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社会の豆知識 ： 「 開港以来荷物紛失“ゼロ”の関西空港」
年末年始を海外で過ごすという、羨ましい方もいらっしゃるかもしれません。
皆さんの中にも、海外旅行のときにスーツケースがなくなったという経験がある方、少なか
らずいらっしゃると思います。
国内線搭乗時にはあまり発生することのないロストバゲージですが、国際線に乗ると格
段に確率が上がってしまうのは否めません。ちなみに世界中では年間に２４００万個の荷
物が紛失しているそうです。
日本の空港における作業の確実性が現れているのだと思いますが、そんな安全性、信
頼性の高い日本で、関西空港が誇らしい評価を得ております。
イギリスのスカイトラックス社が行っている航空関連調査の荷物取り扱い部門のランキングでの評価で、関西国際空港が
旅行者が飛行機に預ける荷物の取り扱いで“世界１位”を獲得しました。同社は１３００万件を超える旅行者のアンケートをも
とに、１１２カ国・地域の約５５０空港を対象に３０部門のランキングを毎年公表しています。
新関空国際空港会社は、関空での作業が原因となる荷物紛失（ロストバゲージ）は１９９４年の開港以来ゼロを続けている
こと、また飛行機を降りた後に荷物を受け取るまでの時間の短さ、旅行者が取りやすいように持ち手をそろえてターンテーブ
ルに置くなどの細かなサービスも評価されたのではないか、と分析しています。
それにしても、ロストバゲージ・ゼロは驚愕の数字。システム化の恩恵もありますが、日常作業のひとつひとつを丁寧に行う
ことが、世界一という結果につながっているのだと思います。 仙台に住んでいると、路線の関係で、伊丹空港を利用するこ
ととなりますが、一度、関西空港を利用してみたいと思えるようなＮＥＷＳでした。 日本は素晴らしいですね。

土屋

敬のおすすめグルメ
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「ラーメン（中華そば以外）」【山形編】

冷たい肉そば、中華そばに続き、今回は「ラーメン（中華そば以外）」【山形編】をご紹介させていただきま
す。仕事柄、日中にニンニクは食べられないので、残念ながら今回も味噌ラーメンはノミネートしておりませ
ん。でも冬は「味噌ラーメン」を食べたくなりますよね・・・。
今回紹介する３店は、私が３０年以上通うお店ばかり。長年ファンに愛され続けるメニューとなります。ご期
待下さい！
①キッチンラーメン濱 の 「唐揚げラーメン」

目次：

炒めた野菜の上にアツアツの唐揚げがのっている醤油味のラーメンです。味噌味もオススメですが、
まずは醤油味・太麺でお試しください。餃子もニンニクが入っていないのでランチでも安心。

②寿々喜そば屋 の 「鳥中華 」 山形市漆山2923
天童の水車そばと双璧する「鳥中華」の名店。冬場のみ提供される味噌ラーメンも美
味。右の写真は「鳥中華」。 女将のネイティブな山形弁を聞き取れるか。

③山形グランドホテル 桃花苑 の 「担々麺」 山形市本町1-7-42
クリーミーなスープに、少し濃い目に味付けしたひき肉。隠し味で入っているザーサイ
のみじん切りが良いアクセントになっています。
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決めて取り組んだ「テレビ体操」は、録画しては削除を繰り返す毎日。なかなか習慣

あとがき

早いもので、今年もひと月余りを残すだけとなりました。年齢を重ねるごとに、１年

は身につかないものですね。また、「今年こそはお会いしたい！」と思いつつも、ご無
沙汰を重ねてしまっている皆さま。大変申し訳ございません。ぜひ、お会いしたいと
思いますので、同封のアンケートはがきをご返信いただけると嬉しいです。
来年は「酉年」。私は年男となります。素敵なアラフィフ紳士を目指したいと思いま

季節の歳時 ： 「 Xmas プレゼント 」
日本のクリスマスプレゼントは、枕元に置
かれていたり、靴下に入れてあるイメージが
あ りま す が、欧 米 では 10 日 ぐら い 前 か ら ツ
リーの下へ飾られます。当日までの間に、少
しずつプレゼントが増えていき、楽しみも増していきま
す。ツリーの足元が見えなくなるくらい飾られたプレゼン
トは、クリスマス当日、子供たちの大歓声とともに開けら
れます。日本に比べて、海外のプレゼントは質素なもの
が多いようです。クリスマス自体が物質主義とは対極に
ある祝祭だからでしょう。

社会の豆知識 ： 「 大晦日に、家族ですき焼き！ 」
皆さんは大晦日の夜に何を召し上がりますか？ もちろん紅白歌合戦の後半くらいに「年越し蕎麦」を食
べるご家庭は多いかと思いますが、その前の食事である夕食は、何を召し上がりますか？ 我が家は「手
巻き寿司」が定番となりますが、全国的（特に中部地方、関西）には、「すき焼き」で年を越すご家庭が多い
そうです。大掃除など何かと慌ただしい大晦日。準備が簡単で、豪華なメニューということで、夕食には「す
き焼き」が選ばれているようです。以前、ご紹介しましたが、我が家の「すき焼き」は京都の旅館女将さん直伝、関西風です。牛肉、
豆腐、長ネギ、椎茸、エノキ、シラタキといった一般的な材料に加えて、我が家では「麩」と「うずらの卵」、「エリンギ」、「鶏肉」が入り

ＴＴ Ｔｉｍｅｓ・編集室
～あとがき～
１２月第３週を目途に、来年のカレンダーを送らせていただきま
す。毎年ご好評をいただいている「一年の言葉」は、職場の仲間と
の共作です。来年は「夢」に関することばを選びました。大人に
なっても夢を見ることを忘れないよう、意識して日々行動をしてお
ります。そして、もちろん、お実様の夢の实現のお手伝いも、これ
まで以上に尽力する所存でございます。
昨年も今年も夢のマイホーム購入のお手伝いを沢山させていただ
き「お福分け」をいただいております。来年も沢山の「お福分け」
を頂けるようになれば嬉しいですね。
どうぞ宜しくお願い致します。

ます。 特に、「麩」は欠かすことが出来ない具材です。水で戻した焼き麩（東根市の六田麩）を鍋で煮込むのですが、出し汁が染み
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込んだ「麩」の美味さは仙台牛や米沢牛にも匹敵すると、個人的には思っております（＾＾）。また、「麩」と同

六田の焼き麩

じくらいに大好きなのが、「しらたき」です。味が染み込んだ「しらたき」を生卵に絡めて食べたら…。ビール
が進みますね（笑）。ちなみに、私にとっての「すき焼き」本番は、翌朝となります。翌朝の冷たい「すき焼
き」を食べるために、前の晩は準備をしていると言っても過言ではありません。炊き立ての温かいご飯に、冷たい「しらたき」と「麩」、
「牛肉」をのせて食べたら、最高に美味しい（笑）。 あれ？ 大晦日に「すき焼き」をしたら、元旦は「おせち料理」ではなくなる・・・。そ

新しくなったホームページもご覧くだ
さい。 【土屋 敬】で検索！
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生活の豆知識：「 トランプ 」

す。それでは残り短い２０１６年、やり残しがないようにいたしましょう！

山形市漆山1318-2

季節の歳時：「Xmasプレゼント」

れは困ります。あっ、３０日の夜を「すき焼き」にすれば全てが解決しますね！！
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心の栄養をあなたに ： 「 本当の贈り物とは 」
むかしむかし、アメリカのある町に、大きな教会がありました。
教会には天にそびえる高い塔があって、立派な鐘(かね)がつるされています。
その鐘には『クリスマスの夜にだけ鳴る』という、不思議な言い伝えがありました。
ところがまだ一度も、この鐘が鳴る音を聞いた人はありませんでした。
クリスマスが近づくと、町の人たちは塔を見あげて話し合います。
「今年こそは、あの鐘の鳴る音が聞けるかなあ？」
「わしは八十年も生きているが、まだ一度も聞いたことがない。なんでも、わしのじいさんが子どもの頃に聞いたそう
だが、それは素晴らしい音色だったそうだ」
「どうすれば、あの鐘はなるのだろう？」
「神さまに贈り物をすれば、鳴るという話だよ」
さて、この町のはずれの小さな村に、ペドロという男の子と弟がいました。
ある日、ペドロは弟に言いました。 「クリスマスの教会って、とってもにぎやかなんだってさ」
すると弟は、目を輝かせてせがみました。
「わあ、ぼく、行ってみたいなあ」「よし、連れて行ってあげるよ」 ペドロは、弟と約束しました。
そして、待ちに待ったクリスマスの前の夜。
ペドロと弟は、しっかりと手をつなぐと町へ向かいました。
町の入り口までいった時、二人は女の人が倒れているのを見つけました。
「どうしたのかな？ この人、動かないよ。お兄ちゃん、どうしよう？」
「このままほうっておいたら、凍え死んでしまう。困ったなあ？」
あたりには、誰もいません。
ペドロはポケットから銀貨を取り出すと、弟に差し出しました。
「この銀貨は、神さまへの贈り物だよ。ぼくはこの人を助けるから、一人で行っておいで」
「えっ、ぼく、一人で行くの？ お兄ちゃんだって、あんなに行きたがっていたじゃないか」
「いいんだ。さあ、行っておいで」
弟は仕方なく、一人で町の中へ入っていきました。
教会の中は、たくさんの人でにぎわっていました。 どの人も神さまへの立派な贈り物を、得意そうに持っています。
キラキラと、まぶしく光る宝石。 山のような、金貨。 立派な、銀食器。
誰もが素晴らしい贈り物をして、鐘を鳴らそうと考えていました。
けれど、鐘は鳴りません。
「今年こそ、鐘を鳴らしてみせるぞ！」
最後に王さまも、命の次に大切にしている金の冠(かんむり)をささげました。
(さすがに、これで鐘が鳴るだろう)
みんなはジッと、耳をかたむけました。
でも高い塔の上は、シーンと静まり返ったままです。
「ああ、なんと、王さまの金の冠でもだめなのか」「きっとあの鐘は、永久(えいきゅう)に鳴らない鐘なんだ」
「そうだ。そうに違いない」
人々があきらめて帰りかけた、その時です。
♪カローン、コローン、カローン、コローン・・・・・・。

生活の豆知識 ： 「 トランプ◆♡♠♧ 」
次期、アメリカ大統領の話ではありません。カードのトランプの話となります。トランプは「暦を表している」という
説があることをご存じですか？ トランプが５２枚なのは、一年が５２週であることを示しております。

ダイヤ ＝ 春

ハート ＝ 夏

クラブ ＝ 秋

スペード ＝ 冬

と四季を表しており、カードの全ての数字を足すと３６４とな
ります。そこにジョーカーを加えると３６５。一年の数になる
から凄いですよね。
テレビドラマ等で使われる単位に「クール」があります。
【１クール】は１３週を表します。これはトランプのスート（トラ
ンプの４種類のマークを意味します）毎の枚数と同じです。テレビ番組は今でもこの【クール】を区切りとしており
ます。テレビドラマが、１３の倍数で終わることが多いのもここに理由があります。なぜ、１３という半端に見える数
字なのかというと、１年５２週を四季の【４】で割るからのようです。トランプはスートを季節と
し、一つの季節を１３週に分けたものなのです。そしてジョーカーの存在は、余った１日。う
るう年の為に２枚あるというのも頷けますね。
もうすぐ冬休み。ご家族みんなでテーブルを囲み、トランプ・ゲームを楽しんでみてはい
かがでしょうか？ ただし、ジョーカーには注意ですよ・・・（笑）

食べ物ひとり言 ： 「 炭水化物 ＋ 炭水化物 」
肥満度の高い人ほど、お好み焼きをおかずにご飯、うどんにかやくご飯といった「主食重ね食べ」が好き――。こんな傾向が
大阪府が８月２日に発表した「大阪版健康・栄養調査」で明らかになり話題となりました。 調査結果によると、大阪人の４人に
１人は、１日１食以上重ね食べをしており、府は「ご飯を食べるより、お好み焼きの野菜のかさを増やして」と呼びかけていま
す。いかにも大阪らしい食生活ですね（笑）。大阪でランチ時にお好み焼き屋に入ったら、ほぼ１００％の方々が、【お好み焼き
定食】を食べていたのを見て驚いたことがあります。お好み焼きをおかずにライスを食べ、みそ汁を飲む！！ 非常に衝撃的
でしたが、食べてみてさらにビックリ！！ ご飯とお好み焼き、ソースとマヨネーズがじつに良く合うんです。
世の中では、低糖質ダイエットで「炭水化物」を抜く方が増えているようですが、私は「炭水化物＋炭水化物」を、陰ながら推
奨したいと思います。 「半チャン・ラーメン」、「焼きそばパン」、「力うどん」、「マカロニ・グラタン」等々、非常に多くの組合せが

突然、塔から美しい鐘の音が響いてきたではありませんか。
「あっ！ 鳴った。とうとう鳴ったぞ！」「なんて、美しい音色なんだ」「それにしても、鐘を鳴らすほどの贈り物を
したのは、いったい誰だろう？」
王さまをはじめ、人々はいっせいに振り返りました。
するとそこにはペドロの弟が、はずかしそうに立っていました。
「ぼく、お兄ちゃんから預かった銀貨を一枚、神さまにささげただけだよ」
弟は、そう言ったあと、(お兄ちゃんの助けてあげたあの女の人は、きっと大丈夫だろうな)と、思いました。
素晴らしい贈り物というのは、高価(こうか)だからよいのではありません。
大した物ではなくても、贈る人の心がこもっていればよいのです。 メリークリスマス！

あります。 そんな中、またまた衝撃の事実を知ってしまいました。 山形市伊達城にある「夢庵」という蕎麦屋さんです。お蕎
麦を頼むと、「ご飯と漬物とサラダ」が食べ放題なんです。そして、多くの山形県民の方々は当たり前のように、「ざる蕎麦」を
おかずにご飯を食べていたのです・・・。汁物の「かけ蕎麦」なら理解出来ますが、「ざる蕎麦」でご飯を
食べることは、いくら山形出身とはいえ無理です…（笑）。 次回、挑戦してみようかとは思いますが、
ゲソ天も一緒に注文しないと食べられないような気がします。 最後になりますが、最近ハマっている
のが「ソース焼きそば＋ライス」です。会社の近くの中華料理屋さんの「ソース焼きそば」が本当に
旨いんです！ ぜひ、皆さんのおすすめのメニューもお教え下さいね！おハガキお待ちしてます。

