皆様 こんにちは！
定期に配信させ て頂いている皆
様には、 ６月休刊してしま いまし
た ので２か月ぶりとなります。大
変失礼 いたしました。お変わりご
ざ いません でし ょうか？
早くも 一年 の半分が 過ぎ、後半
に突 入してしま いましたね 汗 っ 。

(

今年前半もご愛顧いただき厚く御
礼を申しあげ ます。 一同、事故も
怪我も病気もなく、無事後半を迎
える事が 出来ました。引き続き宜
しくお付き合 いくださ い。
さ て、今年 の夏は、猛暑ど ころ
か激 しい暑さを表す 「
酷暑」だと
言われ ています。お外 で作業 の皆
さんは、ご苦労様 です。今 のうち
から体力を蓄え体調を 万全 に整え
ておきまし ょう！
そして、お 子様が いら っしゃる
ご家庭には、 間もなく恐怖 の夏休
み。どんな体験をさせ てあげ よう
かと悩ましいと ころですね。

ジャッキアップをしなくてよい」など、ちゃんとした機能と
8/15(火)

五月 のニ ュースで、政府 の 「
休

タフで、しかもお手頃すぎるお値段。トラクターなどに比べ
て、「エアコンがついて快適！」、「タイヤ交換で大掛かりな
8/14(月)

み方改革官 民総合推進会議」が、

以前から、「
近くに来たらぜ ひ
観 に行き た い」と 思 っていた、
お馴染 みは、「
キ リン氷結」のＣ
Ｍ曲を演奏 し ている、 東京 スカ
パ ラダ イ スオ ーケ スト ラ の コン
サ ートが 神 戸国際会館 であ り、
愛車 ・アルト で行 ってきま した。
約 ２５００名 の観客中、 ほぼ
ほぼ ２０代か ら ４０代 の、 七割
が 女性 で男性は 三割、 そ し て、
ほぼ ほぼ全 曲立ち っぱ な し の踊
り っぱ な し で、 舞台 も観客席 も
一体とな った 巨大な ライブ ハウ
スに いるような感覚 でした。
非 日常を楽 しみた い時 にオ ス
スメ のグ ループ です。

スマートキーの弱点突き車盗難

最近増えている車の盗難の手口、「リレーアタック」。
車から離れた運転者に接近し、スマートキーから発信してい
る微弱な電波を特殊装置で受信、増幅させた電波を犯行グルー
プの数人がリレーしながら車に近づき、車に搭載されたシステ
ムをキーから発信された電波と誤認させ、開錠してエンジンを
始動し車を盗むという手口。怪しそうな人が近づいてきたら気
をつけましょう！

７月 １日、元伊藤忠商事 の会長 で、現在 日中
友 好協 会 会 長 の丹 羽宇 一郎 氏 の講演会 へ参 加
しま した。約 ３００名 の聴講者 でした。
話 の中 で、北朝鮮 が、頻繁 に発射 して いるミ
サ イ ルを 果 た し て本気 で撃 ち 込む つも りな の
かどう かと いう話 で、韓国 へは、元 々は同じ国
な ので可能性な し、中国 へも国境付近 に ２００
万人 の同胞が生活 して いる ので可能性な し、そ
して日本 へは撃ち 込む つもりはな いが、 日本
のアメリカ基地を攻撃
してく る可能性 はあ り、
しかも ミサイ ルの性能
誤差 ４０キ ロだ そう で
す。怖すぎ る ・・・！

修理や点検、整備や新車待ちの際にお客様に
ご利用いただく代車に、アルト・ラパンＦリミ
テッドを追加しました。
弊社の代車は、乗用車１１台、軽自動車２０
台、貨物車５台、軽トラック・バン７台の合計
４３台。「この機会に、乗ってみたいわ」とい
うご要望にもお応えできますのご希望の方は
お申し付けください！

見た目は、「キュート」で、「クール」で、「田んぼのフェラーリ」、低燃費で
8/13(日)

夏休みを短縮 して、そ の休みを別

本格的な夏到来です。路面はと
ても熱くなりますので、傷んだタ
イヤでは、高速走行時にタイヤ内
の空気が膨張し、バーストするこ
ともあり得ます。
タイヤチェックをオススメします！

小回りという性能意識がほとんどなく、長距離走行を想定した大きなエンジ

ンを搭載した、ダッヂやハマーが主流な国で、さて、軽トラックの印象は？
8/12(土)

便利さが評価を受けているそうです。

中古車市場も賑わっているそうですので注目です！
両店舗ともお休みさせていただきますので、お

お仕事シーンに欠かせない、地味に働く車として位置づけされている軽トラ

ック。昨年からアメリカを始めとする海外で大人気となっているそうです。

海外、特にアメリカなどは、広大な土地に直線的な広い道路が当たり前で、

不幸にも事故をされたと
かエンジンがかからない
などのトラブルの際には、
」車のお預かり、
代車の手配など
°
承っております。
090-86908444（森本）
まで、ご連
絡ください。
8/11(金)

の月に移動して、大人も 一緒に休
暇を 取れるよう企業に求め、前後
の土、 日と合わせ て最大 ９連休が
取れるようにする 「
キ ッズ ウ ィー
ク」と いう新たなお休み の創設を
来年 ４月から目指す方針を固めた
と報じられ ていましたが、 果たし
て国民に浸透するでし ょうか。
何はともあれ、楽 しい夏休みであ
りますように。

アメリカで日本の軽トラが大人気！

日本では、農家さん、魚の行商屋さん、大工さん、水道工事屋さんなど、

車の調子が悪い時はお盆までに見せてください！

空前 の大 ヒ ット本

「
うんこ漢字 ドリル」

新学習指導要領 に沿 った 「
日本 一楽 しい

漢字 ドリル」として、がぜ ん注 目 を集め て

いる 「
うんこ漢字 ドリル」
。「
？？？ 」と思

われている皆 さんも多 いと存 じます。 この

本 の特 徴 は、 「
全例 文 でうん こ の使 用 に成

功 」なん です。例 えば ・・・

こんな感 じで、そして、

要点 を 「
うんこ先生 」が

丁寧 に教 えてくれるので

す。 「
うんこ」という言

葉 の響 きが大好 きな子ど

もたちが、次 から次 へと

問題 を解 きたがる仕組 み

にな っているそうです。

しかし、「
うんこ」で子ども の心 を掴 んだ

２６０万部 の超魅力的 なドリル、 ここはシ

リ ーズも ので、次 は 『「
チン● ドリル」が出

る のでは？ 』と、期待がかか っているそう

です。親 しい人 のお子様 へのプレゼントに

いいかも です。

)

