バックナンバーは HP をご覧ください

今月のことば

天寿への道

ビレッジ News
New s
古稀
喜寿

かんれき 60 歳（暦：干支は 60 年で元に戻ることから）
還暦六十まだ若い これからあなたの余生です
こき
70 歳（七十年生きる人は昔は稀であるに由来）
古稀は七十長寿の初歩よ さても遥かな天寿の小山
きじゅ
77 歳（喜を草書体で 㐂 と書く、七十七に似ている）
喜寿は嬉しい喜び年よ あなたはこれから老楽の道

ヤドリッチ

還暦

地域づくりの

■本社 / 本店：安城市三河安城本町二丁目７番地13
Tel：0566-71-0300 Fax：0566-77-4059
■刈谷店
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◆ 「外国人が見たニッポン」より

傘寿

さんじゅ 80 歳（傘の略字が八十に見える）
傘寿は八十雨露しのぎ 古くなったが骨丈夫

橋寿

はしじゅ 84 歳（橋：はし：８４）
八十四歳橋寿というが 渡りをつけるよいお年

米寿

べいじゅ 88 歳（米という字はは八十八で出来ている）
八十八歳米寿というが 米はお国の宝です

卒寿

そつじゅ 90 歳（卒の略字：卆は九十と書く）
卒寿といっても終わりじゃないよ あなたは初老を
終えただけ

国寿

こくじゅ 92 歳（国：くに：９２）
九十二歳を国寿と祝う まだまだ尽くせ国のため

櫛寿

くしじゅ 94 歳（櫛：くし：９４）
九十四歳櫛寿というが 櫛は人髪守るもの
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店舗探しの
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◆友楽不動産はビレッジグループです
◆編集責任者：ビレッジ開発・本社/早瀬道治

鴻上尚史 著

外国人が日本で驚いたことベスト１５(１６位からは紙面の都合で省略)
① 洗浄機付き便座：体験してその快適さに驚く。自国ではなかなか広まらないと思う。
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③
④
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お花見：日本の伝統文化と感じる。カナダまで紅葉狩りにくる日本人が理解出来ない。
１００円ショップ：外国にも１ドルショップはあるが、日本の品揃えの豊富さに驚く。
花火：打ち上げ花火も、手筒花火も日本の水準は世界一。大きさ、複雑さ、色も完璧。
食品サンプル：上野と浅草の間の「かっぱ橋道具街」は外国の観光ガイドにも掲載。
おにぎり：具が多彩でコンビニで簡単に手に入るようになったことが評価された。
カプセルホテル：カプセルホテルは桜、富士山、秋葉原と並んで有名。
盆踊り：日本の伝統文化に感動する外国人が多い。
紅葉狩り：外国には葉っぱを愛でる習慣がない。
新幹線：揺れが少なく快適、時間に正確、事故が極端に少ない等が評価されている。
居酒屋：外国では食事はレストラン、お酒はバーと分かれている。居酒屋は兼用。
富士登山：キリスト教では山や巨木などの崇拝を禁じている。日本では霊山が多数。
大阪人の気質：回転寿司、カラオケ、インスタントラーメンは大阪発。詐欺も少ない。
スーパー銭湯：湯船に浸かった時の快適さが忘れられない。外国ではシャワー。
自動販売機：販売機の多さと、種類に驚く。治安の良さを物語っている。
今

月

の

ひ

と
・ ・・・・・ やっぱり趣味は野球です ・・・・

白寿
百寿

はくじゅ 99 歳（百という字に一足りない）
百の関所になんとかついた なぜなら百寿へあと一歩
ひゃくじゅ 100 歳（百：ひゃく：１００）
百の関所になんとかついた だがまだ遠い天寿山

茶寿

さじゅ
108 歳（草冠は十が２つと茶の下側８８を足した）
八十八からもう二十年 今日もおいしい茶とくらす

王寿

おうじゅ 111 歳（皇寿､川寿とも言われる。王を分解して一十一）
百十一を王寿というが まさに長寿の旗がしら

天寿

てんじゅ 120 歳（天から授かった寿命）
人の命に限りがあるが ここまで来れば長寿王

㈱ビレッジ開発
不動産部 サブリーダー
スギムラ

セイイチ

杉村 誠一

出勤前の早朝野球や、週末の草野球、毎年恒例の甲子園
（高校野球）観戦など、休日は野球ばかりです。
８月は、父との恒例行事である甲子園（高校野球）観戦に
行ってきました。小学生の時からなので、２０年以上継続し
ています。早稲田の清宮君が登場する日程だったので、朝４
時に甲子園に到着した時には、既に長蛇の列でした。
高校球児のプレー、ブラスバンドによる応援、暑い中でのビ
ールと焼き鳥！！『最高です！』
野球を通じて今では多くの仲間がいることや､今でも元気に
プレーできることに感謝しています。仕事面においても、多
くのお客様と巡り合えたことに感謝し､頼られる存在となれる
よう努力して参ります。資格にもチャレンジし､全力で走り続
けて行く所存であります。今後とも宜しくお願い致します。
上司から一言：不動産部・会社のエースで４番です。

お客様と
客様と会社のページ
会社のページ

今後、掲載を希望されるお客さまを募集していま
す。ご希望の方は本社早瀬までご一報ください。

◆８月１２日親睦会開催

スポット

１００年続く八百屋「
「八百種商店」
八百種商店」さま

◆８月１６日ブリンカール全国優勝
主主主主 な で き ご と
など

知立市に大正元年創業の八百屋さん「(株)八百種商店」があります。開業以来青果物
商として、親から子へそして孫へと教えられてきた知識は五代続き、１００年の歴史を
守り続けています。
仕事は各種飲食店、保育園、病院、老人ホームへの食材の配達
などで、店頭販売はせず、野菜類の配達に特化しています。

自然界での共存、寄生などをゲームを
通じて体験し、実社会への展開やチー
ムワークの高揚に役立てました。

ビレッジ開発と親密な取引先のブリンカ
ールのフットサルチームがバーモントカッ
プ全国大会で初優勝しました。

多くの野菜は長野県や愛知の農家と契約して仕入れています。
遠くは北海道の農家とも取引しています。
また、身障者の人々と椎茸栽培を行っている「(株)斉藤商店」、 経営者は２０代の兄弟
野菜の生産委託などを行っている「(有)トマト」の経営にも携わ
左斉藤元樹氏､右昇平氏
っています。斉藤元樹氏が１０月３１日（土）11:30～東海テレビ祭り人魂に出演します｡
創業初期の様子

◆ ８月２７日松井塾開催

◆８月２９日三河安城フェスタに出演
◆８月２９日三河安城フェスタに出演

【株式会社八百種商店のデータ】
住所：知立市宝町刈谷道１１７
Tell ：０５６６−８１−０２５９
交通：名鉄本線知立下車徒歩５分
営業時間：AM６:００～PM７:００
休 業 日：日曜日
Ｈ Ｐ：http://www.yaotane.com

若い社員を対象に､３回シリーズで融和塾塾長の松井直
人講師による人材教育を行っています。

ビレッジオールスターズが舞台で「三河
安城ＨＡＮＡの街」ほか２曲を歌いました。

お出掛

東京から
東京から大阪
から大阪まで
大阪まで続
まで続く

情報

東海自然歩道
東海自然歩道

茶・珈琲「方丈」(houjo)のご紹介

モーニングの
一例
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安城市高棚町に､日本茶と珈琲をメインとした喫茶店「方丈」
がオープンしました。モーニングサービスは１２時まで、トー
国道２３号
ストとたまごサラダがつきます。トーストは黒蜜きな粉、ゴマ
知立バイパス
などがあります。お茶は銘茶で名高い静岡県の川根茶を使用し
ています。１３時からは賞味期限数分とも言われる出来たての
方丈
本葛餅や、厳選された牛乳から創られる濃厚な最高級ソフトク
高棚福釜 IC
コンビニ
リームもご用意しております。
（ファミマ）

１９７４(昭和４９)年に完成した、東京都八王子市の「明治の森高尾国定公園」から、大阪府箕面
市の「明治の森箕面国定公園」まで、１１都府県にまたがる１，６９７Km のロングトレイル。
このうち愛知県コースは３つの国定公園を通過し、本線コース、恵那コース合わせて２１１Km に
及びます。愛知県内のコースの見所としては、仏法僧で有名な「鳳来寺山」、本県最大の原生林
「段戸裏谷」、東海一の紅葉の名所「香嵐渓」、日本有数の人造湖「入鹿池」、現存する城として
は日本最古の「犬山城」などがあります。
情報はＨＰや東海自然歩道ビジターセンターに置いてある地図、本屋でガイドブックを手に入れ
ることが出来ます。本格的なトレッキングコースもありますので、装備もしっかり整えましょう。
自然を肌で感じて、人々とのふれあいを楽しむことは素晴らしいこととおもいます。
コースのご紹介（一例）

(メニューの一例)黒蜜きな粉トースト ４３０円、方丈ブレンドコーヒ
ー４３０円、方丈茶４３０円、ショコラ（チョコ飲物）６３０円ほか。

地域の皆様に愛される素敵なお店を目指しています。
至西尾

【茶・珈琲「方丈」
茶・珈琲「方丈」(houjo)のご案内】
茶・珈琲「方丈」
住
所 安城市高棚町井池 181-2
電
話 ０５６６－７８－８１６１
営業時間 ６：００～２２：００
定 休 日 なし
駐 車 場 隣接のコンビニと共同駐車場
Ｈ
Ｐ HP は準備中。フェイスブックは有ます

豊田市国道１５３号線伊勢
神トンネル東に位置する段
戸湖（裏谷高原）

豊田市猿投地区の愛知県
緑化センターに隣接する昭
和の森

地図はＨＰからもダウンロードで
きます。交通不便な所も多い
為、事前調査が必要です。

