トーカイ通信

2016 年

こんにちはトーカイです

3 月号

日頃は株式会社トーカイを
ご愛顧賜り誠に
ありがとうございます。
もうすぐ春がやってきます
ね！
寒さも残る忙しい時期です
。
体調を崩さず暖かな

お花見シーズン到来！
さくらの豆知識

春を迎えましょう。

もうすぐ花見のシーズンを迎えますね！お花見で愛でる
「さくら」
。実はひとくくりに
「さくら」
と言っても、たくさんの種類があることは
ご存じですか。我が国の山野に自生する野生種の基本種とされる9種と、沖縄のカンヒザクラがあります。
また、これらから育成された園芸品種は、花色は白から濃紅色、花弁数は5から350を越えるものまで、花弁の大きさも小から大と多
彩です。

主な基本種

お花見必須アイテム

山 桜（ヤマザクラ）

江 戸 彼 岸 桜（エドヒガンザクラ）

花と葉が同時に開きます。古くから山に自生
しており、昔のお花見は山桜でした。吉野山
（奈良県）
の山桜は有名です。

花が咲いた後、葉が出ます。お彼岸の頃に開
花するのでその名がつきました。とても丈夫
で長寿なので各地に巨木や名木がありま
す。しだれ桜は江戸彼岸桜の変種です。見ご
たえのある大島桜と、花が咲いたあと葉が
出る江戸彼岸桜を交配したものが染井吉野
です。

大 山 桜（オオヤマザクラ）
花と葉が同時に開き、花が大きく紅紫色な
ので、紅山桜とも呼ばれます。また、寒さに
強く北海道に多いので、蝦夷山桜ともいわ
れます。

霞 桜（カスミザクラ）
花と葉が同時に開き、白っぽい色をしている
ので霞がかかったようだとその名がつきまし
た。

大 島 桜（オオシマザクラ）
花と葉が同時に開き、伊豆地方に自生して
おります。花が大きくて香りもよく、桜餅を包
む葉は、大島桜の葉を塩漬けにしたもので
す。丈夫で成長が早いので、染井吉野など多
くの里桜の母種になっています。

飲食物
レジャーシート ゴミ袋
防寒具(カイロ、ひざ掛け)
ウェットティッシュ
カメラ

気が利くお勧めアイテム
ダンボール
…荷物を運ぶ際、
使用できて座って下がゴツゴツしている
時はレジャーシートの下に敷きこむと緩和できます。

お湯とティーパック

豆 桜（マメザクラ）

…意外と持参が少なく寒い時期なので評価が高いです。

花が小さく、挿し木でも育つので盆栽として
も人気です。

折り畳み傘
…急な雨に対応でき、
日よけとして使用する黒い傘がオス
スメです。

緋 寒桜（ヒカンザクラ）
早春の寒い頃から開花し、濃いピンク色をし
ています。釣鐘のように垂れ下がって咲き、
花びらがくっついたま
ま落花します。彼岸桜
（ヒガンザクラ）
と間違
えやすいため、寒緋桜
（カンヒザクラ）
と呼ば
れることも多いです。

花見といえば誰もが
「さくらの花」
をイメージすると思いますが昔は
「桃」
や
「梅」
の花でも花見として行事を行っていたそうです。近年では海外でも
「花見」
と言う
行事が注目されており、日本を代表する伝統的な文化となりました。

西讃 トーカイのご当地グルメ
編
トーカイ従業員おすすめ情報をピックアップ！

2016年開花予測
今年の桜は、
『平年並みか早く』咲く所が多いと予測さ
れています。ただ、九州や中国、四国、北陸地方では比較
的早い開花となった
『去年よりは遅く咲く傾向』
です。
なお、今年の桜前線は、高知からスタートする可能性が
高くなっています。
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岡本、小西、岡田、神村

熊岡菓子店 善通寺名物『本家堅パン』
〒765-0003 香川県善通寺市善通寺町3-4-11 TEL:0877-62-2644
営業時間：7：30 〜 17：30
（土日・祝8：00 〜）定休日：火曜日(祝日は営業)・第３水曜日

熊岡菓子店は四国霊場第七十五番札所、総本山「善通寺」の西側、御影堂の門前通
りにあります。1913 年 ( 大正 2 年 ) 築のお店は大正時代にタイムスリップしたかのよ
うな良い雰囲気です。
名物の堅パンとは熊岡菓子店の初代（熊岡和市氏）が日清戦争の頃、軍用食の開発
に携わることになり、
「日持ちがして腹持ちが良い物を…」という軍の要望で作ったの
が始まりだそうです。また善通寺はお遍路さんも多く訪れることから「お遍路さんの
保存食、携帯食」とも言われています。
「堅パン」には「石パン」
「小丸パン」
「中丸パン」
「大丸パン」
「角パン」など数種類あり、
「石パン」は石というだけあって
とても堅いので歯が欠けちゃう危険性あり！！！（口の中で
転がして柔らかくして下さい。
）是非ご賞味ください。
様
読者プレゼント 20名
トーカイ通信に関する意見・ご感想などを
ご感想などをお寄せいただいた方
の中から抽選で20名様にプレゼント。 ※詳しくは裏面をご覧ください。

西讃営業所エリアには、
四国霊場八十八ヶ所の第七十五番札所、
善通
寺や古くから
「讃岐のこんぴらさん」
と親しまれる金刀比羅宮など四季
を通じて多くの参拝者が訪れる歴史ある寺院があります。
古き良き歴史を大切にし、
新しい事へのチャレンジを惜しまず西讃
営業所はこれからも走り続けていきたいと思います。
みなさん香川にぜひ
「おいでま〜せ！！」

香川名物『骨付鳥』
さぬきうどんに次ぐ香川のご当地グルメとして脚光を浴びている
「骨付鳥」
。鶏の骨付きモモ肉を1本丸ごと豪快に焼き上げた逸品！！香
川県丸亀市が発祥の地と言われ、B級グルメブームでその名は全国に！
噛みごたえのある通お好みの
「親鳥」
、柔らかくてジューシーな味わいの
「若鳥」
あふれる肉汁とスパイシーな味わいを香川県へいらしたときは是
非ご賞味ください。



介護保険
情報

！

マイナンバー制度情報
このような電話などに注意してください！
詳しくは、総務省のホームページをご確認下さい【 http://www.soumu.go.jp/kojinbango̲card/12.html 】

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続き

国の関係省庁や地方自治体などが、
口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金や
キャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATM の操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

！

商品販売や不正な勧誘

電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意
してください。

！

マイナンバーの関連であることをかたったメール

マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が
明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

！ 「なりすまし」の郵送物
個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにして
います。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。
個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

！ 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼
「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナン
バーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事
責任を問われることはありません。

！ 「訴訟履歴が残る」といったような不安を煽るような電話やメール
「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める
不審なメールも送付されています。マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるよう
なことはありません。

実際に被害に遭った事例
携帯電話に「あなたの個人情報が漏えいしている」「個人情報を守るため、必ず手続を行ってください」
「マイナンバー情報が漏れると住
民票の異動、銀行口座の開設など簡単に行える」などと記載されたメールが届き、個人情報の削除費用などとして電子マネーを購入する
よう指示され、その電子マネーの利用に必要な番号を送信させられてだまし取られた。

主なご相談窓口

《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
マイナンバー総合フリーダイヤル

······ 0120-95-0178

平日 9:30〜22:00

土日祝日（年末年始を除く）9:30〜17:30

《不審な電話などを受けたらこちら》 （いやや！）
消費者ホットライン
※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。

······················· 188

《詐欺など被害に遭われたらこちら》
警察 相談専用電話

······················· ＃9110

又は最寄りの警察署まで ※原則、平日の 8:30〜17:15（※各都道府県警察本部で異なります。
）
参考 : 総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」より

トーカイ通信に関するご意見・プレゼントの応募について

プレゼント応募締切：2016年3月31日(木）

トーカイ通信に関するお声をお寄せいただいた方の中から抽選で「本家堅パン詰合わせ」
を合計20名様にプレゼントいたします。
右記方法にてお声をお寄せください。
ご感想も
お待ちしています！！（ペンネーム可）
【送付先】
【プレゼントのご応募について】
トーカイ通 信 プレゼ ント
「内容」のところにご意見とご希望の プレゼント商品名 をご記入ください。当選者には、
ご登録いただきましたメールアドレスより、改めて送付先をお伺いさせていただきます。
■アクセス方法 (株)トーカイホームページトップ画面 ⇒ 介護用品レンタル⇒ お問い合わせ
（ご連絡は、
＠tokai-corp.com がドメインのアドレスより送信させていただきます。
）
■URL http://www.tokai-corp.com/silver/contact/index.php
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【個人情報の使用目的について】
ご記入された個人情報等は以下の目的にのみ使用し、
以下の場合を除いて、
第三者に提供いたしません。
● 統計データを作成し、
今後のトーカイ通信の作成や商品やサービスの向上を図るため
● プレゼント当選者への商品の発送のための配送業者への住所・氏名・電話番号の開示のため

●発行・編集 / 株式会社トーカイ シルバー事業本部 企画課 〒500-8828 岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地
〔電話〕
058-377-2986 〔FAX〕
058-263-0151
2016.3
［vol.22］

