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┌─ 【問題】───────────────────────┐ 

   次の魚介類の中で仲間はずれの名前なのはどれでしょうか？

　理由も添えてお答えください。

   マス　イカ　トロ　タラ　サバ 

└────────────────────────────┘ 

        

       
プレゼント

  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。1 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「福岡県」でした。ご応募ありがとうございました。

  正解者の方全員にプレゼントを贈らせていただきました。

入社して３年６ヶ月になる大森です。入社後１

年は外勤営業でしたが、今は経営企画室に所属

し経理・採用等を担当しております。営業の日

々を懐かしむ時もありますが、最近はこういう

後方支援的な役割も悪く

ないかなと思うようにな

ってきました。特に毎年

会う熱い新卒学生から刺

激を受けることは私の楽

しみでもあります。第二

子来年１月誕生予定。　　　　　　　　　　　

　　　               

                                             

                                        東京支店 : 大森 

私の滞在中、CHENNAIは雨季とのことで、よく雨が降っていま

した。あちらこちらに水溜りがあり、日本より少し大きい蚊が大

発生して、靴下の上からでも刺されるほど強力でした。インドの

方々は蚊がいくら周りで飛んでいようと悠然と構え、叩こうとは

しません。これも宗教の影響でしょうか、アヒンサー（不殺生）

という教えがあるようです。また、雨でも気にせず皆さんバイク

で移動していましたが、ヘルメットを被っていない方々の頭を見

ると何かの袋が被せられており、よく見るとスーパーのレジ袋を

シャンプーハットのようにして被っていました。交差点でバイク

が大量に止まり、その頭を色とりどりのレジ袋が飾っている光景

は結構壮観です。ところで、バイクに乗る際シーク教徒（教義上、

人前で頭のターバンが取れず、髭、髪の毛は切ってはいけない）

はどうするのか？市販のヘルメットには頭が入らないだろうな～

と想像していたら、なんと法律でシーク教徒はヘルメットをしな

くて良いと制定されたそうです。ターバンはヘルメット並みに安

全なのか、それとも神の御加護で事故から無縁なのか・・・。
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イ　ン　ド　出　張　報　告

ちなみに宗教色は食生活にも現われていて、ほぼ全てのレスト

ランで、ＶＥＧ（ベジタリアン）、ＮＯＮ－ＶＥＧ（ノン・ベ

ジタリアン）にメニューが分かれていますし、その品に肉類が

含まれているかどうかもわかるように工夫がされています。因

みにマックでは、チキン・マハラジャ・マックにはノン・べジ

の赤●マークが、マック・ポテト（油も植物油）にはべジの緑

●マークがあります。とにかく目に入るもの全てが刺激的な、

                                             緊張感溢れる出張でしたが、

                                             特にお腹を壊すことなく無事

                                             帰国できたのは幸いでした。

                                             今後、経済成長とともに荷動

                                             きも一層活発になるであろう

                                             この国を、JTCは引き続き追

                                             いかけていきたいと思います。

                     　　　　　　　　

                                              　  執筆 :  名古屋本社 :  松浦

I just got married on Saturday, November 11th 2006.  The ceremony and recep-
tion took place in Manhattan Beach, California.  We had been planning it for 
about a year, and could not have got it done without lots help from family and 
friends.  It was not a very big wedding because we wanted to keep it small and 
just with family and close friends. The planning went pretty smoothly for the 
beginning months. I did not feel nervous about getting married until the last 
couple of weeks when we started to finalize our wedding details. The last cou-
ple of days before the wedding date was extremely hectic, and when it felt like 
we could not get everything ready.  But November 11th 2006 began very nicely 
with very good weather with lots of sunshine and my wedding took place as
well as  I could have hoped for with not too many snags. I asked Kamiya-san’ s 
daughter  (Nanoha) and Hino-san’ s daughter (Erin) to be two of my flowergirls, 
and they were both very cute, just as I imagined. Thinking back on it, I do not
think I got time to enjoy my wedding because all I can remember is people tell-
ing me it is time to change dress, take pictures, change makeup, cut the cake, 
toss the bouquet and many other things. I did not have time to eat my meal. I 
do hope my guests enjoyed themselves at my wedding, and I am very happy
that they were there to share that important day with me.           
                                                               
                                                                      BY CAROL  

Employee‛s Profile

from left: Mrs. Mi Thi Cheng and her husband (Great Luck Trading); Mrs. Kamiya and 
Nanoha Kamiya (flowergirl); The Groom; The Bride; Mr. and Mrs. Hino; Erin Hino 
(flowergirl).  P.s. I’ve been told that Kamiya-san was taking care of baby Kamiya while 
we were taking pictures.  


