♡
新春のお 慶びを 申しあ げま す。
旧年中は 、ひと かたな らぬ ご厚情を 賜り
誠にあり がとう ござい まし た。
本年も変 わらず 宜しく お願 い致しま す。
皆様に、 これで もかこ れで もかと
幸せが降 り注い でくる
一年であ ります ように

さて、自 動車屋 目線か ら見 た弊社の 一年の ス
ケジュー ルをご 案内さ しあ げます。
一月、九 （土 ）
、十 （日 ）
、 十一（月 ）の三 連休に
初売りを 企画さ せてい ただ いていま す。
（別紙チ ラシを ご覧く ださ い）
二月、フ レッシ ュマン の方 は、四月 に間に 合わせ

デーに連載されていた藤子不二雄さ
んの漫画「プロゴルファー猿」
。

主人公は、猿そっくりの天才ゴルフ

グ イ っと やっ て 、新 しい

れていま す！

ベル 缶 が数 量限 定 で発 売さ

の文 字 がデ ザイ ン され たラ

の中 央 に「 申」 と 「迎 春」

「オ ー ルフ リー 」 から 、缶

ールビールテイスト飲料

サ ン トリ ーの ノ ンア ルコ

私たちが子どものころに、少年サン
年の 運 を呼 び寄 せ たい です
ね。

や！」が口癖で、ありえない超個性的

なホールを、ありえない必殺ショット

で、シューズも履かず攻略していき、
次々と現れる強敵を打ち破るストー
リー。
全く突然のニュースでした。
昨年、英国デヴォン州のペイントン動物園は、猿
にバナナを与えない方針を発表したそうです。
「今更デスカ？」って感じなのですが、人間向けに改良さ
れたバナナは、高カロリーで糖分が多く、糖尿病や虫歯、胃
腸の具合が悪くなる原因となっているらしく、バナナをやめ
れば、毛の状態が良くなり、糖分が減ったことで攻
撃性が弱まり群れが安定したそうです。
やめてからも、猿たちがバナナを恋しがる様子は見
られないそうで、猿に気の毒な事しましたね。

サン デー 派 は、「 プロ ゴ ルフ ァー

猿」、マガジン派は、
「あした天気にな

ぁれ」で人気を二分していて、今じゃ

シングルの腕前の国道店の三原店長

は、「あした天気になぁれ」を見てい

たそうです。

地域によってデザインが変わるドンクの干支パン。２０１６年のデザインはこんなんだそうです。

どの地域のお猿パンも可愛いすぎて、食べられないかもしれませんね。

今年の十二月二十二日の冬至の日、福岡市の
動物園でおさるさんが柚子湯に入る様子が報じ
られました。
入り方は、まず、「① 湯に浮かんでいる柚子
を競い合って食べる。
」「② あらかじめ湯の中
に蒔かれて沈んでいる小麦などを足の指で拾い
食べる。
」だそうで、食べながら温泉を満喫って
羨ましい楽しみ方ですね。
お猿さんって、かなり警戒心が強いらしく、飼育員さんたちは
十一月ごろからお湯に慣れてもらう練習をさせていたそうです。
凶暴なイメージがある猿や、ただの大ねずみのカビバラ等の動
物が温泉に浸かっている様子は、外国人からはとても珍しい光景
だそうで、観光コースに大人気。
我々とは違う種にも心を配ることができる日本って、つくづく
素晴らしい国だと思います。

「ゴリラ」の話題
です。ゴリラはギシ
シャ語で、「毛深い
女部族」という意味
で、ゴリラの学名は
、
「ゴリラ・ゴリラ」
ローランドゴリラ
は「ゴリラ・ゴリ
ラ・ゴリラ」だそう
です。
ゴリラの血液型
は、驚くべきこと
に、全員Ｂ型なんだ
そうです。「うっそ
ぉ！」
Ｂ型の皆さん、ど
うりでゴリラっぽ
いなどと言われな
いようにしましょ
うね～。

名古屋エリア

九州エリア

四国・中国エリア

るため、 お車の ご注文 はお 早めに！
三月、メ ーカー 決算月 の為 、登録台 数が多 く、ど
の自動車 屋さん も混み 合い ますので 、車検
は余裕を 持った 日程で ご予 約くださ い。
四月、冬 タイヤ ～夏タ イヤ への履き 替えシ ーズン
です。冬 タイヤ のまま 走行 すると、 この冬
に使えな くなり ます。
五月、ポ カポカ 陽気で 交通 事故が多 くなる 季節で
す。運転 にはい つにも 増し て気を付 けて。
六月、ワ イパー の刷毛 、タ イヤの溝 は十分 ですか ？
梅雨入り 前に、 点検を お受 け下さい 。
七月、エ アコン の効き をチ ェック！
八月、夏 休み、 長期間 車を 使わなく なりま すので 、

め、自慢の手作りの木製クラブで日夜
勝負を繰り広げている掛けゴルファ

ー。「ワイは猿や！プロゴルファー猿

すっごく懐かしい！「バザールでござーる」
たしかに、ものすごく一世を風靡した気がするのです
が、何のキャラクターだったか、まったく思い出せま
せん。調べてみると、1991 年にデビューした日本
電気（ＮＥＣ）のマスコットで、声は、財津一郎さん
が担当していたようです。
今でも、ＮＥＣの店頭での販促活動に登場したり、
ＮＥＣの携帯電話の一部でマチキャラ
への設定ができたり、また、ゲームや
ダウンロードアイテム、占いなど無料で
楽しめるコンテンツがたくさんあるよう
です！ 息の長いキャラクターですね。

バッテリ ーの健 康状態 に留 意しまし ょう。
九月、夏 の路面 で傷ん でし まったタ イヤの 状態を
チェック です。
十月、行 楽シー ズンで す。 遠出の前 には遠 出点検

四 国へは割 り当て

雪の 地域に 行か れる方へ 。冬タ イヤの

をお受け 下さい 。
十一月、
注文はお 済みで すか？

が少ない ですの で、早 めに ご注文く ださい
謝をこめ て、ボ ディー のお 手入れも 含めた

十二月、 一年間 、働い てく れた愛車 や営業 車に感

ｍａ ｉｎｔｅ ｎａｎ ｃｅ 」
、

メンテナ ンスを してあ げま しょう。
「Ｈｅａ ｒｔｆ ｕｌ

で今年も 邁進し ますの で、 何なりと お申し 付け
ください 。

本年も倍旧のご愛顧のほど
ひとえにお願い申し上げます 。

毎年の一月号のわくわく通信は、干支にちなんだ話題でお送りしていますが、猿の映画と言えば「猿の惑星」
の右に出る作品はないと思われます。
最新作は２０１４年の「猿の惑星：新世紀（ライジング）」
。サブタイトルは「ヒトの世紀が終ろうとしている」
。
ストーリーは、猿には害のないウイルスの蔓延により滅亡状態にある人類と、知識や言語を得て進化した猿が対
峙する展開の中、人間側にも、猿側にも「共存か、決戦か」の議論が沸き起こります。決戦だった場合、運動能
力は劣るし、鋭利な爪や牙を持っているわけでもなく、人間ってつくづく非力だなと思うと同時に、地球号に住
んでいるのはヒトだけではないという実感がわく作品です。この作品で７作目ですが、一作目があまりにも衝撃
的過ぎて、なかなかそれを上回る驚きがないのは私だけでしょうか？

ァー、猿谷猿丸。６歳でゴルフをはじ

