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NL.2013年新春号
で安芸市の市議会議員の方が幻の寅さんとして
作られたのだそうです。

このお地蔵さん、どう見てもフーテンの寅さ

んです。なんでこんなところに寅さんのお地蔵
さんがあるのか不思議です。人呼んで『寅さん地
蔵』。
背広をひっかけ、帽子をかぶり、寅さんには
違いがないのですが、お地蔵さんになっている
関係で、どことなく、やつれています。かくい
う私も大して変わりませんが・・・・
この寅さん、高知県安芸市のとある公民館の、
狭い裏通りにあります。
たぶん、誰も気づかないと思います。

しかし、よくできたお地蔵さんです。
「私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天
で産湯をつかい、姓は車（くるま）、名は寅次
郎（とらじろう）、人呼んでフーテンの寅と発
します。」なつかしいですね。
「どうだい、旅は楽しかったかい。
たとえ、おいらがつまんねぇ男でも、
『さぶちゃん通信
』にのけってくれるってかい。いいねえ～。東京に行く
ときゃ、
さくらによろしくな！」
しばらくいるとこんな声が聞こえてきます。
しかし町おこし・村おこしの方法って色々あ
るものですね。
感心しました。

松下三郎

高知の安芸市と寅さん、何か関係あったっけ！
近所の人に聞いてみましたが全く関係ないそう
です。
なんでも「寅さん」映画の高知県ロケ実現の
運動が広がり、いよいよ49作目で初めての高知
ロケが決定しましたが、残念な事に実現を前に
渥美 清さんが亡くなってしまいました。そこ
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『ナミキファルコン』
という万年筆

人気大爆発のきっかけは、yahoo映像トピックスで

紹介された動画です。
5分間ただ文字を書いているだけの映像なのですが、
一度見てしまうと絶対最後まで見てしまうという不思議
な動画です。文字を書くだけの映像なのですが、なぜ
かアクセスが世界中で爆発しています。！
“美しすぎる日本製万年筆”というキャッチフレーズ
で、海外から人気に火がつきました。
この動画に出てくる万
年筆は『ナミキファルコ
ン』といいます。
この『ナミキファルコン
』は、筆記具メーカーの
パイロットと全国万年筆
専門店会とが共同開発
した『エラボー』という輸

三村店長一口メモ

ふくさの手渡し方

ふくさの意味
最近若い人の中に袱紗（ふくさ）を知らない人がいま
す。
ご祝儀・不祝儀袋などの金封は、むき出しで持ち歩
く方や、ポケット・バッグ・カバンに直接入れる人がいる
ようなのです。
ご祝儀は贈る方への思いや心を伝えるものです。
金封を包むものを「ふくさ」と言います。なるべくご祝
儀やお香典などは袱紗（ふくさ）で包んでください。
金封は切手盆（広蓋を小さくした塗り盆）にのせ、ふ
くさに包んで持参し、包みをとって切手盆ごと相手に
差し出すのが本来のマナーです。
最近では、塗り板や台紙の取り付けられた「台付き
ふくさ」や、金封を挟み入れる財布状になった「金封
ふくさ（挟みふくさ）」簡素化されたものを使う方が増え
てきました。
本人に手渡す場合
簡素化した「台付きふくさ」を使用する場合は、先方
の目前でふくさを開いて金封を取り出し、先方が表書

出向けのペンなのです。日本の文具が世界一の技術
であることを証明する一つのお話です。

『エラボー』とは、ユニークな名前ですが、その意味
は「この万年筆を選ぼう」ということ、すなわち「選ぼう
（えらぼー）」ですね。英語の「Elaborate（ｴﾗﾎﾞﾚｰﾄ）」
の「精巧な」「苦心して作り上げる」という意味も込め
られているようです。
この「エラボー」現在 手に入れるのがとても困難
で、２～３ヶ月待ちです。何本か入手しましたが今は
とても貴重なものになっています。
yahoo映像トピックスの動画は“外国人も驚く美しす
ぎる日本製万年筆”で
検索すると 見ること が
できます。
まさしく美と技術の世
界です。

これが『ナミキファルコン』
です。
文遊館

店長

松浦玉江

きを読める向きに金封を乗せて差し出し
ます。
台は表裏で色を替えて慶弔に使い分
けられるよう便利になっていますが、赤と
黒の色を間違って用いると慶弔が逆にな
り、先方に対して大変失礼になりますの
で注意しましょう。
三本松小売部店長三村

会場に持参する場合
披露宴やパーティ会場、また斎場などに直接持参
する場合は、いずれも受付で手渡します。受付の方
に挨拶を述べた後に、目前でふくさから金封を取り出
し、先方が表書きを読める向きにして差し出します。
その際、出来れば片手ではなく両手で差し出しましょ
う。

①

②

④

⑤

③

こんな感じで使用してください。
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Wi‑ Fiって何だろう？

「Wi-Fi接続」という言葉を聞いたり、見たこ
とはありませんか？
都心部行くと、「このお店、ワイファイ使え
ますか？」という若い人たちの声をよく聴きま
す。
Wi-Fiとは「ワイファイ」と読みます。「ワイファ
イでつないだら無料だよ」「そのスマホってワ
イファイ接続できるの？」という会話を耳にし
たり、子供が遊んでいるゲームでも「ニンテン
ドーWi-Fiコネクション」という言葉が出てきた
りしたことはありませんか？
私は最初この「Wi-Fi」という言葉を見たとき
に、新しい規格の名前なのか、インターネット
に接続する回線の種類なのか、とよく分かりま
せんでしたが、いろいろ調べたり、体験してい
くうちに分かりました。規格の名前でも回線の
種類でもなく、Wi‑Fiとは無線LANの規格を使って
インターネットに接続すること、を指してそう呼ん
でいるのです。

や、Wii、プレイステーション
3、PSPなど新しく発売される
機種には必ずといっていいほ
ど、無線LANの機能が備わって
います。
家でインターネットは使えるけど、iPodなど
でインターネットを見れたらなぁ、とお思いで
したらまずは、無線LANの環境を整えてくださ
い。そうすれば、お家の中ならどこででもiPod
からインターネットが利用できるようになりま
すよ。
導入について詳しいことはパソコン教室で聞
いてください。出張サービス有料ですがお伺い
します。
「ワイファイ」という言葉を覚えいおいてく
ださい。
ご自宅で無線ＬＡＮ環境を整えると便利ですよ！

オフィスや家庭では、インターネットにつな
がった無線LANの親機につないでインターネット
を 利 用 す る こ と が あり ま す が、 そ れ がま さ に
Wi-Fi接続なんですね。
ノートパソコンや、iPad、iPodタッチなどを
使ってできますし、子供が遊ぶゲーム機にもこ
の機能を持つものがあります。ニンテンドー3DS

三木校生徒さん登場！

７２歳の私に変化が到来！！
小学校時代の友達から同窓会の案内状が来た。
正直な所、「行きたくないなあカラオケ嫌いや
し話題が数分で終わり、御馳走だって今の私に
合わないし、止めとこ。」
それから１ケ月後、電話を取ると友達の声、
今度は、瞬間「行くぞ」と返事をしていた。
私の気持ちに変化がでた理由は、その頃パソ
コン教室に通い始めていたからだ。まだ１ケ月
だったが写真をテレビで見られるように、音楽
も入れると楽しいDVDが作れる!と教わっていた
からだった。「写真でも、持っていくか」と先
生に事情を話して、早速写真集めと音楽選びに

とりかかった。教えて貰っても直ぐ忘れるとい
う、楽しい迷走を繰り返したが何回もの作り直
し、やっとの思いで９分３０秒のDVDが完成し
た。
川田先生、ありがとう。同窓会当日は、皆で
盛り上がりました。人間てちょっとしたことで
喜ばれるものですね。パソコンなんて触ること
もないと思っていた私に大きな変化が起きまし
た。
すなわち、私の
人生は大きく変わ
ったのです。人生
の新しい楽しみ
ができました。

三木校

植村久士72歳
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ジャンボ海老天丼セットは、志度の

『 いせだ』という海鮮料理店の平日のラン
チメニューで食べられます。
他にも、海鮮丼セット・カキフライセッ
トなど８種類のランチがありますが、すべ
て９８０円です。
ただ、このジャンボ海老天丼セットは、
当日限定５食のみなので、早くいかなけれ
ば売り切れです。注意してください。
名前のとおり、この天丼、約２３ｃｍほど
の巨大海老の天ぷらが２匹、ナス、まいたけ
、みょうが、かぼちゃ、さつまいも、しそ
の天ぷらがのっています。

食後 のコーヒ ーが
サービ スでつい てき
ます。全部で980円で
す。
定休 日は月曜 日で
すが、土日はランチがありませんので注意して
ください。
平日の昼間でも女性客などで混雑しますので
ジャンボ海老天丼セットを食べたい方は早めの
時間に行くことをおすすめします。天丼の予約
はできません。

セット内容
●巨大海老天丼
●味噌汁（ワカメ・アサリ・豆腐入り）
●小鉢
●お漬物
●サラダ

さぬき市志度4295-1

087‑894‑5211
営業時間
定休日

（昼）11:30～14:00
（夜）17:00～22:00
月曜日
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