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カフェオレとカフェラテ

磁性

先日︑コーヒーショップに
行ってカフェオレを飲もうと
思ったら︑メニューにはカフェ
ラテしかありませんでした︒
さて︑カフェオレとカフェラ
テはどう違うのでしょうか？︒

①どちらも同じ︒呼び方が違
うだけ︒
②ラテはシナモンが入ってい
る︒
③オレは飲む前にミルクとブ
レンドするが︑ラテは 最
初からブレンドしてある︒
④オレはラテよりミルクの
量が多い︒
⑤泡立てたのがラテでそうで
ないのがオレ︒

実は全部不正解でして︑ド
リップコーヒーと温かいミル
クを半分くらいずつ入れたも
のがカフェオレで︑エスプレッ
ソマシンを使ったコーヒーに
泡立てたミルクを注いだもの
をカフェラテというそうです︒
ちなみにカフェオレはコー
ヒー・ミルクという意味のフ
ランス語で︑カフェラテはエ
スプレッソ・ミルクという意
味のイタリア語だ
そうです︒ややこ
しいですねぇ・・・

ステンレス豆知識
ステンレス鋼の特性
オーステナイト系（18％クロム、8％
ニッケル。代表鋼種はSUS304）、フェ
ライト系(18％クロム、代表鋼種はSUS4
30)、マルテンサイト系(13％クロム、
代表鋼種はSUS410)ステンレスの特性に
ついての比較表です。
オーステナイト系は熱処理（焼き鈍
し）加工を施した後は非磁性ですが、
フェライト及びマルテンサイト系は強
い磁性を持ちます。また、加工硬化性
はオーステナイト系はニッケルを含む
分強くなります。伸びはフェライト系
及びマルテンサイト系はあまりない為、
曲げ加工に弱い性質があります。
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極めて優れた特
徴を有している
極めて良好。成形
性にも富 む
良好。但 し50 0〜
60 0℃の 温度範囲
で加 熱・徐冷され
ると耐食 性が劣 化
する
軟鋼の約 1.5倍
軟鋼の３分の１

冷間加工で多 少 軟鋼 と同じ傾向
の硬化が認めら の加 工硬化性を
れる
示す
屋外の使 用には
問題がある
オー ステナイト系
に比 べて劣 る
高熱に加熱し急
冷される と熱影
響部の結 晶粒が
粗大化して脆化
する 欠点を持つ
軟鋼とほぼ同じ
軟鋼の２分の１

大気 中でサビ を
生じる ことが ある
オーステ ナイト系
に比べて劣る
溶接 性良くない。
予熱 後熱処理を
しないと溶接割れ
軟鋼 とほぼ同じ
軟鋼 の２分の１
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と丸めて、そのままシンクをこするだ
け。適度な摩擦で、ステンレスのくす
インターネットで『おばあちゃんの みが消えて、傷も付つきません。使い
知恵袋』というサイトがあります。衣、 捨てなので衛生的だし、洗剤を使わな
食、住、健康と色んなジャンルで知恵 いから手荒れも心配要りません。磨き
を授かる事が出来ます。その中から私 終わりに、雑巾でシンクの水滴を拭き
が特に便利だなと思った知恵を紹介さ とると、水あかを防いで、ステンレス
せて頂きます。
の曇りを防止します。

くことができます。また、ドライバー
を差し込む前に、ファスナー部分をド
ライヤーで少し温めておくと、ファス
ナーが壊れにくくなります。ドライバー
をひねるときにあまり力を込めてしま
うと、ファスナーが壊れてしまうから、
慎重にゆっくりと力を入れるのがコツ
です。

◆白い運動靴のクリーニング

◆ファスナーに布がからんだときには

◆アイロンのテカテカを消す方法

まず、白い運動靴を普通に洗って、よ
く乾かします。乾いたら、運動靴の布
目にベビーパウダーをはたき込むと見
違えるほど白くなります。又、パウダー
でコーティングされていますので、次
に洗う時も汚れが落ちやすくなります。

ファスナーの構造は、上の部分だけが
つながっていますので、ファスナーと
からんでしまった布のほうに、ファス
ナーの下の部分からマイナスドライバー
を差込み、布をゆっくりと引っ張って
あげます。このとき、コツとしては、
ドライバーを少しひねってあげればい
いね。ファスナーのスライダーがさくっ
と持ち上がって、からんでいた布を抜

お酢＝１、お水＝２の割合で、コップ
半分位の量の酢水を造ります。衣類の
テカテカの部分に、軽
く浸タオルで塗ってか
ら、低めの温度のアイ
ロンをかけると、テカ
テカがきれいに消えま
す。

『おばあちゃんの知恵袋』

◆シンクの掃除
使いおわったラップを、くしゃくしゃ

第五十六話 リズムの厚い壁

Ｋ社 員 のピアノ奮 戦 記

レッ スン 方法を 一旦 白
紙にし て先 生に相 談し た
結果︑ 練習 曲以外 に︑ 簡
単な楽 譜を 初見で 弾く 練
習を取 り入 れる事 にな り
ました︒
善は 急げ とクラ シッ ク
の初心 者用 の楽譜 を購 入
し︑レ ッス ンで使 うよ う
にしま した ︒どの 曲を 弾
くかは 先生 が決め ます ︒
その度 に心 臓がド キド キ
します︒
リズ ムが 単純で 一定 の
曲は２ 〜３ 度繰り 返す と
ぎごち なく ですが ︑な ん
とかゆ っく りと弾 ける の
ですが ︑和 音が出 て来 た
り︑付 点等 リズム パタ ー
ンが変 わる と︑も うお 手
上げ状 態に なって 止ま っ
てしま いま す︒リ ズム を
先生に 教え て貰い なが ら
なんと か最 後まで たど り
着きます
この 練習 方法を 繰り 返
すうち に音 階やリ ズム を
もう少 しス ムーズ に読 め
るよう にな れば︑ いず れ
は初見 でも 弾ける よう に
なるだ ろう と思っ てい た
私でし たが ︑リズ ムの 勉
強をも っと しなけ れば 初
見はい つま で経っ ても 弾
けない とい う事に は気 付
いていないのでした︒

