九月 長月

日常、 仕事を し ていて 「え っ？そんな こと
言う てま した っけ？」とか、 「聞いてな いよ」
人間 のす る こと って、 曖昧だ と 日

とか、 聞き 間違 いや勘違 い って、 結構あ りま
せ んか ？

の生まれ変わりかもですね。

皆様 こんにちは。 一ヶ月 のご 無沙汰 でした。

頃から思 っている のですが、「ｂ ｕｚｚ」と い

ゴビはレオナルドさんに一目ぼれ

お変わりござ いませんか？

検査や検疫待ちだそうです。

うサ イト で、 まさ に勘違 い の事 例が ア ップ さ
れ ていま した のでご紹介。

・「
領収書 のお名前は い
かが 致 しま し ょうか？」
と聞かれた ので 「上 でお

イギリスに移送され４か月にわたる

台 風 の襲来 シーズ ンで、台 風十号は、 北海
道、 東北 に甚大な被害を 及ぼ し、被害 に遭 わ
れた皆様 に心よりお 見舞 いを申 し上げ ます。
住むと ころも着 る物も食 べるも のにも事欠 い
ている方 々を差 し置 いて、非常 に不謹慎な の

マル柄、チェック柄など、きっと目が♡になる柄と出会えること間違いなし。

店頭でも、９月中旬からご覧いただけるよう準備中ですのでぜひご利用ください。

先 日、ガ ラケーから、 スマホに変

えました。機種は、 アイフォン。

音声 アシスタ ント機能が付 いてい

て、あくま で音声 アシスタ ントであ

るはずな のに、実在 の人に尋ねたよ

うな答えが 返 ってくる時があり、非

常に驚 いています。

例えば、「
あなたは ステ ィーブジ ョ

ブズが好き ですか？」と言う問いに、

以下のような返事を します。人 工知

能と の交信、 いろいろ試 してみたくなりました。

%

あ って、かなり のお値打ちも のだ そう です。格式 の高 い、色留袖 の三ツ紋 で、足元

に、縁起物 の鶴 の吉祥文様 の群鶴 図、帯は金 の箔糸 で織りあげ た 西陣織 で、１００

０万はするだ ろうと着物通 の方 々が 予測され ていま した。

そ のお着物が、雨に濡れたわけ ですから 「
キ ャ～ 」とな ったわけ ですが、小池知

事は 「濡れち ゃいま したね」と いう 一言で笑 みを絶やさず、流 石、世界 の晴れ舞台

に立 てる器 の大きさを 見ま したね。この閉会式、安倍総 理が マリオ で 「現代的」を

アピ ールし、小池知事が着物 で 「
伝統的」を役割分担 したかも しれな いですね。拍

手喝采、お 見事 でした。

試験日までカウントダウン。

願 いします。」と言 ったら

ます。見事合格すれば「みなし公務員」！

の食

員」という資格取得にチャレンジしてい

ですが 、 北海道 は、食 糧自給率 ２００

車の検査業務を代行できる「自動車検査

以 下の領収書を渡された。

デザインは、水玉柄、フラワー柄、ハート柄、マーブル柄、ストライプ柄、アニ

閉会式 での、 小池 百合 子東京都知事 のお着物姿 に目が釘付

の田中一也君が、本来国が行うべき自動

材 の宝庫、 じ ゃが いも、 玉ねぎ 、 トウ モ ロ コ

品の取り扱いを始めました♡

け でした。東京 の首 長と して、と ても華やかな装 いでお綺
麗 でしたね～ 。

に申請してから一年が経過したスタッフ

・ド ア の前 のシールには、

い時、お値段もお手頃で、とっても可愛いデザインのカー用

リオ で の話題と言えば、 メダ リストたち の話題と共に、

お車をご購入の際、今お乗りのお車をイメージチェンジした

あと でネ ットを 見ると、あ のお着物、ご本人も 「
勝負着物」と言われ ているだけ

弊社の整備主任者として、地方運輸局

シ、 ユメピ リカ農家 の被害 は、 我々 の食卓を

トランドに連れ帰りたいと、現在は

「
ご自分 で動か して下さ

ていきレオナルドさんを待つという粋な計らいをしてくれ

直撃 で、 と ても他 人事 ではあ りません。徳島

レオナルドさんは、ゴビをスコッ

い。」と書かれ ていた。

する場所もあり、大会主催者の配慮でゴビをゴールに連れ

では 見な いですけど、 北海道 って、 キ ャベ ツ

人 の話はよく聞

５日目、６日目の山越えのコースは、気温が５２℃に達

頑張って～～～～～！

いたり、良く見な
いと、お客様 にご
迷惑をお掛け した
り、自分自身 も怪
我を したりします

っこして助けながらその日完走したのだそうです。

ので気を つけよう！

トから一緒に走り、何度も渡る川は、レオナルドさんが抱

の産地 でもあ るん ですね。ト ンカ ツや ハンバ

ルドさんは「ゴビ」と名付け、三日目も「ゴビ」はスター

ーグ の付け合せに欠かせな いキ ャベ ツが 手に

ゴールまで走り、迷うことなくお休みのテントにまで入っ

入らなくな るかも しれません。

からね」とばかりに、レオナルドさんに並行して二日目の

台 風 シーズ ンは これか らと いうと ころで到

う。そして、犬は、スタートすると、
「今日から一緒に走る

来は仕方な い ので、 水資 源 の蓄 え程度 の弱々

ートラインで、自分を見上げている１匹の犬に気付いたそ

しい台 風に来 てもら いた いなと思 います。

リス人のディオン・レオナルドさんは、大会二日目のスタ

さ て、 夏休 み中 でもあ

このレースに参加していたイギ

りま したし、と ても エキ

れました。

サイト した リオ のオリン

「ゴビ・マーチ 2016」が開催さ

ピ ック。多く の日本人が
「
まさか ・・・夢を 見て
いるようだ 」と思 った の
は、 男子４００メート ル
リレーではなか った でし ょうか。世 界 二位 の

たんだそうです。

実力を持 つアメリカを出 し抜く走 りに絶 叫 し
ま した。今 回、 メダ ルを授与された方 の中 で

犬はメス犬で、レオナ
てきて寄り添って寝たんだそう。

１９８０年代後半か ら ００年代 に生まれたゆ
と り世代 に人たち、 ゆとり世代 の教育 の理念
の 「個 の尊重」が 功を奏 し、 国策が 成功 して

それとも誰か
したのでしょうか？

いる のかも しれません。 ４年後 の東京 オリ ン
ピ ックは、 ほんとに楽 しみです。
最後 にな りま したが、年末ま で残り約 １１
０日しかなくな って
しま いま した。 ９月
も、今年もど うぞ宜
しくお付き合 いくだ
さ い。

か け て約 ２５ ０ キロ を走 破 す る

福島県いわき市と言えば、昔炭鉱の町として榮え、
石炭産業と共に衰退し、町を救うべく、日本初の温泉リゾ
ート施設「常磐ハワイアンセンター」
（現スパリゾートハ
ワイアンズ）が立ち上がり、施設でフラを取り入れボリネ
シアンショーを披露し、蒼井祐ちゃん主演で映画化され
た、毎分５．５トンという湯量を誇る湯の本。
東日本大震災の影響により観光客が激減、
「このままでは、いわき
湯の本がなくなるのではないか、かつて町を救ったフラガールの
ように、私たちが愛してやまないこの町を後世まで残したい」と
フラを踊る女将さんたちが勉強を重ね、２０１６年４月に「フラ
女将」として発表されたそうです。地元愛に満ちているのは全
国津々浦々皆同じ、負けないように頑張りたいですね。
８月、中国ゴビ砂漠で、７日間

