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夜の東京タワー

先日の 夜、出 先で 目に
入 った東 京タワ ーが とて
も 綺麗に 見えた ので 、後
日 改 め て 、 芝 公 園 に 行 き、
そ こから 東京タ ワー を撮
影しました。仕事帰りだっ
た のでス マート フォ ンし
か なく、 私の撮 影未 熟も
伴 っ て 表 現 力 不 足 で す が、
実 際には 全体的 にオ レン
ジ 色の柔 らかな 光で 包ま
れ ており 、神秘 的に も感
じました。
最近は東京スカイツリー
に 押され て影が 薄く なっ
た 感のあ る東京 タワ ーで
す が、私 的には スタ イル
は 東京タ ワーの 方が 勝っ
て いると 思って おり 、特
に ライト アップ され た東
京タワーは
とても優雅
に感じます。
東京タワー
はエッフェ
ル塔を模し
て造られた
と言われて
いますが、
使われてい

る鉄の 素材は 全く 違う そ
うです 。鉄の 種類 は簡 単
に言う と、現 在、 最も 多
く使わ れるよ うに なっ た
鋼鉄の ほかに 、鋳 鉄と 錬
鉄があ ります 。錬 鉄→ 鋼
鉄→鋳 鉄の順 に炭 素量 が
多くなります。
エッフェル塔は錬鉄
（れんてつ）、東京タワー
は鋼鉄 ででき てい るそ う
で、錬 鉄は鋼 鉄の よう な
粘りが ない為 、エ ッフ ェ
ル塔は そのう ちグ ニャ リ
と曲が ってし まう ので は
ないか と危惧 され まし た
が、最新の構造シミュレー
ション 調査の 結果 、非 常
に頑丈 であり 、優 れた 設
計であ ったこ とが 確か め
られているそうです。
【WordでイラッとすることTop10】
Microsoftの『Word』は機能の多い 1位:1、2、3など勝手に連番が振ら
れてしまう。
とても優れたソフトですが、アシス
ト機能に足を引っ張られイライラす 2位:間違っていないのにミスを知ら
せる波線が出る。
することが頻繁にあった為、私自身、
最近は殆ど使用しておりません(^^;)。 3位:英文の先頭の文字が勝手に大文
字になる。
しかし、このイライラは私だけで
はなかったようで、R25が20～30代の 4位:スペースキーを使ったら冒頭の
文字がすべてずれる。
男性社員に「Word入力でイラっとす
ること」について調査した結果が発 5位:段落の移動をすると画像も動い
てしまう。
表されていました。この内容が自分
が感じていた事とあまりにもピタッ 6位:同じ文字を何度も入力している
のに毎回誤変換。
としていて思わず頷いてしまいまし
た(笑)。調査結果は次の通りです
7位:変な文節で変換されてしまう。
8位:文字を大きくすると、行間も大

ステンレス豆知識
異種金属接触腐食
過去の記事で掲載しましたが、ステ

ンレスと鉄が接触すると環境下の水
分を通して、電位差によって電流が
発生し腐食が発生する、特に鉄に対
してステンレスの表面積が相
対的に大きいほど、鉄の腐食
は大きく促進されます。これ
を『ガルバニック腐食』とい
います。そのメカニズムが左
の図です。
こ の腐 食を 防止 す るに は

Ｋ社員のエレクトーン奮戦記
７ 月から習い始め たエ
レク トーンですが、 レッ
スン 室をほぼ毎日借 りて
の 練 習 の成 果 も あ っ て

月中 頃には、【新日 本紀
行】 のテーマを通し て演
奏出 来るようになっ てい
まし た。その後は先 生か
ら細 かい表現のレッ スン

を受 けました。イン トロ

のホ ルンの鳴らし方 、エ
ンデ ィングのドラム ロー
ルの 強さと長さを含 め、
各楽 器の表現など、 私自
身が 気付いていない とこ

ろを 教えて下さいま す。
その 一つ一つが『な るほ
ど！ 』と納得のいく 事ば
かり です。独学では 決し

て得 る事が出来ない 、プ

ロか ら受けるレッス ンが
どれ ほど大切なこと か、
特に エレクトーンは たく
さん の楽器を表現す るの
で、 それぞれの特徴 を把

握し て演奏するのと しな

いと では大きな差が 出る
のだと実感したのでした。

『Word』入力でイライラTOP10
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きく開いてしまう。
9位:画像を挿入すると上下の文章が
分かれてしまう。
10位:上書きモードに気づかず入力
して後ろの文字が消えてしまう。
あと、突然「かな入力」になってし
まう(11位)や、URLやメールアドレス
が勝手に青い文字になる(12位)など、
イライラの原因はたくさんある様で
すが、設定で解決する事が多くある
様ですので、内容をネットで検索し
てみると良いかもしれません。これ
を機会に、私も・・Word・・復活・・
して・・みよう・・かな(^〇^;)
（ガルバニック電流が流れないよう
に）両者の間を電気的に絶縁する必
要があります。
腐食するからといって、鉄だけを
塗装すると塗装の不完全な部分の腐
食が促進されます。この場合、ステ
ンレスにも塗装して腐食電池の原因
である【+】極の動きも止めなければ
いけません。(参考資料：とことんや
さしい錆の本【日刊工業新聞社】他)

