皆様 こんにちは。日頃よりご 愛 顧いただき

大変ありが とうござ います。

さ て、長い冬が 終わり、待ちに待 った春が

や ってきま した。受験生 のお 子様をお持ち の

親御様 におかれま しては、お疲れ様 でした。

また、卒業式 シーズ ンでもありま して、

大変おめ でとうござ います！

そ して今 月は、別れと出会 い の季節 でもあ

りますね。辞令 を受け て、徳島を去られる方

「
ば あち ゃんと 一緒にご飯を食 べよう！」

食 糧自給率 １０７％を誇 る南あわ じ市 の
‘
食 の拠点推進 課’ で、あたかもば あち ゃん
と 一緒 に地 元 の特産 品を食 べている気分 にな
る動 画を制作 し、自治体 のプ ロモーシ ョン動 画と しては、閲覧
回数が 異例 の十六 万回超と話題にな っています。
動 画は ２種類、《朝ご はん編》 では、 おにぎ りや、 レタ スの
味噌汁、お ろし玉ねぎ のちりめん和えなどが 並 ぶ食卓 で、おば
あち ゃんが 「よう寝れたか？」「
生 野菜も し っかりおあが りや」
などと優 しく声をかけ てくれ て、《晩ご はん編》 では、 玉ねぎ
のステーキや淡路ビ ーフ、淡路とらふぐ のお刺身などが 並 ぶ食
卓を、親戚やご 近所さん総勢 ２０名が 囲み、 「
仕事はど うなん
や？」などと声をかけ てくれる。
ふるさと納税をす ると （１万
円以上）
、希望す る先着 ２０
０名 に、ＶＲ の視聴キ ットを
贈 ってくれ るそう です。
ふるさと納税 に各市 町村も
あ の手 この手 ですね。
ひとり暮 らし の皆さんに、ぜ
ひお試 しを オ ススメした い
情報 でした。

いずれも大爆笑 の１００選が 出そ ろいま して、私が 選ぶ
勝手にベスト ５です。
・アモーレも 今や我が家 の新ゴジ ラ
・守 ろうと 誓 った嫁から 身を守る
・「
ち ょ っと いい？」
上司 の手招き ち ょ っと いや
・席が な い 会社も家も 電車 でも
・情熱と 一緒に燃えろ 皮 下脂肪
サ ラリー マンの悲哀が 伝わ ってきますね。ガ ンバ！

少し前から空き倉庫を事務所へ貸
したり、花火やワークショップなどの
イベントや川の駅などで何かと話題に
なっている万代埠頭。
気になる「Ｍｏｒｉｓｏｎｓ」というお店
に行ってきました。店内広々～～～！
取扱商品は、
「雑貨」「植物」
「貸部屋」
「ギャラリー」と「お飲物、お食事」
、
そして、嬉しい事に、わんちゃん、猫ちゃん連れＯＫなんです。
オーナーは、石川かずこさんという方で、
ドッグトレーナーの資格もお持ちだそうです。
お店の飼い猫、メルちゃんも抱っ
こさせてもらえて、もちろん、飼
い犬のゾエちゃんとも触れ合えて、
それから、尊い事に、神山の愛護
センターから一頭ずつ引き取って
きて、お店で里親探しをもしてらっしゃるんです。
右下の白い子が現在の飼い主募集中のわんちゃん。
日によってシェフが代わるランチも大好評だそ
うで、ベジメキシカンランチのようなお洒落なメ
ニューもあるようです。特筆すべきは、こういう
類のお店なのに、元々倉庫なので通気性が良く、
動物臭がまったくしません！
また来たいと思った万代埠頭情報でした。

を 見送 る職場は、慣れたチームメイトを送 り

出す寂 しさが あり、反対に、徳島 に着任され

る方を出迎える場合は、これから始ま る何か

を期待 し ココロが弾 みますね。

新 入社 員さ んを 迎 え る企 業 様 も多 い事 だ

と思 います。弊社にも、三月 一日から新 入社

員さんが 入社 してき てくれま した。

国道店 フロント職 の

「服部孝代と申 します。

以後宜 しくお願 いしま

す。」

整備士職 の、 「
岸本 飛龍と申 します。宜 し

くお 願 いします。」先輩 に良く 習 って、 立派

な整備士さん

にな ってくれ

ますように。

それ では皆様、

行楽 シーズ ンです。遠出 の際 には 「
遠乗り点

検」をオ ススメさせ てくださ い。

今 月も、ど うぞ宜 しくお願します。

ちょっと気になる
万代埠頭！

クロネコヤマトの宅急便でクローズ
アップされたドライバーの過重労働問
題、昨年の大晦日の２１時ごろ、入っ
ているカード会社から荷物が届きまし
た。頼んでもいない来年のカレンダー
でした。大晦日のその時間に、申し訳
なくなりました。荷物を出す側も、配
慮が必要だなと思います。
みんなで気をつけましょう

２月号に掲載した問題の答えです。
絵をよ～く見てください。
そうです。ポテトは２つで「２」な
のです。質問のポテトは 1 つなので、
10 + 10 + 10 = 30
10 + 5 + 5 = 20
5+2+2=9
5 + 1×10 = 15
チクショー！25 と思っちゃいました

コネクテッドカーが狙われる？
最近よく聞くコネクテッドカーとは、
ICT （ Information & Communication
Technology）端末としての機能を有する車の
事で、車両の状態や周囲の道路状況などの様々
なデータを取得し、ネットワークを介して集
積・分析をおこなう車の事で、運転者にかかわ
るだけでなく、車自体が社会に役立つ膨大なデ
ータを収集する情報端末となるんです。
一方ウィキリークスは、ＣＩＡがコンピュー
ター制御された車をハッキングして乗っ取る
方法を開発していたことを暴露しました。車を
乗っとり、事故を起こしてターゲットを暗殺す
るのが目的なのだとか。
いつの時代も、便利
と思われる開発がさ
れても、悲しい事に
悪用する奴が必ず出
現し怖いですね。

２０１５年に東京に１号店を
OPEN し、その後京都に２号店
を OPEN した「BOOK AND BED TOKYO」。
さらに１号店にバーを新設し、「BOOK AND BED
and BAR」として、お酒の飲める、泊まれる本屋と
して好評だそうです。
本好きには、お酒を飲みながら読書をして、その
まま寝ることが出来るなんて、まさに至福の時間。
しかも、本棚の中にベッドが組み込まれ、本に囲まれ
ながら眠るような構造となっていて、経営者が本好き
で、自分の欲する空間を創造したのかもしれません。
しかし、ここを利用する人は趣味が共通なので、意
気投合してゴールイン！などという事もありえますの
で、すでに次なる展開の計画があるかもしれません。

