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Ｋ社員のピアノ奮戦記

大人が楽器︵ピアノ︶を
習うにあたって︵その二︶

大人から始める楽器の練
習は︑イメージを持ってワ
クワクする︑頑張り過ぎな
い事︑そして人と比較しな
い事が大切なような気がし
ます︒
まずレッスンが決まった
曲を先生に模範演奏して貰
い︑許可が頂ければ先生の
演奏を録音します︒そして
それを聴く度にあたかも自
分が演奏している映像を頭
の中に浮かべると︑ワクワ
クした気持ちになります︒
これは脳にとても良い影響
を与えるそうで︑弾けるよ
うになる時間も短縮される
みたいです︒
次に︑自分の実力よりも
かなり上の曲を頑張って一
生懸命練習して弾けるよう
になった時︑感動もありま
すが︑燃え尽きてしまい︑

ピアノは大変だと認識して
しまい︑後が続かなくなり
ます︒発表会で︑難しい曲
をたどたどしく演奏するよ
りも︑自分のレベルか又は
それより少し易しい曲を情
感込めて演奏する方が︑聴
いている方はより感動しま
すので︑亀でいいので︑ゆっ
くりと上手になって行く事
が長続きするコツなのでは
と思います︒
また︑ある程度弾けるよ
うになって来ると上手な人
や︑同時期に始めた人や後
で始めた人が自分より上手
になっていると︑自分と比
較してしまってピアノを続
けていく気持ちが萎えてし
まいます︒他人の演奏を憧
れる事は良い事だと思いま
すが︑比較して落ち込んで
しまわずに︑ピアノを始め
た頃の気持ちを思い出して︑
ワクワクする気持ちを持ち
続けていく事が大切なよう
な気がします︒

このお正月は『寝正月』で
過ごされた方もいらっしゃる
と思いますが、もし寝違えて
首を痛めてしまったらどうし
たら良いでしょうか。
寝違えたときは、筋肉が炎
症を起こしているので、下手
に温めると炎症が余計に悪化
してしまいます。冷やしてクー
ルダウンさせるのが正しい処
置だそうです。ただし、寝違
えて二日以上経つと、ほとん
どの場合、炎症は静まってき
ます。この段階になると、血
行を良くするために温めるほ
うが良いそうです。

Check a to ilet

オーステナイト系ステン
レス(代表鋼種SUS304)と
フェライト系ステンレス
（代表鋼種SUS430)の二
相の組織を持つ二相系ス
テンレス鋼。基本組成比
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仕事柄︑外出する機会が多
く︑この季節は汗をかかない
分︑移動中にトイレに行きた
くなり辛い思いをする事がよ
くあるのですが︑小さな子供
さん︑高齢者や車椅子の方の
外出でネックになるのがやは
りトイレだそうです︒授乳室
やベビーシートがあるかどう
か︑車いす対応トイレの設備
があるかどうかが事前にわか
れば︑もっと気楽に出かけら
れる事でしょう︒
そんな方の為に︑クチコミ
情報によって︑車いす対応や
ベビーシート︑駐車施設があ
る﹁トイレ﹂︑﹁授乳室があ
る施設﹂などの情報を維持・
管理していくインターネット

二相系ステンレス鋼
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プロジェクト﹁ Check A Toil
︵チェック ア トイレッ
et
ト︶﹂があります︒現在 万
件以上の情報が登録されてお
り携帯でもチェック出来︑ iP
アプリも無料であります
hone
ので︑身近にトイレで困って
おられる方がいらっしゃいま
したら︑教えてあげてくださ
い︒

寝違えたときの正しい対処

あります。熱膨張係数は、
フェライト系とオーステ
ナイト系の中間を示し、
延性はフェライトに近い
性質を示します。Ｎの添
加が少ないと、溶接部な
どの靭性や耐食性の低下
が問題となります。
定しています。化学プラ
ント、受水槽、貯水地、
油井管、ケミカルタンカー
等に使われています。
オーステナイト系の欠
点である応力腐食割れに
も強く、フェライト系の
組織も持つため、磁性が
は25Cr-4.5Ni-2Moで、主
な鋼種はSUS329J1、329J
3L 、329J4L。
二相系ステンレス鋼は、
オーステナイト系ステン
レス鋼よりNi含有量が低
く、Ni価格高騰の影響を
受けにくい為、価格が安

ステンレス豆知識

入間航空ショー
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新しい 年が やって 来ま
し た︒皆 さん が︑そ して
景 気が大 空を 架ける が如
く 拡がる 事を 祈り︑ 昨年
月 日に埼 玉県の 入間
基 地で行 われ た入間 航空
祭 の写真 を掲 載させ て頂
きました︒
写真を 撮影 したの は弊

社 東京営 業所 のＮ社 員︒
高 速で飛 び交 うブル ーイ
ン パルス を見 事に撮 影し
てくれました︒
﹁ 晴れの 特異 日﹂と 言わ
れ る文化 の日 に行わ れた
航 空祭に は︑ 基地が 比較
的 都心か ら近 い事も あり
過 去最高 の約 ２８万 人の
人出で賑わったそうです︒
入間航 空祭 は︑航 空自
衛 隊員の 業務 への旺 盛な
取 り組み や装 備品の 展示
の ため︑昭 和 年 月
日 第 回 入間 航空祭 が開
催 された のが 始まり だそ
う です︒ 当時 の来場 者数
は約 万人︒
ブルー イン パルス は︑
宮 城県松 島基 地第 航空
団 に所属 する第 飛 行隊
で ︑機体 は初 代ブル ーイ
ンパルスがＦ︲ セイバー︑
代目は Ｔ︲ 練習 機︑
そ して現 在の 代目 Ｔ︲
練習機 と移 り変わ って
い ます︒ 私も ブルー イン
パ ルスの 飛行 を見に 行き
たくなりました︒
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