏法】複音ハーモニカ（リードが 2 枚あるタ

イプ）の上段だけを使って吹く奏法。バイオリンに近い雰

囲気の音色になります。 

【パッカー奏法】口をすぼめて吹いたり吸ったりする奏

法。ポピュラーミュージックやジャズ向き。  

【タンブロック奏法】 口を大きく開け、出したい音の穴以

外を舌でふさぐ奏法。クラシックに向いています。 

 【バンプ奏法】複数の穴を同時にくわえて息を吹いたり

吸ったりする奏法。ブルースに向いています。  

【ベース奏法】 日本独自の吹き方。3 つの穴をくわえて低

い音の穴をふさぎます。伴奏の役目をする音が出ます。 

【アルペジオ奏法】 複音ハーモニカでメロディーとアル

ペジオ（装飾的な伴奏）を演奏する奏法。 

 趣味の講習会などで仲間と一緒に練習すると楽しそう

ですね。演奏法をマスターするというより、好きな 1 曲を

完成させるつもりで取り組むといいでしょう。 

 普段はパンツ派の人も、これからの季

節ならスカートの出番がありそうです

ね。今回は脚をきれいに見せるパンプス

をご紹介しましょう。 

 美脚パンプスのポイントは甲のカッ

ティングにあります。このところ甲が広

く開いたパンプスが流行っており、前か

ら見ると指の股が見えるくらい浅く、横

から見ても深めのカットが特徴です。こ

のカッティングによって縦長ラインが

強調されるので、脚全体がすっきり見え

る効果があります。パンプスを新調する

なら甲が広めに開いたタイプが狙い目

ですよ。 

 また、トゥ（つま先）の形でも美脚効

果が期待できます。今年はほどよい丸み

のトゥをよく見かけますが、適度にと

がったトゥのほうが脚長に、かつ細く見

えるでしょう。そのほか、トゥだけの色

が違うコンビネーション（2 色使い）デ

ザインも脚長効果あり。後姿の美しさに

もこだわりたい人はバックストラップ

をお試しください。ヒールは 6 ～７セン

チくらいが良さそうです。 

着痩せする着こなし術② 
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 ポケットオーケストラ ～ハーモニカ②～ 

“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］ カビがすごくて困っています。とくにコンクリートの壁

がひどいようです。リフォームで何とかなるでしょうか？ 

          

［Ａ］ 梅雨時はカビが気になる季節です。カビは見た目

の問題もありますが、ご家族に喘息の方がいるとカビ

が原因で症状が悪化することもあります。 

 今回の場合、対策の一つとして、壁に減菌処理をした

上で断熱材を施す方法があります。実際に見ていない

ので詳細は分かりませんが、まずボードや床の一部を

撤去して下地の状態を調査します。もしも外壁に断熱

材を入れていない手抜き工事が見つかったら、壁全体

を入念に減菌処理してから

断熱材を隙間なく入れて下

地にするといいでしょう。 

 まずはカビの原因を調べ、

それに合った最善の対策が

できるよう一度業者にご相

談ください。 

 素足のひざやかかと、半そでから出たひじが気に

なる季節が訪れますね。今からバスタイムに角質ケ

アをして夏本番を迎えましょう。スクラブなどの角

質ケア用品を用意しておくと便利ですよ。 

【1】湯船に浸かって角質が気になる部分をやわらか

くし、お手入れしやすくしておきます。 

【2】市販のボディスクラブやジェルで角質部分を

マッサージします。皮ふは強い摩擦によって黒ずん

でしまうことがあるので、手のひらで円を描くよう

にやさしくマッサージしましょう。 

【3】マッサージ後に再び湯船に浸かり、お風呂上り

には保湿ケアもお忘れなく。角質が溜まりやすい部

分は皮脂分泌が少ないので、慢性的なうるおい不足

になりがちです。夏場は汗でうるおっているような

気がしても、それは表面だけのこと。これからはサ

ラッとしたつけ心地のローションなどでうるおいを

閉じ込めておきましょう。 

健康で長生きするための三大要素 

その１ 丈夫な足腰 

老化をストップさせるヒケツ 

リフォームでカビ対策 

暮らしのリフォーム Ｑ＆Ａ 

 丈夫な足腰。健康な歯。ボケない脳――。これが健康で

長生きするために必要な三つの要素だそうです。 

 丈夫な足腰を保つには適度な筋肉の維持と骨の健康が

欠かせません。どちらにも運動が必要ですが、運動と同じ

くらいストレッチにも注目しましょう。ある程度の年齢に

なると転倒による怪我が健康に大きく影響します。転倒の

原因は足腰が弱くなるせいもありますが、体の柔軟性の衰

えも見逃せません。昔なら打撲程度ですんだ転倒が、柔軟

性の衰えによってとっさの動きが鈍くなり、骨折に至って

しまうこともあります。 

 朝起きたときに軽くストレッチをすると体が目覚め、活

動の準備にもなります。寝る前なら一日の疲れをほぐし、

安眠へ導いてくれるでしょう。とくに弱ってきたと感じる

部分を中心にストレッチをして、できるだけ体が硬くなら

ないように心がけたいものです。 

Ｑ 
Ａ 

夏に向けた角質ケア 

 



 日本では冬至にかぼちゃを食べる習慣があるせい

か、かぼちゃは冬野菜だと思われがちですが、露地栽

培ものの旬は５月～ 10 月にかけてです。つまりかぼ

ちゃは、それだけ長期保存のきく野菜なのです。また

種類によっても旬が異なり、輪切りにした切り口が菊

の花に似た代表的な日本カボチャの「菊座」は 9 月～

10 月。小型で皮の色が濃い「黒皮」は 6 月～ 7 月。

黒皮の一種である宮崎県産の「日向かぼちゃ」の旬は

ちょうど今頃です。 

 宮崎には、いまや“宮崎県の宣伝隊長”とも言える

東国原知事の似顔絵入りのお土産がいくつかあり、そ

の一つが「日向かぼちゃのお漬け物」。甘い日向かぼ

ちゃを特製味噌に漬け込むそうです。かぼちゃのお漬

け物なんてめずらしいですね。通販でも買えますよ。 

＜材料＞（4 人分） 

かぼちゃ 320g（約 1/4 個）、グリーンアスパラ 50g、赤ピーマン 30g、長芋 50g、

ぎんなん（缶詰）50g、片栗粉小さじ 2、 塩小さじ 1/2 

かけ汁：だし汁 1/2 カップ、酒 大さじ 1、塩小さじ 1、しょう油・しょうが汁 各少々 

しゅん 



テレビの旅番組などを観ていると 

行ってみたい場所や国がたくさんありますね。 

「好きなように旅行プランを立ててください」と言われたら 

あなたはどんな旅をしたいですか？ 

 今年創立 40 周年を迎えたジャルパックが夢のよう

なコンテストを開催しています。あなたが思い描く夢の

旅行プランを考えて応募すると、最優秀賞に選ばれた 1

名のプランを商品化してくれるそうです。しかも、副賞

としてジャルパック旅行券 40 万円分をプレゼント！ 

これは絶対に見逃せないチャンスですよ。 

 旅行プランに必要な内容は次の５つです。 

■あなたの考えるツアーの名称 

■旅行日数 

■訪問予定の国・都市 

■ツアーのテーマとオススメのポイント 

■旅程表（詳細な旅行日程） 

 ここは思い切って壮大なスケールの旅行プランを

練ってみませんか。エコロジーに興味があれば、昨年話

題になった映画『不都合な真実』に出てきた危機的状況

にある場所を回って地球温暖化防止を改めて考える「ス

トップ温暖化ツアー」。世界一のリゾートを目指してい

るドバイで贅沢ざんまいに浸る「主婦だってお姫様にな

りたい！ツアー」。飛行機をチャーターして大自然が美

しい離れ小島に気の合う仲間と滞在する「ロビンソン・

クルーソーツアー」。今こそ国内の伝統や文化財を見直

す「日本再発見ツアー」（夜は有名シェフのお店を貸し

切って『スマップスマップ』のお料理コーナーのように

好きなメニューをオーダーできる）……。 

 ――夢が果てしなく広がって妄想が止まりませんね。

締め切りの 8 月 31 日まで絞れるだけの知恵を絞り

きって応募しましょう！ 

ジャルパック創立40周年特別企画 「あなたが行きたい旅」コンテスト 

■賞品 

最優秀賞（1名）：創立40周年の2009年度中に受賞作品を商品化 

           副賞としてジャルパック旅行券40万円分をプレゼント 

優秀賞（3名）：ジャルパック旅行券4万円  

■応募方法 

応募フォームをダウンロードして必要事項を記入し、郵送またはメールで応募 

詳細はホームページをご覧ください http://www.jalpak.co.jp/40th/ 

■応募締切 2008年8月31日 必着 

■問い合わせ先 

ジャルパック創立40周年記念プロジェクト jlpk40thanniversary@jalpak.co.jp 



皆さんは、(東急ハンズでも販売している) あの Ｇａｒａｇｅの家具を 

柳井地区で1番販売 しているお店が どこかご存知ですか！？ 

“つくれる文具屋さん”と謳（うた）っている木阪賞文堂は、柳井市の小さな

文房具店です。扱っている商材は、こだわらなければどんなところでも購

入できるものばかりです。そんな中で、あの東急ハンズでも販売している

木製家具のＧａｒａｇｅ（ガラージ）製品を、この柳井地区で一番販売をし

ているのが木阪賞文堂であることは まだまだ知られていません。  

ガラージ家具は、ＩＴＡＬＹ製を中心としています。組立業務で感じる

のは、その頑強さと品質の高さです。お値段は決してリーズナブルでは 

ありませんが、ご購入されたほぼ100％の方がご納得をされる製品です。   

近年は、自宅を事務所にされるケースも多く、限られたスペースの中で、

レイアウトに頭を悩まされる方が多いのに驚きます。単品購入で済むお客

さまならよいのですが、実際に組合せで置いてみたらどの位の広さにな

るんじゃろ～か!?との不安でなかなか踏み切れないのが実情です。      

 

 

 

木阪賞文堂では、実際に図面を引き、画面で立体３Ｄレイアウトを御

覧頂ながらお話しをさせて頂いているのです。ほぼ１００％実際のお部屋

（事務所）の雰囲気を事前に再現します。その場でレイアウトも修正できる

ので、打合せを進めながらオフィスをつくることが出来るんです。新築

や増築は勿論、ちょっとしたレイアウトの変更も遠慮なくご相談請け

賜りますよ。 

木阪賞文堂は只単に、商品を右から左に移すだけの事は致しません。 

地元のみなさんの夢や想いをカタチにしたい・・・そんなことを目指してい

る文房具屋さんです。「こんとな事までしてんですかっ！？」と驚く方の何

と多いことか・・・リクエストがあれば、出来る限りの事を実行しますが、無

理な場合は 『出来ませんっ！』と言います・・・・・でもまぁいろいろと相談

してみて下さいまし。狭いスペースのレイアウト大歓迎なんですよ。“お客

さんの立場”、ある時は“アドバイザー”として、ご提案していますよ。       

（木阪美：記） 

 

♪賞文堂の唄♪その2 
（｢今日もどこかでデビルマン｣の替え歌で） 

 

♪誰も知らない、まだまだ知られてない 

賞文堂が家具も販売していることを 

何も言えない、話したくない 

木阪賞文堂がガラージ家具を販売して

いることを 

♪人の世に愛がある、人の世に夢がある 

♪その美しいものをカタチにしたいだけ 

今日もどこかで 

賞文堂 

明日もどこかで 

賞文堂 ♪ 
(作詞;しらかべ       

エイタロウ) 

←<例>情報集約型オフィス図面 
デスクとラックを組み合わせて省スペー

スを実現いたしました。収納スペースは

有って有り過ぎることはありませんから

ね。坪数、スタッフ数、業種等でモデルプラ

ンをご用意しています。少スペースでも大

歓迎です。 



・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   8名（中央店6名、白壁店２名） 

★今月の教室⇒6/24消しゴムはんこ教室、6/26大人の塗り絵教室 

・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 

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。 

 

集中すると、店主思わず口ずさむ替歌シリーズ 
思わず閃き、提案してしまう癖・・・ 

でもどうせやるなら成果を出したいですからね! 

★20年目の新スタイル！「新型キューブテプラ」登場！ 
      

1988年発売当時、パソコンやワー
プロの普及が進んでおらず誰でも
直ぐにお使い頂けるダイアル入力
方式を採用したデザインでしたね。
あれから20年、56機種の変遷を
経てこの度２つのタイプが新発売と
なりましたよ。シンプルなルックスとコ
ンパクトなボディ！いつも近くに置
いておきたくなる新型キュービック

テプラです。（写真はSR600型⇒¥23,940です) 

～若者よ～(のメロディーで) 

♪あのお客さんからの注文は～ 

ハッキリ言って(当店に)お任せ～ 

なのに～  

何故～ 

他の仕事も溜まっているのに～ 

ボクは凝るのか～ 

そんなにしてまで～ 

空に また 陽が昇るとき 

ボクには見えるのさ～♪ 

(あのお店・会社が)輝き続ける光景が・・・ 

(大いに字余り) 

 ＊作詞;しらかべえいたろう 

 

  

とことん凝ってしまった 
Gパン屋さんの名刺 

少量でも糊付製本仕様で 
凝ってしまいました 

封筒の地図製作・・・お客さんに迷
惑をかけない為に・必要です・・ 

挨拶状にも地図、建物写真を
貼り付けて判り易く・・・ 

つくれる文具屋さん、木阪賞文堂。お客さん
は何のためらいも無く、いろいろな事をご依頼

されます。その期待に応えたいですねぇ 


