みなさま、こんにちは。 一か 月ぶり の
ご 無沙汰 です。つい先 日今年が 始ま った
ば か りな よ う に 思 いま す のに 早く も 十
月を迎え、残すと ころ 三カ月を切 ってし
ま いま した。
無事、年末ま で駆け抜けた いと ころで
すが、今年は襲来す る台 風で、徳島 でも
記録的短時間降 雨 で道路が 冠水 し、お車
や、お家 の浸水など に想定外 の被害が 及
びま した。皆様、大事なか った でし ょう
か？食 の宝庫北海道 の被害も甚大 で、日
本人 の食 に大打撃となりま した。十月 の
ことを 「
神無 月」と いう のも、昔 々から、
ち ょうど 五穀 の収穫 目前 で台 風 の襲 来
により流される被害 に見舞われだから、

し、２０２０年の東京オリンピックには６０隻を運行させる予定だ

十月 の異称は 「
神は無 い」と書 いて 「
神

浅草、スカイツリーなど２５カ所の乗降場でタクシー運転を開始

三人 の息 子さ ん全員を、スタ ンフォード大学 へ合
格さ せた アグネ ス・
チ ャンさ んが書 いた著書が 子ど
もを持 つ母親 に大きな話題とな って いるそう です。
子どもを勉強好き にさ せるには、 「
文
字 を好きな 子供 にさ せる事」だと語
り、また、東大 に三人 の息 子を入れ
た佐藤亮 子さ んは、 「
三歳 ま でに 一
万冊 の絵本を読 み聞 かせた」 そう
で、 人を 一人育 てるには、 手間
暇かかりますね～。
まだ間 に合う方 はどうぞ ！

２隻で試験運行後、８月より社会実験の一環として品川、築地、

無 月」とな った のかも しれません。

出動することを目的とし設立されました。

まだ シ ーズ ンが 終 わ った わけ ではあ

ウォータータクシーが、観光、日常利用、災害時の輸送手段として

りません ので、これから後 の台 風 で甚大

そうです。船は、最大６人乗りで屋根つき！雨天でも心配なし。

な被害が 及び ま せ ん よ う 願 うば か り で
す。
さ て、 秋 の行楽 シーズ ンです。先 日、

高知県の「わんぱくこうちアニマルラン
ド」の水槽内の話です。オオサンショウウ
オの水槽にエサとして入れられていた和
金が、逃げ続ける事３年半、未だ生きてい
るそうです。
カープ君が生まれたのは２０１０年、最
初、コウノトリやカモなどが飼育されてい
るバードハウスの池に放され、２０１２２０１３年はジャガーのエサとして過ご
し、とってもスリリングな一生を満喫中だ
そうで､なかなか逞しい生き様ですね。

２０１５年３月、東京に、日本発の水上タクシー専業会社、東京

一日の中で、一番長い時間を過ごす職場の環境次第で人生の
幸せ度が違ってくると言っても過言ではありません。お互いに
相手の立場に立った現行を心掛けたいですね。

日本で、クマによる被害が相次いでい
ますが、いつの日か、フレンドリーな関
係となれる日が来ればいいなと思いま
す。情報の出所は、
「カラパイヤ」や、現
在話題の「ＢＵＺＺ」というサイトにも
アップされてい
ますので探されて
みてください。

職場で嫌がらせや相手を不快にすることを指す「ハラスメン
ト」という言葉が使われ出して久しいですが、最初は、
「セクシ
ャル・ハラスメント（セクハラ）
」や、
「パワーハラスメント（パ
ワハラ）」にとどまっていたのが、最近ではその種類は３０種類
にもなっているようです。
スモハラ スモーク・ハラスメント
煙草を吸わない人が自己の意思に反してタバコの
煙を皺なければならない状況におかれる事
ソーハラ ソーシャルメディア・ハラスメント
上位の者が下位の者に「友達申請」や「フォロー」
といったＳＮＳ活動を強要する事
マタハラ マタニティー・ハラスメント
妊娠や出産を控えた者または経験者に対しての嫌
がらせ
マリハラ マリッジ・ハラスメント
未婚の者に対して行う嫌がらせ
モラハラ モラル・ハラスメント
常識や社会的モラルを強要する事
リスハラ リストラ・ハラスメント
リストラ候補に対する嫌がらせ

八王子 で夫婦殺害事件が起き、 そ の犯
人は 「
山上 一也」と判明す るも山上 は逃
亡 し、指名 手配とな り公開捜査とな った。
ストーリー は、千葉、東京、沖縄 の三
つの時空 でそれぞれ に展開 し、 「
山上」 に
似 て いる男を松 山ケ ンイチ、綾 野剛、森
山未来が演 じる。綾 野剛と恋仲 にな るゲ
イ のサラリー マンに妻夫木聡、松 山ケ ン
イチと結 婚 しようと決 めた知的障害 を持
つ愛 子に宮崎あ お い、 そ の父親 に渡 辺謙、
森 山未来 に興味 を抱 く泉 に広瀬すず と豪
華 キ ャストが織 りなす鬼気迫 る圧巻 の演
技 に、今 ま で体験 した こと のな い魂 を揺
さぶられ る 一作 でした。

水都徳島でも、川の駅構想が前進しますように。

香川県 へ行く用事が あり、手前 に 「
遠乗
り点検」を してもら いま した。左前 のタ
イヤ の傷 み方が お か し い事 に整 備 士さ
んが 気付 いてくれ て、確 認してみると、
なんと、タイヤにと っても小さ い穴が 空
いていて、パ ンク している ことが 発覚 し
ま した。４ＷＤ のク ル マで、タイヤ の厚
みが あ る のでゴ トゴ ト 異音が 聞 こえ る
わけ でもなく、しか し、このまま香川県
に行 っていたら、重大事故に つなが って
いたかも しれません。
今、不調は感 じなく ても、万全 とは言
えません ので、行楽 シーズ ンに遠出す る
前 には、ぜ ひ点検をお受け 下さ い。
それ では、今 月もど うぞ宜 しくお願い
します。

：平成２８年１０月２４日（月）
・・・・・平日ですね・・・・・
場所：アスティーとくしま
見どころ：朝は８時から開場で、力士が稽古をしている
土俵の一角で、人気力士たちの握手会が行わ
れ、サインをもらったり、一緒に写真撮影し
てもらうチャンスもあるそうです！
まだ空き席があるそうです！
滅多にみえない生お相撲の情報でした。

ロシア発、ペットのクマの話題です。
ロシアでは、日本でのクマに対する意
識とは異なり、野良猫や野良犬と同じよ
うに野良クマがいて、また、飼い犬のよ
うに、クマをリードにつないで散歩させ
たり車に乗せてドライブしている人がい
るそうです。

大相撲徳島場所 がやってきます！
平成２８年秋巡業
時

