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プレゼント

┌─ 【問題】───────────────────────┐ 

  　 ある規則で漢字が並んでいます。？に当てはまる漢字を

　　１つ答えてください。

└────────────────────────────┘ 

       使　答　谷　仁　？　・・・

  クイズの答え、お名前、プレゼントの送り先、ご希望のプレゼント、本誌を

  読んだ感想を明記の上、present@jpntrust.co.jp までお送りください。

  正解者の方全員に素敵なプレゼントを差し上げます。５月 20 日締め切り。

  グルメカード 500 円分、ビール券（350mlx２缶）1 枚、ハーゲンダッツ

  券 （120mlｘ 2 個） 1 枚の  3 つの中からお１つお選びいただけます。

  前回の答えは「Today ( 今日）」でした。ご応募ありがとうございました。

　　Employee‛s Profile（2007年新入社員!）
こんにちは、今年四月入社の小椋伸です。

趣味は：フットサル、バスケ、旅行、異文化交流、 映画鑑賞

特技：遊ぶこと   好きな有名人：北野武、ロナウジーニョ

好きな言葉：ファイトーイッパーツ

名古屋出身の私ですが、東京

支店配属となりもうすぐ一ヶ

月が経ちます。いろいろと不

安はありますが、東京での仕

事や新しい出会いに大きな期

待も持っています。まだまだ

未熟者ですが、自分自身の為

に、ジャパントラストの為に、

社会の為にいち早く成長して

いきたいと思います。よろし

くお願いします。                                    

                                                     東京支店 : 小椋

  海賊などというと映画の中だけの話のように思うかもしれませんが、海

  賊事件は、世界各地で発生していて、2003年には、世界中で445件の

  発生が報告されています。最近は自動小銃やロケット弾を使うなどして

  凶悪化（きょうあくか）が目立つようになって、乗組員への被害も増え

  続けています。2003年には、21人が殺害、 88人が負傷し、行方不明

  者は71人にもなっています。海賊事件は、特に東南アジア海域で多く

  発生していて、国別ではインドネシアが最も多くなっています。東南ア

  ジア海域には、マラッカ・シンガポール海峡やスンダ海峡など海上交通

  にとって重要な場所がたくさんあります。日本が輸入している大量の原

  油や石炭、鉄鉱石などの貨物は、殆どがここを通って運ばれています。

  このため、日本の船会社は、これらの貨物を運ぶ原油タンカーやコンテ

  ナ船、鉱石・石炭専用船などが海賊に襲われないように、様々な安全対

  策を実施しています。また、日本政府も東南アジア各国と協力して海賊

  を撲滅するための努力を続けています。

豆豆 知知 識識海 運海 運

海賊っているの？

　　名古屋発シカゴダイレクト混載サービス始めます！！
5月15日より、名古屋発シカゴダイレクト混載を始めます！

西海岸でデバンニングをする従来の方法とは違い、シカゴま

でコンテナのまま輸送するので輸送日数も大幅短縮。今まで

約20日かかっていたのが、約14日となります。更にコンテ

ナ輸送期間が長くなることでダメージリスクも減少。K-Line

によるTacoma港オンドック鉄道接続なので港で待たされる

事もありません。5/15名古屋出港のGeorge Washington

Bridgeよりサービス開始となりますので、運賃や詳しいサー

ビス内容はお気軽に営業担当までお問い合わせ下さい。

 

Q&AQ&A
  　

   Q)  シカゴってどんなところ？

　　    弊社が今年度進出するシカゴは米国の中央より北東に位

   置するイリノイ州にあります。米国の中西部の物流の拠点に

   なります。街の東側にはアメリカ五大湖のひとつであるミシ

   ガン湖が広がります。 シカゴ近辺には自動車メーカーの工場

   というイメージがありますが、様々なエンターテイメントが

   あります。ショッピングは「マグニシフェント・マイル」、

   ミュージカルは「シカゴシアター」を始めとしたシアター群

   で話題作を楽しめます。クラッシックなら「シカゴ交響楽団」

   が全米トップクラスの実力を誇っています。メジャーリーグ・

   ベースボールは「カブス」「ホワイトソックス」が本拠地を構

   えています。マラソンも 10 月に世界でも有数のシカゴマラソ

   ンが開催されます。私も大学生のときに一度走ったことが、あ

   ります。このように仕事以外にも様々な文化に触れ合うことが

   できるのがシカゴです。 是非出張などの際は GLI CHACAGO

   支店にお立ち寄りください。GLI 駐在員の大川内が御案内させ

   ていただく予定です（2007 年 7 月以降）。東京支店 : 松野

 

 A)

Q&A

Stem Cell Research- It is said, that studying stem cells will help us
understand how they transform into the wide array of specialized 
cells that make us what we are. Some of the most serious medical 
conditions, such as cancer and birth defects, are due to problems 
that occur somewhere in this process. A better understanding of 
normal cell development will allow us to understand and perhaps
correct the errors that cause these medical conditions. However, 
not everybody feels this way about it. President Bush being one 
of those people, has once already vetoed on legislation to the 
development of new research, designed to lead to new medical 
treatments. A stubborn Senate voted Wednesday to ease restric-
tions on federally funded embryonic stem cell research, ignoring
President Bush’ s threat of a second veto. “We’ re going to use 
federal money, indirectly or directly, to destroy embryos,” was 
said by Senator Tom Coburn, R-Oklahoma, echoing Bush’ s argu-
ment against the stem cell research. Nonetheless, President Bush 
was voted against on this matter, and stem cell research will con-
tinue to grow, with the support of the many who believe that it is
for the better of man. For the most part, stem cell research should 
something great. It could be our first opportunity to finally find 
what we need to cure many diseases and illnesses, I believe the
only reason people have for objecting to this research, is that it is
un-natural, and therefore un-ethical. But, for the purpose of finally
having the cure to  the diseases we’ ve been trying to cure for 
hundreds of years, don’ t  you think  it’ s worth it? 
                                                                                       BY MIKE

←This is the actual stem cell.

        How the stem cell works
   ↓


