
� 月末にベトナム・ホーチミンを訪問しました。ホーチミン、人口は ��� 万人と大阪府と同等の
規模です。私自身は学生時代にホーチミンを初めて訪れたことがあり（既に �� 年前）その後も
今から��年以上前にこの都市を訪問しました。自分自身も年月を経て気が付くポイントが変わっ
てくると感じますが、端的に言うと �� 年前の中国と近い印象を受けました。タクシーも自家用
車も格段に増えていましたが、まだまだバイクが車道の大半を占めており、街中はバイクの移動が一番早いと
言います。そして朝は歩道に小さなプラスチックの腰掛けを出し、フォー（米麺）やバインミー（フランスパ
ンのサンドイッチ）を売る屋台が至るところで見られました。� 月～ �� 月はホーチミンは雨季にあたるそうで、
訪問期間中も毎日夕方になるとスコールが降り、一時間もしないうちに止んでいるという繰り返し。湿度が低
い乾季にあたる �� ～ � 月が訪問のベストシーズンだそうです。また少し大通りを外れると野菜や魚、肉も歩道
にシートを敷いて売られています。中国も田舎に行けばまだ見られる光景ですが、このような場所は減ってお
り私が上海に留学していた頃を思い出し、懐かしい気分になりました。とある樹脂関連の工場では工員さんの
月給は � 万円程度、また、人口分布的には �� 代 �� 代の層が厚く、実際現場で働いている方々の多くが �� 台
前後のように見えました。また現在、研修生制度によりベトナムからの人材を活用されている企業さんも身近
に数社いらっしゃいます。ベトナムとの交流は人も物も今後も増加していくことと実感できたホーチミン訪問
でした。しかし帰国してすぐに体感した、名古屋よりもはるか南のホーチミンより名古屋の暑さのほうが厳し
かったのが今回一番驚いた事かもしれません。

ベトナム ホーチミン
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光田　昭男（営業部）

伊東　郁二（特販部 )

糖質制限

先祖に感謝

糖質制限を心掛けて、約三ケ月になります。体重マイナス � ㎏、ウエストはマイナス � ㎝、
体形は思ったほどの変化は出てはいないのですが、ビールを飲むことをやめて、ハイボー
ル・焼酎に変えて、もちろん出来る限りの糖質制限をしたところ、血液の検査結果でびっ
くりしました。評価Ｅ（精密検査）が続いていた肝機能が、評価Ａになり異常なし！となりました。血
中脂質も評価ＣよりＡになり異常なし！となりました。残るは、糖尿病予備軍をなんとか回避するこ
とです。朝食と夕食は、コントロールが出来るのですが、昼食には問題があります。外食となると、
炭水化物がほとんどです。うどんにラーメンにチャーハンにカレーにかつ丼、全部食べて～！糖質制
限すれば、一週間の昼食のメニューが決まってきます。ハンバーグ / サラダ・ザめしや・木曽路弁当・
ご褒美の味噌煮込み：� 回。お世話になったハンバーグのブロンコビリーも �/�� で、閉店となってし
まいました。おいしいハンバーグ屋さんを探さなければなりません。京都・福井へ出張の時には、高
速 PA のコンビニがある PA で、野菜サラダとソーセージにゆで卵で、楽しんでいます。モスバーガー
があれば「モスの菜摘」を食べています。パンの代わりにレタスを使っているハンバーガーです。ど
うしても、甘いものが食べたくなった時には、ローソンのロカボ ( ゆるやかな糖質制限 ) 商品を食べ
ています。商品を購入するときには、ロカボマークの入っている物を探し、栄養成分表示を確認して
います。三ヶ月も過ぎると、制限もゆるくなってきます。夏季休暇の後に、直ぐに血液検査が待って
います。糖質制限を始めるきっかけとなった主治医による血液検査になります。気持ちが緩くなる夏
季休暇もなんとか制限を頑張ってみます。

親父が亡くなり �� 年。毎月、月命日付近の休日には、自宅で僧侶にお経をあげてもらい、
その後家族皆でお墓参りをしてきました。それ以外にも、母親がお墓の掃除を兼ねて手
を合わせてくれておりました。しかし、この � 年間は、母親が免許証を返納したこと・
認知が進んでいることも重なり、お墓参りの機会がめっきりと減ってしまいました。余談ではあるが、

「免許証の返納」と共に、「認知症のスピード」が増した様にも思う。通例の「お墓参り」について調
べてみましたが、大きく「祥月命日（亡くなった日の同月同日）・お盆・お彼岸（春・秋）」の年 � 回
が主の様です。「お盆とお彼岸のお墓参り」は、誰もが聞いたことがあるかと思います。死者が年に
一度帰って来るという信仰に基づいた儀式が「お盆」に当たります。ニュース番組で目にする「精霊
流し」・「灯篭流し」の行事をする地域も残っています。また、仏教では生死の境目にある「三途の川」
の向こう岸を「彼岸（ひがん）」と呼ぶそうです。春分の日と秋分の日の中日は、太陽が真東から出
て真西に沈みますので、沈む太陽を拝むことは西にある極楽浄土に向かって拝むことになり、この時
期に「彼岸会（ひがんえ）」という法要をしたり、お墓参りをしたりする様になったそうです。 伊東家
は、月命日でしたので、最低でも年間 �� 回はお墓参りをしてきました。こんな私でも、�� 年間継続
してきた回数が減ってくると、何かは解かりませんが変に気持ちが落ち着かなかったです。今年の盆
休みは、家族揃ってお墓参りをし、お墓を綺麗に掃除してきました。何か落ち着きを取り戻し、心も
洗浄出来た様に感じました。決して回数ではありませんが、お墓に行けなくても、「手を合わせる」
ことは重要だと感じました。



大和田　夕美（営業部）

大橋　康成（配送部）

全英女子オープン

一攫千金宝くじ

いま日本では黄金世代と呼ばれる、二十歳前後の選手が活躍しています。� 月上旬に
イングランド、ロンドンから北西 ��km に位置するウォーバーンゴルフクラブで全英
女子オープンが行われました。渋野日向子（�� 歳）プロが日本勢では男女を通じ ��
年ぶりのメジャー優勝の快挙を達成しました。優勝賞金 �� 万 ���� ドル（約 ���� 万円）です。深
夜の放送でしたので、録画して観ましたが、彼女の緊張を感じさせない満面の笑顔。試合の最中も、
ボギーをたたいた時も笑顔でした。そんな彼女には「スマイルシンデレラ」というニックネームが

与えられました。渋野プロがプレー中によっちゃん食品工業の『カッ
トよっちゃん』『タラタラしてんじゃね～よ』をパクパク食べていて、
この映像が流れてから売り切れになっているお店が多いそうです。ウ
エア契約を結ぶ「ＢＥＡＭＳ　ＧＯＬＦ」（ビームスゴルフ）では、最
終日に着ていた「マルチロゴポロシャツ」は全サイズが瞬く間に在庫
切れに。� ～ � 日目に着用したシャツも完売。���� 年の東京オリンピッ
クには五輪ゴルフランキングで、上位 �� 位以内の選手が出場できます。
これは世界ランキングをもとに算出されるものです。各国で最大４人
選ばれます。�� 位に畑岡奈紗選手が入っていて、渋野プロは現在ラン
キング �� 位です。来年のオリンピックの出場を楽しみにしています。

宝くじと言ってもいろいろあります。宝くじ、ジャンボ宝くじ、ナンバー
ズ３、ナンバーズ４、ロト、ロト６、ロト７、ビンゴ５、スクラッチ
といろいろあります。数千万円から数億円目指す、一攫千金をねらうものという
印象が強い。ナンバーズ３は、あまり魅力が無いかも知れないが、案外と当て
易いです。過去ストレートで６３０００円当てた事があります。夢を買う期待を
持つ事が出来ないが、魅力があります。自分で好きな数字を選んで購入すること
が出来る。ロトやナンバーズなど数字選択式宝くじの特徴は、ミニロトは、１～
３１までの数字を５つ、ロト６は、１～４３までの数字を６つ、ナンバーズ３は、
０～９までの数字を３つ、ナンバーズ４は、０～９までの数字を４つ選ぶ。それ
ぞれ、当選賞金と当選確率が異なり目標や好みに応じて選ぶ事ができ、手軽に楽
しめるくじです。数字選択式宝くじは、ジャンボ宝くじなどのように、ただ買う
だけの運任せだけでなく、過去の当選結果から当選する可能性が低い数字、高い
数字を選ぶ事が出来る宝くじです。 

『カットよっちゃん』
『タラタラしてんじゃね～よ』をゲットしました。



野間　秋子 ( 森松産業 )中京競馬場の花火大会
� 月の最終日曜日、中京競馬場で花火大会がありました。花火大会と言っても �� 分
ほどのこじんまりとした花火です。普段競馬のレースが行われるコースの内側から
上がるのでスタンドや芝生に座り目の前で見ることができます。その日競馬場は無
料開放されイベントが行われます。毎年お笑い芸人、ものまねタレントなどテレビでよく見る芸
能人が来るのですが今年はそういった目玉はなく、子供向けのイベント、プリキュアショー、子
ども縁日、クラウンサーカス等数々行われました。このお祭りは競馬の開催時に行われるイベン

トとは違い、近隣への感謝という主旨の感謝祭というイベント名で行われ
ます。今年の花火は＜音と光と炎の競演＞というテーマでした。誰でも聞
いたことのある曲、あいみょん、星野源、宇多田ヒカル、そして SMAP な
ど６曲流れ、それぞれの曲調に合わせてレーザー光線の光もあり �� 分間
があっという間でした。私は花火以外にも楽しみがあります。子供の友達
のお母さん、いわゆるママ友と花火が上がるずいぶん前から、シートを敷
き食料を各々持参しおしゃべりをしながら花火が始まるのを待つことで
す。夏はあちこちで花火大会が開催されますが渋滞、人混み等を考えると、
私は、規模は小さいですがこの競馬場の花火が大満足の花火大会です。ま
た来年も楽しみにしたいと思います。

新 規 出 展 企 業 の

　　ご 案 内です

信越ファインテック株式会社【東京都台東区】

商品名：シンエツ　パッチシール
☆プライマー不要、優れた作業性・信頼性を兼ね備えた建設・土木用

　防水シリコーン粘着シート。

☆『シンエツ パッチシール』（特許取得済み：第 5765268 号）は、『シリ

　コーン粘着シートを使用した壁高欄防水・防食の工法』に最適なシー

　トとして新技術提供システム NETIS TH-140017-A に登録されています。

工 期 短 縮 長 期 信 頼 性

規格；1.8×300 ㎜ ×1,000 ㎜（1 梱包 10 枚）

　　　1.8×400 ㎜ ×1,000 ㎜（1 梱包 10 枚）

株式会社日中製作所

商品名：ラク入れエンドカバー
☆大型レール端部からランナーの出し入れが自由にできる。

☆シート間仕切りの施工性・メンテナンス性が大幅改善。

　　　⇒シート吊りが早くて簡単！

　　　⇒ランナーの交換が簡単！

　　　⇒シートの取替えが簡単！

☆ステンレス SUS304 製で強度・

                             耐久性に優れる。

【本社：大阪府柏原市】

( 拡大図 )


