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第三十五話

初表会

Ｋ社員のピアノ奮戦記

炭素（ ｶｰﾎﾞﾝ） 0 .0 8%以下

増えると硬さや引っ張り強さが高くなるが、耐食性
が落ちる 。

Si

ケイ素（ｼﾘｺﾝ) 1 .0 0%以下

引っ張り強さが高くなる。

Mn

マンガン

2 .0 0%以下

固溶化（均一に溶けこませる）の安定に有効。

P

リン

0 .0 4%以下

不純物。増えるともろくなる。

S

硫黄（ ｻﾙﾌｧ)

0 .0 3%以下

増えると、削りやすく、穴も開け易く（ パンチング）
なるが、割れやすくなる。

Ni

ニッケル

8 .0 0〜10.50%

ステンレスの酸化被膜を保護する。増えると耐食
性が良くなるが加工硬化性が悪くなる。

Cr

クロム

1 8.00〜20 .0 0%

酸素と結合（酸化）して不動対被膜を形成する。ス
テ ンレスの主成分。
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す っきり した 気分 になり
ました︒
発表会当日︑ 先
I 生か
ら︑
﹁ あれ︑ タキ シー ドじゃ
ないんですね﹂
っ て笑い なが ら言 われ︑
そ う言え ばそ んな 話して
いたっけ︵笑︶
﹃あじさいコンサート﹄
と いうタ イト ルの 発表会
が 始まり ます ︒お 二人の
演 奏が終 わり ︑三 番目の
私 は電子 ピア ノの 前に座
ります︒

C

発行所
㈱北陸ヨシナカ
東京営業所
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ハノンと﹃ my memory
﹄
のレ ッスン が一 ヶ月 半程
続い て︑と うと う発 表会
を迎 えまし た︒ 会場 は楽
器店のスタジオ︒
﹁本 番は楽 譜な しで 演奏
しましょう﹂
と ︑ 大 胆な 事 を 仰 る 先
I
生︒ でもよ く考 えた ら︑
楽譜 を見な がら 演奏 不可
の私 ︒先生 には っき りそ
う言 って貰 って ︑何 故か

性
特
SUS304規格
名称
記号

6

ル︵時速約 千 万キロ
メートル︶の スピードで
移動すれば世 界中の子供
達にプレゼン トを配るこ
とができるのです︒
光の速さ︵ 秒速 万キ
ロメートル︶ を越えてい
ないから十分 プレゼント
を配る事は可 能なわけで
すが︑とてつ もない速さ
でサンタさん は移動して
いるので︑子 供達︑いや
私達には見えないのです︒
これで︑眠ら ずにサンタ
さんを待つ子 供を納得さ
せる事が 出来ま すよね
︵駄目？︶

ステンレス豆知識

2005年10月号に掲載しましたSUS
を304をベースにした含有成分の
特性です。

１２月号
施し︑銀座を 訪れる人々
で移動しなけ ればなりま
を魅了しているそうです︒ せん︒
なお︑期間 終了後のツ
総移動距離を 時間の
リーは︑例年 同様︑一般
秒で割り︐ず っと同じ速
応募の中から 抽選で東京
度で子供達に プレゼント
近郊の公共施 設へ寄贈さ
を配るのに必 要な速さを
れるそうです︒
計算すると︑ サンタさん
は秒速約 千 キロメート

24

クリスマス特集です
クリスマスツリー
銀座ミキ モト本店前の
ガーデンプ ラザにジャン
ボクリスマ スツリーが飾
られている という話を聞
き︑見学して来ました︒
このジャ ンボクリスマ
スツリーは 群馬県嬬恋村
から大型ト レーラーによ
り根付きで 運ばれた︑高
さ約 メー トル︑樹齢約
〜 年 の大きなモミの
木を︑赤や ゴールドなど
のオーナメ ントと電球で
彩っている そうです︒約
千の光で 美しく輝くツ
リーに︑今 年はガラスの
ベルが飾ら れ︑優しい光
を放ってい ます︒さらに
毎正時には ︑鐘の音と共
に華やかな 光の演出も実
サンタクロースはいるのか？
﹁サンタさ んって本当
にいるの〜？﹂
子供からこ う聞かれた
ら何と答えたら良いでしょ
うか？ ここ は科学的に
考えてみましょう︒
サンタさん は世界中に
いる 億人の 歳以下の
子供達にプレ ゼントを配
ります︒ 月 日〜 日
の夜に配るの で︐地球の
自転を考慮し ︐配達には
時間かけ られます︒陸
地の面積を正 方形とし︐
子供達はその 中に格子状
に均一にいる とします︒
全格子点を通 るサンタさ
んの総移動距 離を求める
と︑５億１千３百キロメー
トル︒その距離 を 時間
25
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司 会進行役 のピア ノの
Ｏ先生 が演奏曲 ﹃ my mem
﹄ の 紹介 を し て下 さ
ory
います︒
﹁演 奏を聴き ながら ドラ
マの シーンを 思い出 して
下さい﹂
とい うＯ先生 の言葉 に︑
ちゃ んと演奏 しなけ れば
いけないというプレッシャー
が一 気に襲っ て来ま す︒
その 言葉は辛 いよと Ｏ先
生を つい睨ん でしま いま
した ︒その視 線の意 味を
キャ ッチされ たので しょ
うか︑Ｏ先生は︑
﹁と いうコメ ントを いた
だいています﹂
と 付け足 しさ れまし た
︵笑 ︶︒あら ︑Ｉ先 生の
コメントだったのね︵汗︶
と にもかく にも演 奏を
しな ければな りませ ん︒
え〜 い︑どう にでも なれ
と演 奏を始め ます︒ が︑
指が 横に震え て止ま りま
せん︒なんだこの震えは︒
横に 震えると 隣の鍵 盤を
押さ えてしま いそう で凄
く怖 い︑どう せなら 縦に
震え てくれと ︑わけ のわ
から ん事を思 いなが ら弾
いていきます︒
ガ チガチに 緊張し なが
らも ︑間違っ ても演 奏を
止め ず進めま しょう との
先生 のアドバ イスを 必死
で守 りながら 最後ま でた
どり 着きまし た︒司 会の
方の 勿体ない 賞賛の 言葉
と ︑ 先I 生 の Ｏ Ｋの サ イ
ンに ほっとし ながら 自分
の席に戻りました︒

