皆様 こんにちは。
急 に寒さが 和らぎ、春 らしい陽射 し の日
が 多くなりま した。外出時に コートを着な
く てもよ いほど に暖かくなり、首が 空 いて
いるブ ラウ スも着 れるようになりま した。
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新作映 画を、 周りを気 にせず

今年から本格始動 したそうです。

昨年 ９月から の試験期間を経 て

ンタ ーテイメント」と提携 し、

を、映 画配給会社 「ワーナ ー エ

賞 でき るサ ービ ス 「シネカラ」

が、 最新映 画をカラオケ店 で鑑

ラオケ店 「コート ・ダジ ュール」

全 国１７５店舗を 展開す るカ

朗報 です！ 徳島 の吉 野川河 口で採られた海苔を、
特殊な冷凍技術 によ って長期保存 でき るようにした
「
海から摘 みた て の新鮮な生き ている海苔」
。
初め て目にした のは、 マルシ ェでしたが、 そ の後、
全 く 目にす る ことなく数年が 過ぎ ま した。
そ して３月１日、朝 日新聞 で 「ウ ミイグ アナ の命、
県産 の生海苔が 支 え」と いうタイト ルが 目に入 ってきま した。
静 岡県 の爬虫類動物園 「ｉＺ ｏｏ」 で、昨年 ４月からガ ラパゴ ス諸島 の固有
の種、 ウ ミイグ アナ の展示を始めたそうで、 （
ガ ラパゴ スから捕獲 してきた？）
しか し、 エサを食 べなく て困 っていたそう。そ の記事を 「
生き てる海苔」を 開
発 した徳島 の 「スペ ック」 の社 長が 見 つけ、 園 へ送 ってみたら、食 い つきが全
く違 った のだとか。人が食 べるには、高額な商 品 でした ので、 ニーズが あ って
良か ったと思 った記事 でした。

新 入社員を迎えるシーズ ンですね。
去年 の業界新聞に掲載され ていた、
新 入社員を テー マにした コラムに、
「最近 の新 入社員は、 電話 の市外局
番は知 っているが、 これを使わずに
電話をかけた ことが なく、携帯電話
であ ろうと、 固定 電話 であ ろうと、常 に市 外局番か らかけ
る」と いう ことに驚 いた上司 の声が 掲載され ていま した。
また、 スマホを使 い慣れ ているため、 パ ソ コン の初歩的
な操作す ら知らな いと いう若者が 増 え、 大 問題とな ってい
るんだ そう です。「フォルダ 」とか、「
クリ ック」とか、「
ド
ラ ッグ アンドド ロ ップ 」など の用語を知らな いだけ でなく、
ロー マ字 入力 の方法を知らな い人も いるそ う で、 日本 の若
者 のパ ソ コン離れは世界的 に見 ても深刻な状況にあ るそ う
で、就職 してか ら企 業側が、 ワードや エクセ ル の基礎講座
などを 用意 しているそう です。
公式な メールと ライ ン の違 いか ら教 えなければ な らな い
と いうと、ち ょ っと難儀 です。

先月のわくわく通信で、
「エアバッグ警告灯の点
灯または点滅」の件をご
説明差し上げましたが、今月は、
「ナンバープ
レートカバー」についてです。
２０１６年４月から、ナンバープレートカ
バー装着が全面的に禁止されます。カバーは、
無色でも赤外線を通さないカバーもあるそう
で、オービス逃れをさせないために全面禁止
になりました。また、フレームワクも、番号
を被覆するような太いワクはＮＧですのでお
気を付け下さい！

これから 一枚 一枚薄着 になると、朝出かけ
る前 の支度が 随分楽 になります し、厚着を
しなく ても良 い ので随分軽く、したが って
洗 濯物 も 少 な く な り主 婦 と し てはと ても
嬉 しいです。お 子さんが いら っし ゃるご家
庭は、お洋服 の着脱 にかかる時間が 短くな
る ので時間に余裕が 出来ますね。

全国４７都道府県から１０名ずつ、４７０名の社長
さんが登場する「社長チップス」が、２０１６年４月、
販促用菓子の販売を手掛ける「エスプライド」から遂
に発売されるそうです。
ポテトチップスのおまけとして、社長の顔写真や座
右の銘が入った「社長カード」が入っているらしい。
企業が販促用に使うほか、一般販売もさ
れるそう。どこで売るんかな？
徳島からは、四国アイランドリーグの
㈱パブリック・ベースボールクラブ徳島
の南啓介社長さんがチップスになるらしい。
後の９名は誰でしょう？楽しみですね。
良いとこばかりで、悪いとこが見つからないほどの効用ですが、強いて言えば、
ポールがもつれてこけるかもしれないって事くらいでしょうか。
最初、右手右足、左手左足が出ていた亭主が、だんだんリズム感が良くなり、気
に入って使いこなしているので、健康増進にぜひお試しください。
ノルディックウォーキングイベントも全国的に開催されているようです。

季節 の変わり 目 って、 「
去年 の今 頃、 何
着 よ った っけ？」と、毎 回思案す る ので、
「ベスト コーデ ィネ ート」を 写真に撮 って
貼 っておかな いとと思う訳で、今年も、そ
の季節が や ってきま した。去年 の コーデ ィ
ネ ートを思 い出 しま し ょう！
さ て、 困 った情報はと言え
ば、今年も スギ ・ヒノキ花粉
が 飛散する時期を迎えてしま
いま した。 目、鼻、 口から花粉が 入れば、
く し ゃみ、鼻づまり、鼻水、流涙等 の症状
が 引き起 こされる ので、徳島 県 のホ ームペ
ージ では 「日常生活に与える影響など によ
る社会的損失 の大き い疾患」と書かれ てい
て、たかが アレルギ ーなど では済まされな
い深刻な社会問題とな っているようです。
ア エラ３月７日号 では、 「アレルギ ー６千
万人社会」と題した特集 号で、８割が 症状
が 改善 した花粉症根治 の 「
舌 下免疫療法」
が 取り上げ られ ています ので、ぜ ひご覧く
ださ い。抗 アレルギ ー薬を飲めば 眠くなる
し、車 の運転等はくれぐれも気を付けた い
ですね。
今 月もど うぞ宜 しくお願いします。

プロボクサーとして崖っぷちのミツオと、クロとチ
ン子の二匹の猫の日常を綴った実話コミック「猫なん
かよんでもこない」を読みました。猫の縄張り争いと
か、
「しゃー」っと威嚇する表情とか、猫好きには「あ
るある」と共感してたまらない一作。その作品が「に
ゃんと映画化」に！！
主演は風間俊介君。北島シネマは３月１９日から公
開ですので、猫好きは映画館へ集合っ(^o^)／
２月のある日、藍場浜公園をケンシロウを連れて散歩
をしていると、前から左右とも杖をついて歩いている人
がいて、「あら～、足がお悪いんだわ～」と思いながら
だんだん近づいてくると顔が判明して、お友達だったので
「どしたん？怪我したん？」と聞くと、
「これ、杖ちゃうん
じょ～、ノルディックウォーキング専用ポールなんじょ～。
知らんのん？」と見せてくれました。
その翌日、ご来店いただきましたお客様が、代車に荷物を乗せ替えする時に、ノ
ルディックウォーキングポールを乗せかえているのを見て、
「これは・・・流行り
に遅れたらいかん」と、早速購入しました。
ネットでは、 ① 上半身も使った全身運動
② 首から肩にかけてのコリを解消
③ ポールを使ってより安全に負担も軽減
④ 生活習慣病の予防に最適
⑤ 約 40％から 50％のエクササイズ効果
⑥ 老若男女だれにもカンタンにできる

