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材 で錆びを 除去すれ ば
ステンレス豆
問題ありませんが ︑も
流し台は キレイにして らいさびをいつま でも
そのままにしていると︑
おきましょう
ステンレスの健全 な不
動態皮膜の保持に 必要
な 空気︵酸 素︶の補 給
が 悪くなる ために︑ 不
動 態被膜が 破壊され ス
テ ンレス自 体が錆び て
し まいます ︒多少素 地
が 食われる ので︑錆 を
除 去しても あとが残 り
ま す︒空き 缶の他に も
ヘ アピンや 鉄の剃刀 の
刃 も同じ結 果になり ま
す︒
いずれに しても︑ 流
し 台や浴槽 に限らず ︑
ス テンレス 製品をさ び
や 腐食から 守るには ︑
中 性洗剤な どを使っ て
き れいにし ておくこ と
がポイントです︒
︵ 参考資料 ﹃トコト ン
や さしい錆 の本﹄日 刊
工業新聞社︶

日本 では１９ ６０年
頃から ステンレ スの流
し台︑ 調理台︑ ガス台
の３点 セットが 普及し
始め︑ 今では非 常に高
い普及 率となっ ていま
す︒材 質は多く の製品
でＳＵＳ３０４です︒
流し 台でステ ンレス
が主に 使われて いるの
は上層の水槽︵シンク︶
と水切 り台で︑ どちら
も水に 濡れる機 会が多
く︑シ ンクには 塩分の
ある汁 などを流 すので
錆びな いか心配 ですが︑
汁の塩 分はそれ ほど高
くない し︑水を よく流
すので ︑きれい にして
おく限 り大丈夫 のよう
です︒
しか し︑マッ チの燃
えかす 等を入れ るのに
ステン レスキッ チンの
シンク の上に缶 詰の空
き缶を 置いてい ると空
き缶の 底が錆び て︑ス
テンレ スに丸く 錆びが
付きま す︒これ を﹃も
らい錆 び﹄とい います︒
この 段階なら ︑清掃

﹃おはぎ﹄と﹃ぼたもち﹄
まだまだ残暑は厳しい
ですが︑高校野球が終わ
る頃から日が暮れるのが
早く感じるようになって
来ました︒９月に入り朝
晩が涼しい日もあり秋は
間違いなく近づいている
ようです︒
さて︑ 月 日は秋分
の日です︒秋分の日と言
えば﹃おはぎ﹄を食べま
すが︑春分の日は﹃ぼた
もち﹄を食べます︒この
﹃おはぎ﹄と﹃ぼたもち﹄
の違いは何でしょうか︒
会社でもこの話に花が
咲きました︒
﹁粒あんとこしあんの違
いやんか﹂
と言う人もいれば︑
﹁いや違う︒﹃ぼたん﹄
は大阪弁で︑もともとは
同じ物やで﹂
と自信を持って言い切る
人もいたりして︑なかな
か楽しい会話になりまし
た︒
真実はと言えば︑﹃お
はぎ﹄は萩から︑﹃ぼた
もち﹄はぼたんの花から︑
どちらも季節の花から取っ
ていて︑どちらも全く同
じ食べ物なのだそうです︒
これで一件落着！ です
よね︒
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イングする瞬間に自然に体
が反応して動く姿にはつい
見とれてしまいました。格
好いい！。
また彼の後ろの
ライトをを守って
いた同じく入社二
年目の宮本君もダ
イビングキャッチ
をして大会からファ
インプレイ賞を貰
うなど活躍してく
れました。
残念ながら試合
には負けてしまいましたが、
来年が楽しみになって来ま
した。他の皆さんもお疲れ
様でした！。
第八話 とりあえず﹃猫踏
んじゃった﹄奏法で

ピアノ奮戦記

Ｋ社員の

ソフトボール大会！

レッスンを終えて帰宅す
る なり︑先程の 〜 線
︵アルペジオ︶をもう一度
練習します︒すると何度か
繰り返した程度でそこそこ
のスピードで弾けるように
なりました︒これには自分
で もび っく り︒そ して ︑
﹃俺はピアノの天才か︒も
しかして小さな頃からピア
ノをやっていたら超有名ピ

アニストになっていたかも
しれない﹄ なんて自惚れ
る始末︒
翌日の夕方ちょっと規模
の大きな本屋さんで一冊の
本に目がいきました︒タイ
トルは︑
﹃おとなのピアノ 独学の
すすめ ︵春秋社︶﹄
サブタイトルに︑
﹁ぼくはこうして︿英雄ポ
ロネーズ﹀をマスターした﹂
ってあります︒
そして︑本のカバーには
﹁楽譜が読めなくてもほん
とうに弾けるようになるの？！
独学のピアニスト ゼロ
からのアプローチ 究極の

９月３日（日）に当社が入っ
ている企業団地内の企業対
抗ソフトボール大会があり
ました。
この大会も既に
１５年以上続いて
おり、弊社も何度
か優勝することが
出来ましたがここ
数年はその地位も
他社に譲っていま
す。
写真は、入社二
年目の前田君。試
合ではでセカンドを守って
くれました。
野球経験者でもある彼の
守備は堅実でバッターがス
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練習法﹂
って美味しそうなことが書
いてあります︒
すぐ購入し一生懸命読み
ました︒
内容は楽譜を読めない著
者が高校生の時に友人が弾
いた﹁エリーゼのために﹂
に感動し︑友人に頼んで押
さえる鍵盤を全て教えて貰っ
て練習したら︑そこそこ弾
けるようになった︒という
ところから始まります︒
そこで著者は︑ピアノを
始めるのなら楽譜が読める
ようにならなければいけな
いと殆どの人が言うことに
疑問を感じます︒そして自
分がマスターした﹁エリー
ゼのために﹂の弾き方は楽
譜がなくても多くの人がス
ラスラと弾く﹁ネコふんじゃっ
た﹂と同じ方法だという結
論に至ります︒
要するに押さえる鍵盤を
全部覚えてしまう丸暗記奏
法ということです︒
そして︑その方法で﹃英
雄ポロネーズ﹄に挑戦し︑
悪戦苦闘の末になんとか弾
けるようになります︒
この本を読んでなんだか
気が楽になりました︒ 次
のレッスン時にＳ先生にそ
の本の話をして︑楽譜を見
ながら弾くのはとても辛い
ので慣れるまでネコふんじゃっ
た奏法で練習したいと御願
いしようと決心したのです︒

