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ます。上の段は右手が受け
持つト音記号、下の段は左
手が受け持つヘ音記号。し
かし、エレクトーンの場合
はピアノの楽譜に足鍵盤の
五線譜が追加された三弾に
なっています。二段のピア
ノでも悪戦苦闘している私
なのに、三段になったらいっ
たいどうなるのでしょう。
右手、左手、左足を同時に
別々に動かし、右足でボリュー
ムを調節しながら、場合に
よってはレジスト（登録し
ている楽器やリズムのパター
ン）も進めていかなければ
なりません。
両手両足をフルに使用し
ながら演奏するエレクトー

ピアノの楽譜は基本的に
は五線譜が二段になってい

Ｋ社員のエレクトーン奮戦記
エレクトーンの楽譜

５
ン。ピアノだけでも苦戦し
ているのに、もしかしたら
とんでもない楽器に挑戦す
る事になったのではという
思いがフツフツとこみ上げ
て来ました。

運動前のストレッチ
走ったり運動す る前は
ウォーミングアッ プとし
てストレッチをす る事が
一般の常識になっ ていま
すが、このストレ ッチが
ケガのリスクを高 めてし
まうそうです。
今年の駅伝で優 勝した
青山学院大学や、 プロテ
ニスプレーヤーの クルム
伊達君子選手、卓 球の福
原愛選手など、数 多くの
トップアスリート を指導
している中野ジェ ームズ
修一氏は、反動を 使わな
いで筋肉を静かに 伸ばし
て筋肉の柔軟性を 上げる
静的（スタティッ ク）ス
トレッチが運動前のウォー
ミングアップに適 さない
と説いています。
運動前のウォー ミング
アップの目的は、 運動の
主役となる筋肉の 血液循
環を良くして温度 を上げ
ることにあります。
筋肉の温度（筋 温）が
低いと、筋肉は粘 り気が
強くて動きにくい 状態で
運 動 に は 適 し て い ま せ ん。
スタティック・ス トレッ
チの狙いは筋肉の 柔軟性
を上げることです 。しか
し粘り気が強くて 伸びに
くい筋肉を頑張っ て伸ば

そうとすると、逆に筋肉
が硬くなってしまう可能
性があるのです。
ウォーミングアップに
最適なのは、ウォーキン
グやゆっくりと走るジョ
ギングのように全身を動
かして血液循環を促す運
動なのだそうです。
しかし、テレビのスポー
ツニュースなどで、スポー
ツ選手が運動前ににスト
レッチをしているシーン
があります。でも彼らは
その前にゆっくり走るジョ
ギングなどでウォーミン
グアップを済ませて筋肉
を温めてからスタティッ
ク・ストレッチを行って
いるそうです。走ってい
るところを放映しても絵
にならないのでニュース
ではその部分をカットし
ているのでしょう。
一般の人達がランニン
グをする場合はウォーミ
ングアップのみで十分。
どうしても不安なら、ラ
ジオ体操等の反動をつけ
て身体を大きくリズミカ
ルに動かす動的（バリス
ティック）ストレッチが
効果的だそうです。 （ 『 ラ

ン ニ ン グ の 作 法（ ソ フ ト バ

ン ク 新 書） 』 よ り ）

ステ ンレ ス、 特に オ ース テナ イ
ト 系ス テン レス は熱 伝 導の 悪い 材
料 とし て知 られ てい ま す。 常温 に
おける熱伝導は銅(320kcalmhr℃)
やアルミニウム(168kcalmhr℃)に
比べると1けた低い値(14kcalmhr℃)
です。

四月になっても寒い日
が続くなぁと思った途端
に急に暑い日がやって来
て、春はどこに行ってし
まったのかと思っている
うちに五月になってしま
いました。しかし花や草
木はしっかりと季節を辿っ
てくれているようです。
新聞の記事に【つつじ】
を掲載しようと思い、東
京都でつつじで有名な場
所をインターネットで検
索しつつ、もしやと思い、
住まい の裏 にあ る江 戸
川区行 船公 園の 庭園 を

蘭の花 も綺 麗に 咲い て
ました。 新緑も新鮮 で、
芍薬の蕾 もまさに花 開か
んと弾け そうです。 気が
付くと、 デジタルカ メラ

た。

散策し まし たら 、つ つ
じが満 開で した 。あ ま
りにも の無 知さ に自 分
自身に 呆れ なが ら庭 園
を歩い てい ると 、つ つ
じだけ でな く菖 蒲や 紫

のバッテ リが半分に なる

のが ステ ンレ ス製 の鍋 で 、そ の熱
伝導 の悪 さか らこ げつ き やす いと
いう 性質 を持 って いま す 。最 近で
はス テン レス と熱 伝導 の 良い 銅や
アル ミニ ウム を重 ねて 一 体と した
合わせ 板(ク ラッド )が 製造技 術の
向上 と共 に普 及す るよ う にな って
来ました。

こ の 性質 をプ ラス のほ うに 活か し
た 実 用例 とし ては ステ ンレ ス製 浴
槽 や ステ ンレ ス製 魔法 瓶な どが あ
り ま す。 いず れも 他の 金属 材料 に
比 べ て保 温性 に優 れる 為、 ステ ン
レ ス 製が かな りの シェ アを 占め る
よ う にな りま した 。一 方、 従来 か
ら 欠 点と して 採り あげ られ てい る
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