マシュー・カロン

拝啓

国土交通大臣

石井

啓一 殿

今こそ、タクシーの未来を決する分水嶺⑲

代表取締役社長

青木信明

合する時代がしばらく続 て な し す る「 ハ イ ヤ ー」 次 々 と「 配 車 サ ー ビ ス 」

き、最後は両者とも自動 的なサービスはＡ地点か に関心を持っていること

スとは別の存在として生 が、一方でだからこそ私

運転に取って代わられる らＢ地点への移動サービ は日々報道されています

それでも人が移動する き続けると考えます。人 たちタクシーハイヤー事

ことになるでしょう。

にあたって、何に価値を の移動には「情報」とし 業者はお客様そのものの

見出して、何を経済合理 ての価値があるため様々 満足を追求することに価

性として判断するかと考 な事業に展開できるとし 値を置かなくてはならな

ハイヤーの定義を「移

はないでしょうか。

呼び起こすことが必要で

えたとき、人が人をおも て 世 界 的 な Ｉ Ｔ 企 業 が いと考えます。

新しい事業として
ハイヤーを捉えるべき

Ａ地点からＢ地点への るにも関わらず矛盾した 動に付随してお客様に満

提供する」こととすれ

移動は、安全は大前提で 状況を打破できないもの 足いただく空間・時間を

運賃設定の方法や営業 ば、移動手段は自動車に

背景には高まるインバウ ら れ な い も の と 考 え ま すが「安く、早く、便利 でしょうか。
ンド需要に宿泊の供給が す。なぜならドライバー に」移動することが求め

追い付かなかったことで の高齢化と貨物・旅客を られます。観光貸切や送 区域などハイヤー事業に 限らず、陸海空あらゆる

「 民 泊 」 が 認 め ら れ る こ 問わず運輸業界のドライ 迎はその移動空間を含め 関してはもっと自由裁量 フィールドに活躍の場を

境は例年になく法律や規 からはＡＩを使った相乗 イドシェアが解禁されて シー不足が社会問題とな を高めます。前者をタク するべきなのです。そう 身のお客様と接するのは

てタクシーを取り巻く環 証実験や、本年に入って をタクシーがたどり、ラ を知らず、近い将来タク クスすること」が満足度 上も別の事業として定義 ょう。観光の最前線で生

前号のＭＫ新聞におい た。事前確定型運賃の実 ととなったのと同じ道筋 バー不足はとどまること て「楽しむこと、リラッ を持たせるべきで、法律 広げることができるでし

技術革新の波のなかで
お客様満足を軸におく

エムケイ株式会社

観光行政と運輸行政のはざま
ハイヤー事業に自由裁量を

アルファード専用ダイヤル
2018海外研修レポート①
前田 希 職員
MKスマホ配車 羽田・成田・ニセコ・洞爺湖・登別も
MKホワイトデータクシー
MKハートラス会 ボウリング交流会
2面
6面
6面
8面
12面

制面での変化よりも、技 りタクシーの実証実験な いくのではないかという れば、それを補うものが シー、後者をハイヤーと することで事業者に創意 私たちタクシーハイヤー

術革新やインバウンドな どが行われ、タクシーの タクシー業界の警戒感が 必要とされるのは明らか したとき、同じ車での移 工夫を発揮する余地を持 事業者であることを忘れ

かしながら道路運送法に
おいてこれらは同じ事業
として規制を受けるため

年、

名のトラベルコ を作るという目標を、私

いよいよ春には京都Ｍ て互いに切磋琢磨する場
ンド需要に代表される新 Ｋに約

15

ＪＡ 観光ひいては日本観光の できました。ここが新し

輸行政の両方を司ってい 成します。寝食を共にし

土交通省が観光行政と運 上賀茂に新入社員寮が完

上がりをつくってきた国 しくあります。今月には 取り組んでまいります。

今日の観光立国への盛り てなしをする日が待ち遠 るよう全社一丸となって

ＰＡＮの旗振り役として 代表として最前線でおも いＭＫを創る出発点とな

ます。ＶＩＳＩＴ

れていないことを痛感し ます。彼ら彼女らが京都 ようやく実現することが

しいものごとに対応しき ーディネーターが入社し が 社 長 に 就 任 し て

30

に、ＭＩＣＥやインバウ

ここから日本観光の
代表が生まれる

ど外的な変化が激しいも 利便性がさらに高まるこ あります。私はこの先ラ だからです。そしてタク 動であっても利用者の利 たせ、新たな事業活力を てはなりません。

日本舞踊 春乃流家元。「春乃流はまだ新しい日本舞踊の流派です。古典舞踊の
大切な部分を受け継ぎ、時代に合わせ、日本舞踊をより多くの方に伝えたいという
思いのもと活動しています。3 月の東山花灯路でも八坂神社さんで日本舞踊を奉納
しますのでぜひご覧ください。」
8 面に「八坂神社奉納舞踊」関連記事

Vol.860
MKタクシー

毎日更新！ フォローしてね！

@MKoﬃcial̲PR

MKグループ
最新情報発信中！
★

の で あ っ た と 述 べ ま し とが期待されます。この イドシェアの解禁は避け シーとライドシェアが競 用目的が異なります。し

おう か

■情報はこちらへ
ＴＥＬ／075（555）3186
ＦＡＸ／075（693）8353
E-mail／mknews@mk-group.co.jp
http://www.mk-group.co.jp/

年間購読８２０円
（送料・税込）

櫻香 さん
春乃
はる の

Twitter限定の
キャンペーンも随時実施！
★

★

2018年（平成30年） 3 月 1 日
毎月１日発行

M K 新 聞
第860号
（1）

今号のトピックス

に取り組んでまいりまし

一般他社比

初乗2.0㎞

660円

3％安い

初乗1.8㎞

660円

7％安い

66666666666666666666666666666666666666666666666666666

た。

しかしながら、未だ人

員不足の決定的な改善に

は至らず、更なる待遇改

善の原資確保のため、今

般やむを得ず運賃改定す

ることといたしました。

➡

（Ｈ30.3.26～）

大阪ＭＫ・神戸ＭＫ

日より

26

タクシー運賃
改定のお知らせ

３月

570円 16％安い

平素は格別のお引き立 両社におきましてもドラ 今後もより一層、優秀な

神戸ＭＫ 初乗1.8㎞

てをいただき、厚く御礼 イバー不足が顕著となり、 人材を確保し、より安心

％の値上げとなります

600円 12％安い

M K 新 聞

改定後

一般他社比

大阪ＭＫ 初乗2.0㎞

申し上げます。この度、 配車ご注文にお応えでき 快適なサービスを提供す

が、一般的なタクシーと

日より下表 なご迷惑をおかけしてお 研鑽してまいります。運

しまして改めて深くお詫

人材の定着と新規採用 比べて３～７％安価な運

10

大阪ＭＫと神戸ＭＫは平 ないなど、お客様に多大 るよう全社一丸となって

成 年３月

30

26

14

年にタク び申し上げます。

の通り運賃改定いたしま ります。この場をお借り 賃改定後は、現行より約

両社は平成

す。

毎月１日発行

シー事業を開始し、ご利

お客様におかれまして

用いただきやすい価格と、 のため、両社では一昨年 賃となります。

現行

これまで大阪・神戸のタ より労働組合と協調し、

クシーになかったドライ 年功給など新しい給与手 はこの度の運賃改定にご

バーの質の高いサービス 当を創設し、ドライバー 理解いただきますととも

をご評価いただき、お陰 の所得向上や休日日数の に、今後とも大阪ＭＫ、

様で順調に事業を拡大す 見直し、自動ブレーキ等 神戸ＭＫをご愛顧賜りま

ることができましたが、 の安全性能の高い車両の すよう何卒よろしくお願

近年運輸業界では労働力 導入を一層進めるなど、 いいたします。

不足が深刻化しており、 労働環境の改善に積極的

2018年（平成30年） 3 月 1 日

第860号

－ ののさま －
大森 梨紗子展

（2）

ＭＫ新聞
にて好評
連載中の「
筆者・大
葉根たよ
森 梨紗子
り」
さんによ
る個展

３/16(金)～21(水・祝）
11：00～19：00（最終日は17：00まで）
「ののさま」とは、幼児語で仏さま、お月さま、山や草木の神さまなど尊いもの
を表す言葉。
山の中で草木と共に暮らし制作をしていると、季節と共に巡り変化する身体を
感じます。
自然は恵みも災害ももたらすけれど、草木の力を頂いていると自然のように強
くしなやかに生き、乗り越えていけるような気がします。
絵の中に「ののさま」を見つけて頂けますように…。
ｓｐａｃｅ妙
〒606-0945
京都市左京区松ヶ崎堀町1-1
TEL：090-6605-0656
Email：space.mjo@gmail.com
URL：http://space-mjo.com/
協力：ギャラリー風

京都市営地下鉄「松ヶ崎」駅①番出口 東へ徒歩５分
〈期間中、作家が営む「山の一家＊葉根舎」の草木 叡山電鉄「修学院」駅 西へ徒歩12分
のめぐみから生まれた商品の展示販売もあります〉 駐車場はお近くの有料駐車場をご利用ください

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

新設

京都ＭＫ

札幌ＭＫ

アルファード指定専用ダイヤル
ゆったり快適な乗り心地が好評なＭＫのアルファード
指定専用ダイヤルを設置いたしました。
従来は通常のタクシーと同じコールセンターの番号に
お電話いただいておりましたが、回線混雑時などでも
つながりやすく、よりスムーズにご予約いただけるよ
うになりました。
様々なシーンにＭＫのアルファードを、ぜひご利用く
ださい。
※アルファードを指定してご予約の場合、車種指定料
として別途2,000円頂戴いたします。

京都(075)757-8085
札幌(011)777-5058

※新千歳空港定額タクシーもこちらの番号からご予約いただけます

もっと知りたい！
古 典 芸 能
マーク佐藤

飛騨匠物語（１）

それも理由があって、石 は箱から飛び出したかと ずで、そこは不老不死の
川雅望は狂歌師・戯作者 思えば、壁をよじ登って 仙人たちの住む蓬莱山だ
蓬莱山で２人を待ち受

と し て 有 名 で あ る と 同 天上を通過、その後箱に った。
時に国学者としても一流 自分で戻っていくという
だった。さらに、この作 神技的技巧。他の２番勝 けるものとは何なのか。
品の種本の一つであるの 負も圧勝し、さらに家を 続きは、また次回。
り ぎょ

からくり

が、明末から清初に活躍 上下に一丈（約３メート
京都大学大学院にて西

し た 戯 作 者 の 李 漁 な の ル）ずつ動かす技巧を見 ■筆者プロフィール
だが、種本からして自由 せつけ、完勝。ライバル
奔放なのである。それを の松光は墨縄の技芸に畏 洋古典学を研究。劇場で
石 川 雅 望 が 自 分 の 学 識 れ入って弟子入りを志願。 の 勤 務 を 通 じ て、 歌 舞

３月に入った。年始か 中で生まれた読本だった。 をもって腕によりをかけ 晴れて師弟となった２人 伎・ 能 な ど 古 典 芸 能 の

ら寒さの厳しい時期が続 文化６年の刊行になって て練りに練ったわけだか は、木材を探しに山へ入 造詣を深める。現在はフ

ざっくばらんに前半の

子が違う。それもそのは

いただけに、桜を心待ち いるが、文化５年の秋に ら、あとは推して知るべ ると、どうもいつもと様 リー。
た。
明くる年の正月には、

にしていた方も多いだろ はもう市中で読まれてい し。

う。
すみなわ

さて、江戸時代後期に 大坂の御霊神社の境内で 粗筋を書くと、飛騨の住
当る文化文政年間は、ま 人形芝居として上演され 人にからくりの名匠墨縄
という人物がいた。意地

筆者の個人的感想を挟 の悪い郡司が言うことを

さに文化が満開の桜のよ た。

木々の間を吹き抜ける
涼風が木漏れ日を揺らす ーグや間、静寂へと変容 城町

夏の午後。庭の木陰に置 していく。庭に大きく開 ☎０７５・６６１・３９９３
かれたテーブルをはさん かれた扉の奥の書斎には、
で座る一組の男女が、長 タイプライターを前に、 ■一時閉館

い対話を始める。性的体 一人の作家が庭を見つめ みなみ会館は本年３月末

よみほん

うに咲き誇った時代だっ

験、子供時代の思い出、 て座っている…。

て。ときに激しく言葉が た生涯で初めての映画。 のが主な理由。本年中に

質、男と女の違いについ ースが思いのままに撮っ の修繕費を捻出できない

巨匠ヴィム・ヴェンダ た建物が老朽化し、多額

で閉館する。賃借してい

があった。読本とは、平 演された」という記述を う名のライバル、松光を

た。その枝の一つに読本 ま せ て い た だ く が、
「 上 聞かない墨縄に刺客とい

それぞれの記憶、夏の本

思った。そんな馬鹿な、 ルとの３番勝負。松光の

まつみつ

たく言えば伝記小説であ 読 ん だ 時、 心 の 底 か ら さしむけ、迎えたライバ
まさもち

石川雅望の『飛騨匠物 と。そう思うほど、天衣 本物と見紛う出来の蟹の

る。

近隣での移転再開を目指

京都☎075-778-5489（電話予約は前日昼12時まで）／神戸・芦屋☎078-302-0489（電話予約は前々日夜8時まで）

000000000000000000000000000000000000
応酬し、時に長いモノロ ◎京都みなみ会館

※復路ご利用時の付与
詳しくはWEBをご覧ください

明治十七年誾花堂出版の『飛騨匠物語』挿絵
より。尾形月耕画。
（国立国会図書館所蔵）

３. 日本再興戦略

落合陽一

５. 孤独のすすめ―人生後半の生き方

五木寛之

７. 近代日本一五〇年 ―― 科学技術総力戦体制の破綻

山本義隆

７. 新・日本の階級社会

橋本健二

❶白身魚の骨を取り除
き、
水気を切っておく。

キャンペーン

語』も、そうした時代の 無縫な作品なのである。 細工に対して、墨縄の蟹

和史氏

寺田

塩・こしょうをし、小

若竹千佐子
５. おらおらでひとりいぐも

麦粉をまぶす。フライ

石田ゆり子
３. Lily―― 日々のカケラ ――

パンにサラダ油・バタ
ーを加え、油をかけな
がら焼く。
❷角切りしたレモン、
みじん切りしたパセ
リ、クッパー、角切り
したクルトンを用意す
る。
❸バターを焦がし、は
しばみ色になれば、レ
モン汁・はちみつを加

2,500円〜

神戸・芦屋⇔関空

〜3/20まで

国際線22：45到着便まで
国内線22：55到着便まで

【空港行】空港着時間6：00〜22：00 【空港発】最終シャトル

（WEB予約は2日前の19時まで）

※掲載の料金は3月1日現在のものです。

える。水・塩・こしょ

京都
神戸

京都みなみ会館にて
2/24㈯よりロードショー！

2018年2月18日調べ）

（ジュンク堂書店京都店

京都⇔関空のみ

2,900 円

原作：吉野源三郎・漫画：羽賀翔一
１. 君たちはどう生きるか

＋500pt

通常

早朝から深夜まで運行時間拡大！

LCC対応

リーガロイヤルホテル京都
懐石フランス料理 グルマン橘

【グルマン橘の料理教室】

トホームな雰囲気で楽しく学んでいただけます。

【会場】懐石フランス料理 グルマン橘

【日程】3月27日
（火）
、28日
（水）

【時間】11：30～

【料金】4,800円

※お料理、1ドリンク、税金・サービス料含む

【お問い合わせ先】☎075-361-9223（直通）

MKPortalで80品以上レシピ公開中

７. 絵物語古事記 著：富安陽子・監修：三浦佑之・イラスト：山村浩二

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc京都市南区西九条東比永 している。
【作り方】
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

白身魚
320ｇ
塩
適量
こしょう
少々
小麦粉
適量
バター
20ｇ
サラダ油
50㏄
《グルノーブル風付け合わせ》
レモン
1個
パセリ
1枝
ケッパー
30粒
クルトン
1枚
《ソース》
バター（無塩）
60ｇ
レモン
1個
はちみつ
少々
塩
少々
こしょう
少々
水
20㏄
《ポテトピューレ》
じゃがいも
100ｇ
塩
少々
こしょう
少々
クリーム
50㏄
バター
20ｇ

3,800 円
2,600 円

すべて

4,200 円

※早朝深夜を除く

通常

うで味を調える。

4 3 2−3 0 0 0

【51】

お魚のムニエル
グルノーブル風

TEX加藤
２. TOEICL&RTEST出る単特急金のフレーズ

書籍ランキング

堀川通下立売東南角

アランフエスの麗しき日々
カラー写真付

公式アプリ

【シェフ就任のご挨拶】
この度、
「懐石フランス料理 グルマン橘」シェフに
寺田和史が着任いたしました。
今後も皆様のご期待に添えますよう、全力を尽くす所
存でございますので、尚一層のご愛顧を賜りますようよ
ろしくお願い申しあげます。
寺田 和史

材料（４人前）

佐藤航陽
新しい経済のルールと生き方
７. お金2.0

❹じゃがいもを蒸し上
げ、マッシュし、塩・
こしょう・クリーム・
①と皿に盛り付け、③

バターで味を調える。
のソースに②の具材を
加え、上からかければ
出来上がり。

記念切手、切手、印紙、新幹線券
株主優待券、商品券、乗車券、贈答品 他

Ⓒ2016-Alfama Films -Production-Neue Road Movies
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グルマン橘のシェフ寺田が、とっておきのレシピを実演する料理教室。ランチとともにアッ

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

まだまだ寒い毎日です はじまりの日。季節と共
冬は家事と制作の毎日 ているので、いつも身体 ともためらう暮らしだっ ランティアやカンパが必
す。海が大好きな子供た

比叡山は丁度雪が降り、 ち、今年の家族旅行のテ

私が暮らす山では、こ あの世を垣間見たかのよ 力をもとに、自然災害も

〈雪の世界〉
日頃頂いている草木の

が、
「東風解凍」春風に氷
の冬の雪は例年よりも少 う。美術館は心を込めて 人災にも、強くしなやか

人がまばら、静かでとて ーマになりそうです。

が解け始め、
「土脉潤起」
なく、晴れ間が多い日々 作られた、世界中の古き に向き合っていきたいで

たかのよう。
小さな旅が、

その草木の力をテーマ

き、遊べました。気温が

では、今年の家族旅行 地下鉄、松ヶ崎駅近くの

〈強くしなやかに〉

で、雪の上をたっぷり歩 な旅行になりました。

に開催します。京都市営

で三月十六日―二十一日

妙」にて。
space

四月十四・十五日には

普段歩けないところをど 込んできたニュース。一 「わち山野草の森」で開

畑の凹凸がなくなるので、 妄想をしていたら、飛び

を歩けるのです。雪で田 はどうしようか、なんて 「

低いと雪が凍り、その上

子供たちはそのおかげ 時間と世界を旅する大き にした絵の個展を、京都

とが多かったです。

は厳しく、水道が凍るこ て、まるで世界旅行をし すべてで。

でした。けれど冷え込み 美しいものが集まってい す。暮らしと制作、行い、

も神秘的でした。まるで

暖かな雨に土が潤い活気

ᅝȹɢɤ 26

ટɈݦێŖᅝକ

ɉɇɞ

ఝ ᆄଝા

〈めざめの春〉

は東京・銀座のステップ

四月十八日―二十八日

大量の重油が漏れ、日本 いう野外展に参加。

いのちの躍動高まる野草。 んさんは、
冬でも山仕事、 に走り回り、汗をかいて タンカーと貨物船が衝突。 まつり・森の展示室」と
これを頂くことで、身体 雪かき、大工仕事（今は 帰ってきます。

学校ではインフルエン 海 を 直 撃 す る と … そ の

いつも物々交換をして スギャラリーの小品展へ

す。
）
と外で身体を動かし ザが流行り、三男かやの 量は過去最悪。

冬至と春分の中間にあ はどんどんめざめてゆき ギャラリーを作っていま
る立春は、二十四節気の ます。

10

皆さまにお会いできる

やはり日頃の食事、大地 が真っ先にうかびました。 季節、ぜひぜひお出かけ

で治ってしまいました。 島列島の友人たちのこと るころでしょうか。よい

なりかけましたが、一晩 いお塩にしてくれる、五 す。京都は桜が咲き始め

前回の冬は長男つくしが 天日の力だけで素晴らし ことを楽しみにしていま

ちはかかりそうもなく、 満潮の海水を丁寧に薪と

※「京都・観光文化検定試験」
「京都検定」
は京都商工会議所
の商標です

名の３級合格者が出ま ２級も合格率

これが大切だと思い、心 島にはもう黒
漂流してきて
石油を使う

います。
）へ行って ということは

実はこの冬に、やっと

〈夫婦旅行〉

歴史・文化まで知識豊富 です。

今後も、観光案内から がけてお料理をする毎日 い重油の塊が

・７％と した。

した。京都検定とはご当 難易度が高くなっていま
地検定としておなじみの、 す。

ＭＫではドライバー な京都通ドライバーがお
に京都検定受験を勧め 客様をご案内する体制を

ており、営業所のなか 整え、京都未来を創る子 新婚旅行（

都市が推進している中

ております。また、京

ご案内できるようにし

ドライバーがお客様を

で、知識豊富な京都通

案内から歴史・文化ま

たちを預けて、初めての されたような

ポッキーをひとつ買うこ 重油回収のボ

結婚して初めの十年は、 す。これから

とるのも初めてでした。 るかのようで

贅沢なこと。自分で宿を と言われてい

私たちにとってはとても 覚めなさい、

泊の小さなものですが、 日本人よ、目

比叡山と美術館の京都一 まるで、早く

あります。そして観光 ☎０７５・７５７・６２１２ 夫婦二人旅。
といっても、 気がします。

勉強会を開くところも ◎京都ＭＫハイヤー

ラムで独自の試験対策 も協力してまいります。 へ越してきた両親へ子供 と。思い知ら

には１年間のカリキュ どもたちへの教育事業に きました。埼玉から近く こ う い う こ

⁉

26

高生を対象に京都検定

撮影協力：毘沙門堂

16

中高生に京都の観光文化
を教えるＭＫドライバー

（２月８日記）

haneya8011@gmail.com

『蛙始鳴』
京都の個展に出展予定

新たに５名の２級合格者、 １級は２・２％の難関、 バーの講師派遣も行いま り出す力。今の時代には もしていません。奄美大

定）において、ＭＫから 全国平均合格率をみると 級を所持するＭＫドライ り、余計なものをしっか ースを報道もせず、対応 ■葉根舎

日本はこの大きなニュ

回京都・観光文化 産業・暮らしなどの京都 る事業に賛同し、寄付を おかげだと思います。栄 のでしょう。

14

検定試験（通称・京都検 通度を認定する検定試験。 行うとともに京都検定１ 養をしっかりとることよ

た第

昨年 月 日に行われ 京都に関する歴史・文化・ ３級の受験機会を提供す の恵みたっぷりの素食の 彼らの暮らしはどうなる ください！
12

閉鎖。でも、うちの子た くれる日本海の漁師さん、 参加します。

11111111111111111111111111111111111クラスは一週間ほど学級

京都検定合格者多数！

京都観光は
ＭＫにお任せ♪

111111111111111111111111111111111111111111111

ります。

ことに胸がいっぱいにな の間から芽をのぞかせる 大切な時間です。夫のげ こまでも犬のせりと一緒 月六日に中国沖で、海洋 かれる「はるいろさくら

もこうしてちゃんとある

人の深いつながりが、今

の顔もほころぶ。草木と

蕾がほころべば、私たち

かまあるくなっています。

げれば、蕾がいつの間に

てきます。梅の木を見上

がふくらみ、ウキウキし

春がやってきている想像

見えないところにはもう

つちのしょううるおいおこる

づく、
という暦を見ると、

はるかぜこおりをとく

り止んだりの銀世界です める時。水もゆるみ、雪 と対話し、変化を感じる しまいます。

ね。
こちらは、
雪が降った に溜まったものを出し始 短いヨーガの時間は身体 のだろうな、と尊敬して

節分・立春を迎えました は、ゆるみ、ひらき、冬 とが少ないので、朝夕の 敏感な身体になっている 大出世です！（笑
 ）

が、大寒・冬土用を越え、 に変化する私たちの身体 で、外で身体を動かすこ 全体で季節を感じとり、 たので、不思議なほどの 要になってくると思いま
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京都市営バス・地下鉄

の利用者は近年大幅に増

加しています。京都市の

交通施策の浸透により自

家用車で観光にいらっし

ゃる方は減少し、多くの

方が公共交通を利用され

るようになりました。

枠組をはみ出し、案内員
が自らお困りのお客様に
お声がけし、観光地等を
ご案内しています。
留学生を多く採用し多
言語対応が可能なため、

楽しく学んで、英語力を身につけよう！

たいへん多くの方にご好
評いただいています。

第４回英会話
“スペシャル”サロン開催

お客様サービスの原点 ＭＫ
は「人」です。観光のお
客様には、自分でわかっ 勉強会
について
「桜のシーズンに備え 努めてきました。

で第４回目となる「カフ に学習しています

オリンピック選手の名前当てゲ
ームでは、なかなか名前が出て
こず、思わず笑みがこぼれる

てはいても、人に行先を

確認し安心感を持って観

光したいという方もおら

日 初級・プレ中級・

て、観光に役立つ英語を 普段は各営業所で
日にそれぞれ国道十 中級・上級のクラ

当欄「こんな話あんな 覚えよう」。去る２月

れます。お客様と自分の

言葉で直接お話すること

けるご来賓の講演（約

ＭＫの全員業務集会にお 条営業所と上賀茂営業所 スに分かれて別々

の大切さを実感していま 話～ＭＫ勉強会から」は、 と
す。

に参加したいがど

分）の一部をまとめたも ェナイト」を開催し、約 が、「英会話サロン
名が参加しました。

ＭＫではかねてより英 んな内容か知りた

見ると迫力があるとよく 行われ、ＭＫ社員は全員 専任のネイティブ職員が 師とも話してみた
出席します。内容は営業 ます。そして、営業所ごと の声に応えて、講

も授与していますので、 所にご来賓をお招きし、
ぜひ集めにきてください。 ご講演を賜っております。
これまで講演をしてい
月度

京都で守り育てているこ 界、マスコミ、医療、福
とを誇りに思っていただ 祉、学問、芸術、伝統工
ければと考えています。 芸、宗教など様々な分野

すが、大人向けのプログ

ＭＫ社員はこのような

楽しむ場と思われがちで おいでいただきました。

動物園といえば子供が で活躍されている方々に

ラムも開発中で、野生動 機会を通じて、社訓「わ
物の保全に関する情報を れらの信念」にある「わ

ならない」を実践してい

格の完成に努めなければ

提供していきたいと考え れらは学習に心がけ、人
ています。

団体、海外からは

全員業務集会での講演

伴いゴミの投棄が問題と ます。
なり、地域の人々と協力
し清掃活動や啓発活動を
行っています。市内多数
の小学校にて出前授業も

ら約

動を知るために他府県か

実施、鴨川の環境保全活

中国・インド等の団体も
化と環境保全の輪を広め
ています。

ディベートでは自分の意見
を伝えることに奮闘

当日の学習はゲーム まいります。

「カフェナイト」です。 英語学習を楽しく進めて
の要素を取り入れ
て、終始楽しく進
めました。内容は、
冬季オリンピック
の選手の名前当て
ゲームやお題に該
当する人探しビン
ゴゲーム、写真を
見ながらストーリ
ーを説明する練
習、英語で京都の
観光案内をする練
習、ディベート練

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

英語で観光案内の練習

見開き２ページの御朱印 り、月によっては各営業 に必要な英会話の習得に こ の ス ペ シ ャ ル サ ロ ン プ。今後も実践に役立つ

また、近年は御朱印を 報告や安全運転講習、役 に英会話を学べる「サロ 師陣とサロン参加

す。

おっしゃっていただきま 必ずそのいずれかの回に カリキュラムを作ってい い」といった社員

集める方も多く、新たに 員による訓話などからな ン」を設けて、観光案内等 者が一堂に会する機会が、 習など充実のラインナッ

「他営業所の講
程ありますので、近くで ＭＫの全営業所で各２回 語教育を重視しており、 い」

全員業務集会は、毎月

月まで境内 のです。

の祭りの大原則です。
月下旬から
に展示しています。２ｍ

21

交通局協力会は２年前

から「市バスおもてなし

コンシェルジュ」の活動
を開始、従来の案内所の

がついた「剣鉾」を「剣
鉾差し」が持ち、
「鈴」を
鳴らして巡行します。こ
れはおみこしが通る前に

22

70

当社は左京区の一乗寺

にある神社です。普通、

神社は森に囲まれている
形なのですが、当社は山
のふもとにございます。
社紋は祇園祭の紋と同じ
で、信仰はスサノオノミ
コトを主祭神とする「祇
園信仰」になります。
当社のお祭りの特徴と
「剣鉾」を鳴らし悪霊を
鎮めることを意味し、こ

30

ただいたご来賓は、昭和
年

２

年で２７８１

年から平成

30

った日本の希少な動物を 人。官公庁、警察、経済

戻せた例は無く、そうい までの約

48

いえば「剣鉾」という祭

あるツシマヤマネコを絶
滅から守る取り組みをし
ています。なぜ長崎の動
物を京都で飼育・保全す
るのか問われますが、日
本では哺乳動物で野生に

45

具です。長い棹の先に剣

当園は明治 年に完成

し、上野動物園に次いで

日本で２番目の動物園で
す。建設費が当時の３万
円（現在の約７０００万
円）
、
その約半分が市民の
寄付金であったこともあ
り、市民の手によって作
られた初めての動物園と
年にリ

して誕生しました。
３年前の平成
ニューアルし、希少種で
鴨川は１２００年の古
都を流れ、歴史の舞台や
人々の生活と密着に関わ
り、世界に誇る京文化を
はぐくんできました。大

い状況でした。そのため
年に地域住民によ

10

来られるまでに、河川美

15

都市の中心部にあって貴

昭和

って「鴨川を美しくする
会」が結成され、河川美
化に努めてきました。
近年、観光客の増加に

12

様

伏見営業所

出口博一
様
様

お客様と「言葉」を
交わす大切さ
八大神社とは

₂月₁日

西五条営業所

竹内政裕
₂月₅日

伏見営業所

坂本英房

様

一般社団法人 京都市交通局協力会
代表理事 会長
八大神社
禰宜
京都市動物園
副園長 獣医師 学芸員
鴨川を美しくする会
事務局長

₂月₆日

上賀茂営業所

杉江貞昭

₂月₇日

重なオープンスペースと

して多くの人々に親しま
年の大洪水で氾濫

れてきました。しかし、
昭和

ドブ川と呼ばれるほど汚

39

36

27

した後は、ゴミ捨て場で

10

希少種守る
京都市動物園
河川美化と環境保全の
輪を広めるために
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フィリピンでは

①

前田

希 職員

祭りで、毎年１月
の最後の土日に催
されます。フィリ
ピンでも１、２を
争う一大イベント
であり、国内外問
わず毎年たくさん
の観光客が訪れる
そうです。しかも
今年でちょうど
周年なんだとか！

多様な国の人と一緒に学んだ

京都ＭＫコールセンター
フィリピン：
位 置 す る 島 とき、自分の存在
私が留学している間に開 になかったので至近距離

これらがちょうど

東南アジアに 他の車を追い越す
国。英語公用 を示すために毎回
催され、私も行ってきま で見ることができ、まる



語の国として クラクションを鳴
高い英語能力を活かした らすそうです。そ
した。

ョンの音が聞こえ

帯は必ずクラクシ

方の混み合う時間

は大賑わいでした。パレ 滞在で、こんな盛大で楽 の配車アプリ「ＭＫスマ 道内各地の送迎も簡単操

どを繰り広げており、街 週間という短い期間での

ンスやパレード、演奏な すことができました。３

ピンの人たちが１日中ダ 最高に楽しい週末を過ご

ークな衣装を着たフィリ 初めてでした。おかげで

全身を黒く塗ってユニ あんなに間近で見たのは

で降ってくるようでした。

コールセンターや、英語 のため、特に中心

ます。日本ではク

ードはチケットが必要だ しいイベントに参加でき ホ配車」のバージョンア 作でご注文いただけるよ 大車隊の台北 桃園空港

羽田・成田
ニセコ・洞爺湖・登別
送迎は全部アプリで

ラクションの音を

ビジネスや観光で何か 能になっております。Ｍ

の送迎もアプリで注文可

また、先月からは台灣

この度、ＭＫグループ コ・洞爺湖・登別などの 用ください。

聞く方が珍しく感

この２つ以外にも様々 道の配車がより便利にな

じるので、鳴っていない の横にサイドカーのよう ったため近くで見ること てとてもラッキーです。 ップを行い、東京と北海 うになりました。
となんだか静けさを感じ なものがついていて、乗 はできませんでしたが、
ました。

だまだ行きたい場所もた 累計ダウンロード数

万 を持っての乗り換えがな ます。

「ＭＫスマホ配車」は、 のご利用なら、重い荷物 リの開発を進めてまいり

版、 と訪れることが多い東京 Ｋグループでは今後もよ
客 は バ イ ク の 運 転 手 の パレードを終えた人たち な発見や思い出があり、 りました（
Android
版順次公開）。
や北海道。定額タクシー り便利で使いやすいアプ
iOS

これらに加え

衣装を着た人たちに声 すことができました。ま

また、フィリピンでは 後ろとサイドカーに座り に会うことができました。 とても濃い３週間を過ご

てタクシーも多

くさんあるので、次は旅 件、毎日のご利用人数３ いため、時間的にも体力
行に訪れたいです。貴重 ０００名以上の人気アプ 的にも余裕を持って行程

ＭＫでは従来の札幌市内 ＭＫグループ全国主要空

首都圏の送迎も、札幌 ホ配車」アプリで、ぜひ

京ＭＫの羽田・成田空港 便利になった「ＭＫスマ

な経験をありがとうござ リ。このアプリ一つで東 を組んでいただけます。
います。
………………………

平成４年に始まり、時 に加え新千歳空港 ニセ 港の送迎タクシーをご利
代に合わせて改善・強化
し続けてきたＭＫの海外

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

面プレゼ
ントコーナーをご覧くだ

かつまた

ち

こ

用

採

入ろう

33.6万

平均月収

25〜30万円

３週間

※条件あり

43.8万

６ヵ月程度

４ヵ月

平均月収

30万円〜

2〜6ヵ月目 月収

30
，

1ヵ月目

25

留学の地としても近年注 部に近い場所や夕
目を浴びている。

フィリピンに留学して

印象に残っていることは ジプニーやトライセコー ます。こちらも乗り合い
という日本にはない乗り 制ですが、行く

のも、フィリピンではい ら、どの場所でも止めて

す。そして、特

トライセコーはバイク く 走 っ て い ま

つもクラクションの音が 乗り降りができます。

いうことでした。という れた最終の目的地までな す。

車の通りが静かだな、と 制の大きい車で、決めら 範囲が広がりま

中で最初に思ったことは はバスのような乗り合い ニーよりも行動

す。日本に帰ってきて街 走っています。ジプニー 第なので、ジプ

１つ目は、道路状況で 物があり、それらが多く 方向は運転手次

２つあります。

⇔

ā

鳴り響いていたからです。

期となる今回

株式会社京都パープルサンガ
／１０００円（税込）
布部陽功監督インタビ

必須の１冊。

さい。

70120-816-314（担当：古知・勝又）

グループ施設割引（ガソリン、
アミューズメント、
トラベル、
整備工場など） 野球・ボウリング大会など開催

研修。第

は、ハイヤー課の持田歩
してくれるので、ぼった 写真撮影を引き受けてく 田直樹社員・山本瑠美社
くりなどの心配もなく安 ださり、よい写真がたく 員・岡本悠希社員の５名
心して乗ることができる さん撮れました。皆さん がイギリス２ヵ月間の中
と人々に親しまれている とってもよい笑顔で、中 級コース、コールセンタ
そうです。私はこの３つ には自ら写りに来てくれ ーの前田希職員が、フィ

すべてを利用しましたが、 る人もいて、笑顔もノリ リピン３週間の初級コー ューや京都サンＦ．
Ｃ．
２

日に出発し、２月３日 情報が盛りだくさんに収 オフィシャルイヤーブッ

ちの初級コースが、１月 ロフィールなど、チーム ☆書籍「京都サンガＦＣ

ジプニーが安くて便利で も素敵な人たちばかりで スで学びました。そのう ０１８トップチームのプ
また、前夜祭では大迫

した。もう一人でも乗る した。
ことができます。

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

65

ンフェスティバルという げられました。私がいた しましたので、レポート Ｃ．を 知 り 尽 く す た め に レ ゼ ン ト！
お祭りです。ディナギャ ところがちょうど真下の を紹介いたします。
ンはイロイロ市最大のお あたりで、高さがそんな

11

ジャンボハイヤースタッフ候補に
関するお問合せは…

北区、
南区、
伏見区、
西京区、
山科区、
右京区、
宇治市、
八幡市

⇔

京都サンガF.C.
オフィシャル
イヤーブック２０１８

活躍中

昼勤/夜勤 月間休日８日、有休、総合職登用あり、昇給
あり、賞与年2回、社保完、退職金あり、寮完備、制服貸与

に私の行ったイ

グループワークでは積極的に発言した

シーは、寝ていても起こ をかけると、皆さん快く 社員・徳永和彦社員・岩

ロイロ市のタク

31

※給与額には諸手当が含まれます。
詳しくは説明会で説明します。

転職支援金
り
10万円あ

ޠ
ެ
ॸ
ୌ
˄
ʵ
ῴ
ʠ
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２つ目は、ディナギャ 力の花火が何発も打ち上 に研修を終えて帰国いた 録された。京都サンガＦ． ク２０１８」を１名にプ

14

でも
未経験
大丈夫

普通免許取得後3年以上の方
（AT限定可）
二種免許取得完全バックアップ

⇔

BOOK

3129
50周年ディナギャンフェスティバルにて
（写真左から１人目が前田職員）

京都MK

正 社 員 募 集！

ハイエースを使用してのジャンボハイヤー業務。
受注センターで受付する、伊丹・関空への乗合制
空港送迎業務が中心です。
春・秋の観光シーズンには修学旅行生や一般観
光客に対する観光ガイド業務をお任せします。
※その他、一般送迎もお願いします。
完全予約・固定月給制の業務です。

カーナビ＋ＧＰＳシステムが地理不安も解消。
自信がなくてもゼロからのスタートでも、
しっかり
研修でフォローします。

ジャンボハイヤー
スタッフ候補

50
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東山・花灯路２０１８にて

新しい風を
取り入れた
奉納舞踊
日（月）及び

〈奉納舞踊について〉
日時：
月

３月
分より

日（木）

午後６時

各都市に１台限定
全国７都市で運行
日
（日）

は、ＭＫのト
レードマーク
であるハート
の行灯（屋上

昨年京都だけで実施し 灯）を、通常

ＭＫグループ７社では 行いたします。

まで各地域に１台限定で、 たＭＫホワイトデータク のオレンジ色

３月７日
（水）
～
ホワイトデーにちなんだ シーは、ＳＮＳ上で多く から白色に変

分間

場所：
特別仕様のタクシーを運 の 反 響 を 呼 び、
「 見 て み 更します。該

乗車記念のお菓子箱（イメージ）

昨年は担当ドライバー

『むち
方や、ご乗車になった方 す！」と伝えると、

別仕様のタクシー さい。

天壇祇園本店のりば︻ 時〜翌朝︼

祇園のりば︻夜間営業︼

鴨川

川端通

会社としてもお客様が

りがとう』とおっしゃっ
お供してる自分もすごく
気持ちよかった」、「特別
なタクシーに乗務すると
いうことで普段以上に
『お客様が求めているこ
とを察知してこちらから
提案する』ことを意識し

た」、「この経験を今後に 少しでも幸せな気持ちに

生かして、さらに成長し なっていただけるならと、

ていきたい」と小さな幸 本年規模を拡大して運行

せを届ける仕事に楽しみ いたします。ぜひ発見、

とやりがいを得ていたよ ご乗車ください。

東横イン

時〜翌7時︼

メルキュール
ホテル札幌

豊水すすきの駅

ススキノ
のりば

ススキノ東
のりば

ススキノのりば︻

ススキノ東のりば︻ 時〜翌6時︼

て降りられる方が多く、

た」、「いつも以上に『あ

と写真を撮っていただい

ホワイトデー特 はぜひＳＮＳに投稿くだ ゃくちゃラッキーやん！』

した。

ることが決まりま タクシーを見かけられた で１台だけのタクシーで

国７都市で運行す 珍しいＭＫホワイトデー にも好評でした。「『京都

につきグループ全 プレゼントいたします。

た。本年は、好評 乗車記念品を

多く寄せられまし お客様には、

たい」との投稿が ご乗車された

たい」
「 乗 っ て み 当タクシーに

東山区八坂神社 舞殿
今年も八坂の塔や石畳 んの方に日本舞踊を知っ お問合せ：
おう か

の道が優しい灯りに照ら てもらいたいという家元 日本舞踊 春乃流 家元
はる の

日
（日） しい風を取り入れた日本 ☎０９０・３２８６・９４７８

される季節がきた。３月 の想いから創流された新 春乃 櫻香
年目となる 舞踊の流派である。伝統

９日
（金）
～３月
には今年で
京都・東山花灯路２０１ 芸能の日本舞踊になじ
みのない方や、壁を感

その東山・花灯路の予 じる方にもわかりやす

８が開催される。

ひと

定事業の一つとして、１ いよう、八坂神社では
面の女コーナーにてご紹 梅と桜をテーマに舞う。
介した家元が指導する春 この奉納舞踊は花灯路
乃流が奉納のため日本舞 開催期間の中でも２夜
踊を舞う。八坂神社の境 しか見ることができな
内にある舞殿にて奉納舞 い。京の春の幕開けを
色と雅な舞を見て、季
年に創 節を感じてみては。

でも、「人間の知能を超

撃するかもしれない。
えれば…」という話をし
ているのだから、それは
人間のような愚かな過ち
を犯さないということで

うです。

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

カードを持って
街へ出よう！

︻

時〜翌朝︼

20

︻

︻

時〜翌朝︼

時〜翌朝︼

北新地のりば

ホテル名古屋ガーデンパレスのりば︻ 時〜翌朝︼

本町通

探さず便利！
外出先でも安心

22

天壇祇園本店のりば

20

20

踊を舞うことが毎年恒例 彩る春乃流の優しい音
春乃流は平成

となっている。

流されたばかり。たくさ

だ け眺 め て
らしたい

はないのか。ＡＩがこの
世を完全無欠にしてくれ

るとまでは言えなくても、 って、地球上に現在七六 はなくＡＩ自身のために
少なくとも今よりましな 億人もいて今後も増加し さらに巧妙に広く深く人
ように争ったり、排撃し だろう。それは、情報や

社会になるのではないだ ていく人間とＳＦ映画の 間を洗脳するようになる
ろうか。

もちろん、これが能天 たり、支配者然として人 データを操るＡＩが最も
気な楽観論だということ 間を抑圧するメリットは 得意とするところだ。

イビススタイルズ
( ホテル
京都ステーション 1F )

八坂神社

四条通

南座

よしもと
祇園花月

ファミリー
マート

北新地駅

錦三丁目のりば︻ 時間営業︼

堂島川

三菱東京
UFJ銀行

通

船大工

**********************************************

本
暮
信夫

259
3
2

大西
ＡＩ（人工知能）がプ 安の声も聞かれる。

つまり、ＡＩ性善説を

プラザホテル

22

しかし、
（屁？）理屈を は誰でも直感でわかる。 何もない。

「見せて」もお得になった
ＴＡＣＰＯ提携店をご紹介！

※優待内容は予告なく変更に
なる場合がございます。

ANA クラウン

24

ロ棋士との対局で勝つよ

それより、人間を洗脳 とるにせよ、性悪説をと
能が優る」イコール「よ し、それと気づかれない るにせよ、ＡＩが人間の

うになり、産業や医療な 言えば、そんな心配はま ただ、
そう感じるのは
「知

ど私たち一般人の身のま ったくの無用だ。

人間の命令に従うだけ り悪賢い」という世界観 ように支配するほうが得 知能を超えるようになれ
だったコンピュータがも が基礎にあるからだろう。 策だろう。現に今だって ば、社会は今よりよくな

い問いなら、そもそも超

阪急「烏丸駅」
・地下鉄「四
条駅」15番出口より徒歩
1分
京都市中京区高倉通四条
下ル 前田ビル2F

新地本
通
堂島上
通

ホテル名古屋ガーデンパレス
のりば

わりでもその活用が広が

そんな中で、将来、Ａ し人間の脳と同等に進化 それは現実の社会がそう 資本と密接な関係にある り、人間は今より幸せに

りはじめている。

もっとも「人間の知能

Ｉが人間の知能を超える する ―― 人種差別や宗教 だと皆が思っているから メディアによって演出さ なれるというわけだ。
れる消費生活に人は自ら

るではないか。

間より「悪賢くなる」と 資本の拡大に奉仕してい ことか。これが結論のな

㊡年中無休

北新地のりば
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錦三丁目のりば

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

では、将来、ＡＩが人 の望みとして幸福を感じ、 を超える」とはどういう

ことになれば、やがて意 対立や自然破壊やテロや に他ならない。
はいげき

志を持ち、そのうち暴走 戦争を繰り返す愚かな人

し、ついには人間を排撃 間並みのＡＩになる ――

したり支配するようにな というのなら、確かに暴 仮定してみよう。

11:00〜23:30

20 23

新橋通

18

ＡＩは、もはや資本で えようもないが…。

【優待】
①ワンドリンクサービス
②カットケーキプレゼント

京阪
祇園四条駅

どなたでも
お気軽に
ご利用ください

本年は７都市で運行します！

15 12

だとしても、ＡＩにと

2月1日〜

16

るのではないかという不 走しＡＩ以外の存在を排

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
新規提携
スタート！

18

18

祇園のりば
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昨年京都だけで運行した特別仕様タクシー。

○京都 豚しゃぶ英
四条烏丸店

30

3
30
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連載「世相と法律」の３月号は都合により
いませ。

私の趣味について話し 枚もシャッターを切り続
てみようと思う。私の長 けてきたことに素朴な疑
何回か考えることはあ

年の趣味は写真を撮るこ 問を持つようになった。
とである。ふと始めたの
は高校１年の頃、ブログ ったが私の答えはこうで
やネットの写真を見て鉄 ある。それは今日まで何
道写真に惹かれ、写真を もなかった場所からより
撮り始めたことに始まる。 良い１枚を求めるために
その当時は写真の構図な 良い部分・悪い部分を探
んぞメチャクチャなもの 求し続け、諦めずに「理
私にとって、仕事は、 こともあり、初めはと

私の
ひとりごと
最近は遠くに行くこと
今ではお客様を怒ら

であったが、今になって 想の１枚」を求め続けた も多くなり、全国各地の ただ報酬を得るためのも ても大変でした。
最近は疑問に思うことが ことだ。例えば、ときに まだ見ぬ絶景にその１枚 のではなく、周りとのコ

道写真はその１枚を求 多くなった。そのおかげ 方、接し方、仕事の進め くなりましたが、最近
めても、どこかで失敗 か、
「感性」というものを 方、取り組み方など、多 新しい現場に行くことが
をしてしまうものであ 澄ませシャッターを切り くの面で勉強になり、そ 多く、そこでの仕事が今
る。しかしその１枚を 続けることでその１枚が の一つ一つを吸収して、 までやってきたこととは、
求め、この立ち位置、 さらに良いものになるこ 自分自身の成長の糧にな 全くの別物でした。現場
の先輩に教えていただく

私は警備の職に就いて のですが、年齢がかなり

この構図、この切り位 とも多くなった。飽くな るものだと思います。
置で、という撮る人に き探求心と感性を常に感

おけるお気に入りのポ じ続けることで写欲を高 から、色々な現場で仕事 離れていることもあり、

今日まで続いてきた写 関わらずにはいられませ 感じることが多々ありま 事とは、より良い人間関

これらの経験から、仕

（平成29年度入社）

いものである。
めて。

お客様を怒らせてしまう 応など、様々な状況があ だと感じました。

時の感動は計り知れな ていく。理想の１枚を求 葉一つ間違ったことで、 日本語が話せない方の対 を大きく成長させること

てその１枚を手にした を求めて写真を撮り続け けなければいけなく、言 や、海外からのお客様で を知ることなど自分自身

は完成していく。そし これからもまだ見ぬ絶景 への言動にとても気を付 が見えない電話での対応 ション力や、新しいこと

ていくことでその１枚 真を撮ることであるが、 ん。先輩や上司、お客様 した。他にもお客様の顔 係をつくるコミュニケー

の１枚にチャレンジし

改良し続けること、そ み出す要因となっている。 どこの現場でも必ず人と ョンを取ることが難しく

イントがある。それを めて、
「理想の１枚」を生 をさせてもらいましたが、 なかなかコミュニケーシ りました。

～自分にとって
仕事とは～

落ち込みます。文章を書 りました。
く時の誤字脱字や、しゃ

分で試して、なるほどこ

うにピンっと立つん。自

注文したナンコツのカラ の鼻毛とわかったんです の 小 説 に も あ っ た や ろ けると生えているかのよ
し、人の毛だとしても、

説が出てきて、噛んだ噛 り、鼻毛は机の上でも立

ここで、夏目漱石の小 れは夏目漱石の小説の通

アゲに、人の鼻毛が付い か？鳥の毛かもしれない う？」

」
べる時の噛んだりも、ミ 知人「最近、いろんなお ていた。

っていたという話はたま よ？」

スはミスなんで、とりあ 店を食べ歩いているそう 知人「料理に髪の毛が入 う ぶ 毛 か も し れ ま せ ん
えず落ち込みます。先日 ですね。
」

!

すか。
」

多一郎

アゲの上に立っていたか

格好で、ナンコツのカラ

のですが、ややこしいの し、それとまったく同じ
で、続きを先に。

僕「坊ちゃんやったか、 ら、あれは人の鼻毛だと

ということで、その店

猫の方やったか忘れたけ 断言できる。」
ど、登場人物が鼻毛を抜
いて机の上に立てていく

というシーンがあって、 には二度と行かない、と
本当に抜いた鼻毛が立つ いう説明の過程で噛んで
のかどうか、中学生の頃 しまったこと、日本を代
に自分も試してみたこと 表する文豪の小説を引き
鼻毛や。見事にナンコツ がある。鼻毛って、抜く 合いに出して鼻毛の部分

塩見

人にはそれぞれ性格が は「夏目漱石の小説」と、 僕「うん、でもこの前ひ に聞きますけど、鼻毛で 僕「いや、あれは確実に まないで話の腰が折れた つということを確認した
あるでしょうが、僕は小 言おうとして、「なつめし
さなことでくよくよする ょうせきのそうせつ」と
タイプです。幸い毎日が 言ってしまい、恥ずかし
忙しいので、くよくよし い思いをしました。いわ
ている暇がないというの ゆる専門用語で音位転換
はラッキーですが、性格 というそうで、子どもに
は性格で、昔から変わり 多いのです。アニメで有
ません。例えばプライベ 名ですが、オタマジャク
ートなドライブで道を間 シのことをオジャマタク
違ったとします。プライ シと言ったり、トウモロ
ベートで間違うというこ コシのことをトウモコロ

年の人生 以来読んでいないという か？」

い粒、脂肪のようなもの 浅はかさに猛省、くよく
知人「抜けた毛が立つん （毛乳頭）がついたまま よしたのでした。

ンっと立つようにくっ付 た。
」

違うかもしれないという 夏目漱石の小説は中学生 知人「何があったんです 僕「ナンコツの上に、ピ の上にピンっと立ってい と毛根の部分に小さな白 しか出てこない、自分の

ことで、あぁ

」
の中で、あっちやこっち 僕が、なぜ日常会話の中 僕「汚いお店に入って、 いていた。

やで道を間違っていたに でその言葉が出てきたか 店が汚くても料理が美味 知人「それはひどいです ですか、嘘でしょう？」 抜けて、それは粘着力が 【ブログ版】 http://foot
hat.blog118.fc2.com/
違いない、と思い込んで というと、次の流れがあ しけりゃいいやと思って ね。でもそれがなんで人 僕「立つ立つ。夏目漱石 あるから、何かにくっつ

「空港定額タクシー」
とお申しつけください。

滋賀
名古屋
神戸
東京

清水 篤史
ＭＫ警備

空港送迎の代名詞

京都で生まれた
空港送迎の老舗ブランド

日本8都市、海外で心よりお待ちいたしております。

ある。今日の今日まで何 切る位置がモノをいう鉄 を求めて出かけることが ミュニケーションの取り せてしまうことは少な

（平成29年度入社）

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

●お知らせ●
」
とは、これは仕事でも間 シと言ったり。
そもそも、 どい店があったんや。

Ĭ3:3ĭ
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全国のハイヤー車両・アルファードで
Wi-Fi使用可能！

スマホアプリでも注文可能

谷崎 翔太
大阪ＭＫ

京都
札幌
大阪
福岡

日本

お休みさせていただきます。ご了承くださ
48

ロサンゼルス・上海・台湾でも安心

タクシー、ハイヤーでの空港送迎は

～理想の１枚～
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◇一白水星生まれの人

高島 寿周

が思うように運ばない時 の男女には恋人が現れた 針が良い。普請・造作・ かどらないから焦らない
だから、何事も控えめが り、結婚のプロポーズを 移転・旅行・新規・開店 方が良く、普段虚弱な人
良い。星が中宮に入る月 される月。喜び事の多い は吉。難事件の解決月で は病難に注意する必要が
にも注意。吉方位は東。

は静観しているのが一番。 月だから業務や身分上に もある。吉方位は東・西・ ある。また盗難・遺失物
腰・背中のケガや病気、 喜び事があり、普請・開 東北。

http://www.jushu-t
akashima.net/

愚かな者が表に立って ■高島易断鑑定所
活躍し、聡明な者が退い

吉凶相交わり、変化変 ているような不条理な時。

◇七赤金星生まれの人

東北・南西。

冷えに注意。吉方位は南 店・婚姻は吉。吉方位は ◇九紫火星生まれの人
◇五黄土星生まれの人
些細なことにも腹を立

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

洋蘭の
植え替え

の当たらないところで管

ほとんどの洋蘭は、根

理します。

は乾燥に強く、地上部は

度前後、明るい日陰

湿度の高いところで、気

温

を好みます。乾燥しすぎ

るとダニ類が、風通しが

悪いとカイガラ虫、アブ

ラムシ（アリマキ）が発

生しやすくなるので注意

しましょう。アブラムシ

（アリマキ）など、吸汁

性の虫はウイルス病を伝

生育する地生蘭と木の幹 オライトなどの根腐れ防 移行性殺虫剤で予防して、

洋蘭は大ざっぱに分類 菌の繁殖で根腐れなどし 染させる大きな原因です

などに寄生し育つ着生蘭 止剤を混入するのもよい 常に観察、発生したら園

すると、土に根を張って ないように、活性炭やゼ ので注意し、事前に浸透

実な見込みがあれば差し 協力してことに当たるこ は東・西。

い。月の後半にいくほど が、従来通りにしている の和合を計り、目上や経 見合わす方が良い。現状

支えない。未婚の男女は と。普請・移転・開店は ◇八白土星生まれの人

えの季節はいずれも同じ

しかし、あるソフトウェ ジョンにもかかわらず、 加することを通してネッ え替えの土は、水苔・ヘ くしすぎると次の花が咲

アでは、新バージョンを 現在でも大会が開催され、 トワークを広げており、 ゴ・軽石・滅菌したバー きにくくなるので、注意

通して新たなユーザーが 合したもので行いますが、 きるシンビジュウムのよ

出しても旧バージョンに 新作の大会と比べても参 これらのネットワークを クなどの単体、または混 します。バルブが確認で
そんしょく

土に似通ったものにした を１つと考えて割るとよ

研究では、最初にヒア 旧バージョンに参入して できるだけ植え替え前の うな場合、３バルブ以上

ユーザーが留まってしま 加者数に遜色はない。
うことがある。

芸用殺虫剤などで駆除し

は西。

で、春がきて生育を始め 大敵ウイルス病を誘発し

間部屋の中で、私たちを っかり洗い、ナイフは、

株分けする時は、蘭の ましょう。

たことが明るみに出てく

る直前、お正月から長い ないよう、石鹸で手をし

に大別されます。植え替 でしょう。

東北。
る。上運の月なので何事

様々な局面で隠れてい

かれ、明るい運気の今月 い月。吉方位は南西。
先月とは違って今月は、 も急いで仕遂げたい気持

◇六白金星生まれの人

楽しませてくれた花が終 切り口が汚くならないよ

生みの苦しみを味わう

は、活動範囲が広がる。 ◇四緑木星生まれの人
こる。何事も急速にすれ 兆しがある。
急進したり、 公的なことより私的なこ ちになるが、せいては事

わる、３月中旬頃からが うに、よく切れるもので、

長男に関わる喜び事が起
ば結果が良く、躊躇する 準備を怠れば、苦労や悲 と、異性や金銭に関する 仕 損 ず る と い う 諺 ど お

ことわざ

と調わない。普請造作・ しみが増すばかり。運勢 ことで動きがある。未婚 り。急がず怠らず進む方

維

############################################################################## 適期になってきます。植 これも殺菌、また、細か

連載

グローバル・ビジネス・レポート
小林

植え替え後は、２～３

この６年間、長岡技大 方が、その後の成長によ いでしょう。

私は、「大乱闘スマッシ リング調査にて仮説を構 いくことが分かった。

マブラ）ＤＸ」を通して、 てユーザーのデータを集 で数多くのことを経験し、 いようです。水捌けには

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

特に学んだのは現場の この現象を身を持って知 め、統計分析を行った。 数多くのことを学んだ。 十分注意し、鉢の中の雑 週間、やや湿度のある風

とができた。

学び貴重な体験をするこ ュブラザーズ（以下、ス 築し、次に調査票調査に

長岡技術科学大学
経営戦略・技術経営・ものづくり経営研究室

卒業：長岡技術科学大学での
６年間を振り返って

鈴木信貴准教授をはじ

術科学大学の修士課程を 書き方を基礎から学んだ。 ションをよく取り、仕事 た。スマブラは各プレー 程度、有名なユーザーで 輩に大変、感謝している。 仕事に励んで

私はこの３月に長岡技 を明確にするなど論文の る。現場とコミュニケー を事例として研究を行っ ブラＤＸの世界で、ある め研究室の同期並びに後 を活かして、

統括責任者の在り方であ っていたため、スマブラ 調査票調査では私がスマ

随時更新中

ホームページ
フェイスブック
ツイッター
愛知県生ま

mknews@mk-group.co.jp
http://www.mk-group.co.jp/np/

お気軽にお問合せください

修了し卒業する。
今回は、 その後、何回か論文を書 を丸投げせず、何か問題 ヤーがマリオなど任天堂 あることもあり、数多く 実 務 訓 練 先 の 越 後 製 菓 いきたいと思
間、自分を実務訓練生と

卒業にあたり在学期間の くという実践の機会も与 があったら迅速に対応す のキャラクターを操って、 の回答を得ることができ 株式会社には４ヵ月もの う。
研究の結果を簡単に言 して受け入れていただい ■筆者プロフ

６年間で特に印象に残っ えられたため、修士論文 る。このような人が現場 相手を攻撃し相手を場外 た。

ている研究室で学んだ論 も何とかまとめることが から最も信頼される統括 に落とす、もしくは、遠

勝敗を競うというゲーム では、新シリーズへの一 い。そして、スマブラＤ

責任者であるということ くにふっとばした回数で うと、スマブラシリーズ たことに感謝申し上げた ィール
連のバージョンアップが Ｘの世界の方々、大学の れ。安生東高
任天堂はスマブラＤＸ ＤＸユーザーとは必ずし 友達、アルバイト先のオ 校卒。現在、

修士論文については、 である。

次に実務訓練について を実感した。

文の書き方、実務訓練、 できた。

修士論文について書こう

である。長岡技大では学

元々、私は文章を書く 部４年時に約４ヵ月の長 「ソフトウェア製品のバ

と思う。

かい り

ことが非常に苦手であり、 期インターンシップに行 ージョンアップ戦略と顧 の他に、最新作のスマブ も合わず、ＤＸのユーザ ーナーはじめスタッフの 長岡技術科学

研究室に入った当初は特 くことできる。このイン 客行動の乖離」というテ ラ

士課程情報・

などの作品 ーはＤＸのゲームとして 仲間にもお礼を申し上げ 大学大学院修
forWiiU
自分は４月から長岡の 経営システム

を発売してスマブラをシ の可能性を追求し続けて たい。

通常、ソフトウェア製 リーズ化している。新作 いること、また、ＤＸユ

にひどかった。しかし、 ターンシップのことを実 ーマで研究を行った。

私は越後製菓株式会社 品では、バージョンアッ も人気が高い。しかし、 ーザー自身がユーザーの 地を離れ就職する。これ 工学専攻第２

研究室での指導を通して、 務訓練と呼ぶ。

レポート・論文を書く前

に、
アウトラインを作り、 にて実務訓練を行った。 プする度にユーザーは新 スマブラＤＸは２００１ 集まる場となる大会を企 までのご恩を胸に、そし 学年に在籍。

スマブラＤＸの大会にて

【59】

「問い」
「主張」
「論証」 そこでは数多くのことを バージョンに移行する。 年にリリースされたバー 画する、または大会に参 て 数 多 く の 学 ん だ こ と

ＭＫ新聞への広告ご掲載は
☎（075）555-3186

障害物が徐々に取り除 結婚を決断することに良 吉。吉方位は北・東・西・

◇二黒土星生まれの人

良い運気になる。吉方位 方が良い。共同事業は確 験者の助言に従い、老若 維持が基本の月。吉方位

→３月６日（啓蟄）～４月４日まで

３月（四緑木星の月）

今月は積み重ねてきた てやすく、人と争う傾向 動の気運に包まれた微妙 沈運の時期で、何事もは

どではないから、新規事 てくる。転業・転宅など て目上の人の意見に従え 方が良い。普請・移転は

善悪ともに世間の評判ほ れていたことが表に現れ なるべく気を平静に持っ ず、気は焦るが急がない

ずに片付けておくと良い。 ことが形を成したり、隠 があるからケガに注意。 な時。何事も急には調わ

話事なども、後回しにせ

めをするべき。雑用・世 ◇三碧木星生まれの人

今月はじっくり地盤固 は吉。吉方位は東北。

移転・旅行・婚姻・開店 西。

高島易断鑑定所

↓３月６日︵啓蟄︶〜４月４日まで

4
ॢ
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業開始は見合わす方が良 したい気持ちが生まれる ば間違いが少ない。上下 病難にかかりやすいので
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恐竜の卵
恐竜誕生に秘められた謎

３／ ～５／６

１億６０００万年以上

（地下鉄「長居」駅３号

、

、

日（土）～

出口より東へ８００ｍ ）
にて、３月
５月６日（日）
。３月
、 日、４月９、

花の天井
春の特別拝観
３／２～５／
平岡八幡宮

でも珍しいイチョウや
樹齢３００年を越える
平岡八幡ヤブ椿などが
拝観できる。無病息災
の大福茶接待付き。
平岡八幡宮（市バス

弘法大師創建１２００ 「平岡八幡前」下車徒

女性や高齢者に人気の「花の天井」

①京都サンガＦＣオフィ 所・氏名・年齢・電話番

シャルイヤーブック２０ 号・ご希望のプレゼント

番号・興味を持った記事・

日は休館。午前９時

１８（６面）

という長い時代、繁栄し
続けた恐竜。恐竜がどう 分～午後５時（入館は

名ご招待

面）

面）

名ご招待

市南区西九条東島町

―

１、ＭＫ新聞「プレゼン

日（木）消印

有効。当選者の発表は発

年３月

③清水三年坂美術館「白 ト」係まで。締切は平成
５組

「 明 治 １ ５ ０ 年 展 」（

ただきます。なお、お寄

④京 都 国 立 近 代 美 術 館 送をもって代えさせてい

日（ 日 ）。 午 前
場は

ンガ

⑤ＪリーグＪ２「京都サ 場合がありますのでご了

５組

せいただいたご意見を紙
入場無料。国立京

ータ戦」（

いただいた個人情報につ

※ご応募に際してご記入

大 分 ト リ ニ 承ください。

面）

ます。

き厳重に管理しており

ロアッソ熊 バ シ ー ポ リ シ ー に 基 づ

⑥ＪリーグＪ２「京都サ きましては、弊社プライ
ンガ

本戦」（ 面）

１組２名ご招待

ttp://www.mk-gr
ご応募は、ハガキに住
oup.co.jp/privacy/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

レスピーギの最高傑作、 Ｓ 席 ５ ０ ０ ０

飾る。イタリアの作曲家 （同６時開場）。

ョナルな日本デビューを

面に掲載させていただく
都国際会館☎０７

１組２名ご招待

名ご招待

面）

１８（平日９時～

～

イオリスが、センセーシ

５・７０５・１２

：

「ローマ三部作」で、バ 円、Ａ席４５０

トラ音楽監督として活躍 （地下鉄「北山駅」出て南 コンサートホー

京都コンサートホール ０００円。京都

００円、Ｐ席２

２０１８年度の幕開け ンダを含む大編成オーケ ０円、Ｂ席３５

京都コンサートホール

４／

第６２２回定期演奏会

京都市交響楽団

午後５時）

分前まで）。

時～午後５時（入

日（土）～４月８

問わず、宮司自ら境内を で）
。拝観料８００円。

～春の庭園特別開放～

デイズ２０１８

桜・さくらスペシャル

自主企画イベント

国立京都国際会館

へと案内する。日本国内 ７１・２０８４

名ご招待

４／７～８
国立京都国際会館
庭園および館内
春の桜の美しい時期に、
洛北・比叡山を背景に、
自然美に包まれた日本式
回遊庭園を観賞できる。
また、アンサンブルコン
サートをはじめ、様々な
お楽しみ企画が満載。桜

１２００年の悠久の歴 する一つとして、３月

和装業界の動きを後押し

開催中～３／
みやこめっせ、西陣
もの文化」のユネスコ無
織会館、
京都駅ビル、
形文化遺産登録を目指す
京都文化博物館ほか

日（金）午後７時開演 １１・３２３１

２ 番 出 入 口 よ り 徒 歩 ５ 

下鉄「国際会館」駅４― トラで実績を積み重ねる

国立京都国際会館（地 し、欧米の主要オーケス へ徒歩５分）にて、４月 ル☎０７５・７

る。

製松花堂弁当も販売され ンズ・シティ・オーケス

場で春をイメージした特 は、英国ミルトン・キー ストラが楽しめる。

の眺めが美しいお食事会

実力派指揮者ダミアン・

の牙彫」（

５組

「恐竜の卵」（

②大阪市立自然史博物館 〒６０１―８４３２京都

ＭＫへの一言を明記の上、

枝垂桜

１名にプレゼント

分）にて、４月７

やって子孫を増やし、こ 分前まで）
。
一般１３００ 年余、足利義満により再 歩３分）にて、３月２
日

分前ま

時～午後

れほど長く繁栄していっ 円、高大生８００円、中 建６００年の節目を迎え 日（ 金 ） ～ ５ 月
。
午前
たのか。本展では、卵に 学生以下無料。大阪市立 た平岡八幡宮は京都最古 （火）

名ご招待

11

説明しながら
「花の天井」 平岡八幡宮☎０７５・８

よる恐竜の誕 自然史博物館☎０６・６ の八幡宮。個人・団体を ４時（受付は
生をメインテ ６９７・６２２１
５組

ーマに、日本 ☆読者プレゼント
初公開の卵や
化石も登場。
中高大生５００円。清水

本展では帝室技芸員を 三年坂美術館☎０７５・

恐竜の卵や巣 彫が隆盛した。
の化石から、

５組

め、旭玉山や吉田道楽ら ☆読者プレゼント

恐竜の
「ナゾ」 つとめた石川光明をはじ ５３２・４２７０
にせまる。
在置物などを

大阪市立自 の彫像、また象牙製の自
然史博物館
清水三年坂

ネイチャーホ 展示。
ール 花と緑
と自然の情報 美術館（京都
センター２階 市バス「清水

《牙彫 伊勢海老》山崎南海
長 ・０～ ・０㎝

京都市

11

大阪 市 立 自 然 史 博 物 館

トルヴォサウルス全身骨格

道」下車）に
を渡っていった。高度な て開催中。５
彫技によりかたどられた 月 日
（日）
ま
人物や動物などの牙彫作 で。休館日は
時～午後５

品は、象牙特有の柔らか 月・火曜。
午前
な白色と相まって見た目

明治時代、外国人の需 にも美しく、当時、彫刻 時（入館は
要に応えて象牙の置物彫 の世界は象牙で真っ白に 分前まで）
。
一

63

円、高校生以 伝統産業の魅力を国内外 定のコンサートを開催。
下無料。京都 に発信するため、春分の また、３月はきもの着用
国立近代美術 日を「伝統産業の日」と の方には市内施設の入場
日

閉館日は各施設に順ずる。

西陣など市内各地で多彩 （土）まで、開館日時・

第 節

第 節

第 節

第 節

第 節

☆「4月7日大分トリニータ戦」
・
「4月21日ロアッソ熊本戦」
の観戦チケットをそれぞれ1組2名にプレゼント！ プレゼ
ントコーナーをご覧ください。

（月・休）は

15

■京都サンガF.C.チケット係
1075-212-0635 http://www.sanga-fc.jp/

開館）
。
午前９

30

vs ロアッソ熊本

伝統産業の日２０１８

10

10

F.
C.
11 VS

vs 大分トリニータ

刻が数多く製作され、海 なったといわれるほど牙 般８００円、
トーマス・Ｂ・ブロー 《花蝶図
輪花皿》 明治～大正時代 京都
国立近代美術館

10
00

げちょう

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vs カマタマーレ讃岐

分～午後

10

15

きものを着用する機会 京都いつでもコール☎０

vs ファジアーノ岡山

時

土曜は同８時

13

vs ＦＣ岐阜

５時（金曜・

分

まで）
、
入館は
それぞれ

前まで。一般

１０００円、

19

ホームゲーム日程 ※会場はいずれも西京極スタジアム

白の牙 彫

10
30

を創出すると同時に「き ７５・６６１・３７５５

頑張れ!!京都サンガF.C.

明治１５０年展
明治の日本画と工芸
３／ ～５／
京都国立近代美術館
地場産業の復興を目的

15

大学生５００ 史の中で培われた京都の 日に、きもの着用の方限

21

の一つとして京都府画学
校が設立され、多くの日
本画家が工芸図案制作に
携わることで、時代に即
した図案の研究が進めら

16 12

工芸図案とともに、明治 （ 市 バ ス「 岡 崎 公 園 美 館☎０７５・７６１・４ 定め、岡崎・東山・室町・ 無 料 特 典 も。 ３ 月

れた。本展では、明治の

11

4月21日（土）午後3時

10

なイベントを開催。



10

43

30

13

F.
11 C.
VS

4月7日（土）午後3時

8

3月31日（土）午後3時

7

日（火）～
名ご招待

日（日）
。休館日は ☆読者プレゼント
５組

10

3月21日（水・祝）午後3時

5

31

開催中～５／
清水三年坂美術館

26

の工芸品や工芸図案を描 術館・平安神宮前」下車） １１１
５月

日

30

3月17日（土）午後3時

4

いた日本画家たちの作品 にて、３月
が一堂に展示される。

20

京 都 国 立 近 代 美 術 館 月曜日（ただし４月

20

31

20

30

30

20

30 30

10

30
30

20

10

10

23 19

20

10
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和気あいあいとした場内

ボウリングの後は

ボ ウ リ ン グ 終 了 後 は、

１ゲームのボウリング競 タイヤジャパン株式会社
技では、チームメンバー 京滋カンパニー社長・西
と一致団結して勝負を楽 中真也様に開宴のご挨拶、
の日産自動車販売株式会

しまれている様子が見ら ＭＫハートラス会副会長
競技中、ＭＫハートラ 社代表取締役社長・内野

れました。
ス会の目的でもあるチャ 伸一様に乾杯の音頭をと
チャリティ」

お食事では、毎回大好

リティも行えるよう「ボ っていただきました。
と題して、３連続ストラ 評のＭＫ特製カレーや唐

ウリング

イクのターキーなどの際 揚げをはじめ、ナポリタ
にチャリティをご協力い ン、エビフライ、蒸し鶏
ただく機会を設けました。 のサラダ、コーンスープ
参加者の皆様から快くご など、また、ケーキなど

最後まで見逃せない

チームの絆も深まる

懇親会にて

協力いただき、４万３０ のデザートもご用意いた 人戦順位・団体順位の発
０円のチャリティ金が集 しました。特に今回はサ 表に加え、お楽しみ抽選
まりました。集まりまし ーロインステーキやロー 会も行われ、大いに盛り
たチャリティ金は障がい ストポークに人気があり 上がりました。

個人戦１位は、二葉計器㈱の錦織洋一様

者の福祉向上のために役 ました。表彰式では、個

ブリヂストンタイヤジャパン ㈱京滋カンパ
ニー社長・西中真也様による開宴のご挨拶 団体戦１位は、愛のタクシーチケット㈱様チーム

京都MKタクシー新卒採用

現地に足を運び、先輩ベテラン
ドライバーから学ぶ観光勉強会

ボウリングで繋ぐ
チャリティ活動
去る２月９日、ＭＫボ
ウル上賀茂にて、
「ＭＫハ
ートラス会ボウリング交
流会」を開催いたしまし
た。ＭＫのビジネスパー
トナーの会である「ＭＫ
ハートラス会」は平成

社

ウラー 名様）がご参加。 バンケットルームで懇親

１１４名様（内、マイボ

今回の交流会には、

力 い た だ い て お り ま す。特製料理で懇親会

の取り組みにご理解ご協

なチャリティ活動やＭＫ

年に結成されて以降、様々 立てさせていただきます。

22

37

個人戦２ゲームと団体戦 会を開催。ブリヂストン

38

de
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