皆様 こんにちは。
８月ま で の暑さが嘘 のように、朝夕
め っき り涼 しくなり、食 欲 の秋、読書
の秋、 スポ ー ツの秋、 そ して、絶好 の
お仕事 シーズ ンの到来となりました。
９月は 「
中秋 の名 月」 で、 お 月見を
す る習慣が ありま して、満 月は、毎年
１２～ １３回あ る のに、 なぜ ９月 の満
調べてみますと、芋やサ

月だけが 特別扱 いされ て月を 見る ので
し ょうか？
ツマイ モなど の収穫祭、稲刈りをす る
前 の稲 の豊作祈 願など、農作業と深 い
関係が あ るそう です。満 月を 見る こと
で、貴族たちは風流を感 じ、 一般 人は
収穫 への感謝を表 していたと いう説も
あります。お 月見に欠かせな いお団子
は、 子宝 に恵まれ ると言われ ていて、
子孫繁栄を 願 って のお 月様 へのお供え
だ そう で、 我々が食 べち ゃ、 いかん の
ん ですね。
お 月様 の今 を ト キ メ ク 話 題 と 言 え

東京海上日動火災保険株式会社より、
「事故時の安心」と、
「日常運転中の安全の運転サポート」
がセットになったオリジナルドライブレコーダーを活用した特約保険が出ました！
■事故対応サービスは、

１）端末が強い衝撃を検知すれば、

２）なんと、ドライブレコーダーを通じて、保険会社事故サービスへ自動発報して

くれて、それだけではなくて、事故映像も自動で記録・送信してくれるんです。
３）さらに、事故サービスより、状況に応じて消防等へ連絡をしてくれるんです。
■事故防止支援サービスは、

１）過去に事故が多かったなどの危険地点に接近したら警告してくれる

２）車線逸脱等の片寄り走行や、急アクセル、急ハンドル、急ブレ--キなどの危険
挙動を検知した時に、音声メッセージと画面表示で注意喚起してくれる。

少し前に、ハウス食品が、シチューをかけ
る派？分ける派？ という投票を行ってい
ました。９１，７９６票のうち、ごはんと分
ける派が 58％、ごはんにかける派が 42%、
地図の赤い地域がわける派が勝ち、地図の青
い地域はかける派が勝ち、思ったよりもかけ
る派が多かった結果、「シチュー オン ライ
ス」が発売となった模様。結果発表はこちら
です↓
https://housefoods.jp/data/stew_c/wak
ekake/index.php
かけますか？ 我々、かけませんよね・・・。

ば、 秋篠宮眞 子さまと、 小室圭さん の
婚約内定記者会見で、小室さんが、「
あ
る 日、夜空 に綺麗な 月を 見 つけ、 そ の
時 思わず宮様 に電話を しま した。そ の
後も綺 麗な 月を 見 つけると嬉 しくなり
宮様 にお電話をおかけ しています」と
ロマンチ ックな エピ ソードを紹介され
てま したね。幾久 しいお幸せをお祈 り
しています。
野菜 や 果 物 の美 味 し い季 節 です の
で、極力食 べ過ぎ には気を つけた いで
すね。それ では、今 月も宜 しくお付き
合 いくださ い。

まさかの
新商品

気になる特約保険料は、どなたも一律月額６５０円！

契約が終れば、ご自宅にドライブレコーダーが届きますので装着！で、出来上が
りです。今現在では、東京海上日動火災の自動車保険のみの新商品。
１

新規ご契約の際や、契約更改時にご案内させていただきますのでご検討下さい。

れ参加 してきま した。ご講演者は、 一橋大学 国際企業戦略 研
究科教授 の ‘
楠木建さん’。タイト ルが、「スト ーリーと して
の競争戦略、優れた戦略 の条件」
。「
戦略 の神髄は、 思わず人
に話したくなるような 面白 いスト ーリー」と のこと でした。
ご 講演タイト ル の 「スト ーリーと しての競争戦略」 の著書
は、 ２０万部を超 える ベ ストセ ラーで、 「好き嫌 いと経営 」
と いう著書も、本好きな亭
主がゲ ラゲ ラ笑 いなが ら読
むほど です ので、 よほど 面
白 いようです。
ぜ ひオ ススメします。

今月は、マナーコンサルタントの川道映
里先生をお招きし、グループ討議、発表、
社会人マナー基本７原則、マナーコミニュ
ケーションなどを教わりました。
県外のカルチャースクールの講師にも招
かれているとてもいい講師さんです。出張
講座にいらしてくださいますので、皆様の
会社でも招かれてみてはいかがですか？

と吹き出 てくるほど 暑い日が 多か った です。

それ に し ても今年 は、 毛穴か ら汗が じと～～～ っ

う で、 溺れる ってことはな いん ですね。

小さな水滴 （
地 上な ら霧、 上空な ら雲）が 生 じるそ

そ う です 。水蒸気 量が 、 飽 和水蒸気 量を超 えると、

気 中 に これ 以上水蒸気を含 めな い飽 和状態 のことだ

湿度 １００％と はど んな状態 な のかと いうと、 空

イ ッタ ーで呟かれ ていま した。

と違 うん？」と 思 っていると、 同 じような質 問が ツ

て聞 いた ことが ありません。「１００％ って溺れるん

が あ ると報 じられ ていま した。 １００％ の湿度 な ん

９月７日、東京 では湿度が １００％にな ったと ころ

湿度 １００％ って、 溺れませんか？

マナーコンサルタント
川道映里先生の
マナー講座を受講しました

アメリカ のウ ィス コンシン州 で、自動販売機
メーカ ー 「スリー ・スク エア ・マーケ ット」が、
従業員５０名 の同意を得 て、 米国企業 で初め て
従業員 の体内に マイク ロチ ップ の埋め込みを実
施 したと のニ ュースが 八月に報 じられま した。
マイク ロチ ップ を手に埋め込んだ従業員が、
手をかざすだけ でオ フ ィスの入退出 の際や、 コンピ ュータ ー のア
クセ ス認証や、社内 の自動販売機 でジ ュースを購 入したり でき る
ようにな ったそう です。
マイク ロチ ップ と いえば、我々 日本人は、飼 っている動物に埋
め込むと いう話を聞く程度 で、アメリカ ではす でに軍隊と病院 で
実施され ていて、 軍隊 では、 兵士 の血 圧、 呼吸など
体調に関す る情報を ２４時間 モ ニタ ーして、指揮官
が 部 下のストレ スを把握 し、作戦能力を高め るため
に役立 て、病院 では、 入院患者 の体調管 理に効果を
発揮 しているそう です。
いいことづくめ のような話 ですが、 そ の反面、本
人が チ ップご と誘拐されたり、勤務外も、従業員が
常時監視される恐れが あり、 「退社す る時ど うする
んだ ろう？」などとイ ロイ ロ考 え てしま います。
今より安全 な社会 になる のでし ょうか？

国道交通省から、タカタ製エアバッグリコール改修を促進
するために、未改修車両については、平成３０年５月以降
「車検を更新しない措置」がなされることになりました。
つまり、「車検が通りません！」
対象車種が１７０万台あるそうですので、今一度お手元に
届いているハガキや国道交通省のＨＰをご確認ください。
八月、あわぎ んビジネ スカレ ッジ主催 のセ ミナ ーが 開催さ

最近、タクシーで、ペット専用の送迎サービスが増えているそ
うです。ご多忙な方や、免許を返納された時など、とっても便利！
サービスは、動物病院や、ペットサロン、実家への送迎など・・。
お客様ご利用ごとに消毒、
除菌で
常に衛生的ですって
うちの愛犬ケンシロウのよう
に小さくても、毛が落ちるのを嫌
がられるのではないかなどと気
を使いますので、徳島も堂々と謳
ってくれる会社さんができたら
嬉しいなと思います。
。

