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夏休みの過ごし方

システム開発２部

O・Y

今年の夏休みの過ごし方をご紹介します。
8/10（金）、職場の飲み会。無事に？リリース出来
たシステムがあり、打ち上げをしました。
さぁ、９連休の始まりです。今年の夏休みの一番の
イベントは富士急ハイランドに行くこと。
子供がずっと前から楽しみにしていました。

本当のプールに行きたいです。
最近、２歳の２を手で作ろうと頑
張っています。

8/11（土）、アンパンマンミュージアムに行きまし
た。子供は、アンパンマン
のパン（あんぱん）が嬉し
く、か じ り つ い て い ま し
た。年 間 入 場 者 数 は、
USJ に 並 ぶ ほ ど で す が、
朝一で行ったので、この日
はそんなに混んでいません
で し た。近 い の で、
２、３ヶ月に一度行ってい
ます。来年の夏にすぐ近く
に移設するそうです。

8/17（金）、いよいよ富士急ハイ
ランドに！入場が無料になったと
ニュースで見た方もいると思いま
すが、セキュリティの問題で顔写
真を撮られます。自由過ぎも危険
が伴うって事ですかね。
そして、入場してついにトーマス
ランドへ。子供は走り回って嬉し
そうでした。所々にトーマスの世
界を感じられます。
ただ、まだ乗り物が恐いのか、電
車と迷路しかやりませんでした。
ジェットコースターに乗れる日は
いつになるやら。
子供は、昼食にキャラクターの顔
をしたカレーをいっぱい食べられ
て、本当に嬉しそうでした。

8/12（日）、横浜こども
科学館に行きました。楽しく遊びながら、宇宙や科
学のふしぎを学ぶことが出来ます。スーパーボール
を自分で作ることが出来て、最近は寝る時も、握り
しめています。こねて作ったので、子供は「コネコ
ネ」と呼んでいます。

8/16（木）、明日イベントに備
え、この日も近場で過ごしまし
た。

8/18（土）、富士急ハイラ
ンド近くのホテルに泊まり、
この日は、ぶどう狩りに。
藤稔（ふじみのり）という品
種が食べ放題でした。種がな
く、美味しかったです。初め
てぶどう狩りをしましたが、
ぶどうって一度にあまり食べ
られないのですね。一人、１
房が限界でしたが、義理の父
だけ、５房食べていました。
楽しかったですが、慌しい
夏休みでした。

8/13（月）、原鉄道博物館に行きました。やっぱり
子供はトーマスが大好き
です。ARを使い、トーマ
スがそこにいるように見
えるものもありました。
ARのイメージとしては、
ポケモンGOと同じような
技術です。色々な所で技
術の進歩が見られます
ね。
8/14（火）、この日は
買い物ぐらいで大きなイ
ベントはありませんでし
た。たまにはゆっくりし
たいですね。
8/15（水）、実家に行き、姉の子供達とプールをし
ました。保育園でもプールがあるお陰で、徐々に水
遊びも楽しくなってきたようです。来年は、親子で

目

次

夏休みの過ごし方

１

残念すぎる海外旅行

２～3

10月１日入社社員紹介

4

パシオン通信１０月号

Page 2

残念すぎる海外旅行
営業部のHです。
今年の夏香港に行ってきました。簡単ですが、投稿させて
頂きます。当初の計画は、春にハワイ旅行というものでし
た。しかし、子供の部活が忙しくなり予定が合わず夏に
なってしまいました…。
そして、旅行先は短く近場で行ったことがない香港となり
ました。
１日目、現地に13時頃到着しホテルに電車で移動。日本の
成田エクスプレスのような綺麗な電車で、飛行機からの乗
り換えも簡単でした。到着してビックリした事は、日本よ
り冷房が効いていてどこに行っても寒いことです。ホテル
に着き、英語でのやりとりに苦労しながらもチェックイン
を済ませました。それから、街中を散歩し夜ご飯を食べに
行きました。
１日目ディナー

夜はマップルにあったお店に入りましたが辛い、くどい、
で口に合いませんでした。おじゃマップ？にも出たそうで
すが、美味しい！と放送されているようです。雑誌もテレ
ビもあてにならないと実感しました。隣の席のヨーロッパ
の方も辛い！まずい！とのジェスチャーをしてました。食
後お菓子や飲み物を買ってホテルに戻りました。あまり日
本と物価が変わらないなと思いました。
ホテルの周辺

宿泊したホテル

営業部

H・D

2日目、朝食は色々検索したのですが、ペユシェラより
美味しいとの書き込みを信じて宿泊してるホテルで食べ
ました。
雑誌より口コミサイトの方
が役にたちました。日本、
中国、タイ、ヨーロッパ向
けの料理があり楽しむこと
ができました。値段は少し
高いと思いますが安心して
食べれたので知らないお店
に入るより良いかなと思い
ます。食後、本日のメイン
のアウトレットに電車で
２日目 朝食
移動しました。
この頃には、電車にも慣
れてきました。丁度セー
ル時期だったのでとても
安かったです。香港では
年に2回ビックセールがあ
るようです。安く買える
ので、子供達は喜んで買
物をしていました。お昼
はアウトレット内の
pacific coffeeというお店でランチしました。コーヒー
専門店で、想像していたより美味しいかったです。
15時頃まで買い物しホテル
に戻りました。息子と私は
ホテルのプールに、嫁と娘
は買い物にと別れて行動。
夜、別の大きなショッピン
グモールで合流し、その中
に牛角があったのでそこで
夜ご飯を食べました。
ショッピングモールに行く
途中から息子の様子に変化
が…。少し熱ぽい？大好き
２日目ランチ
な焼肉をあまり食べない、
ＰＡＣＩＦＩＣ COFFEE
食事後にはホテルに帰りた
い！と言い出したので息子と2人で先に帰りました。
フロントで体温計を借りたらなんと！39度。持っていた
解熱剤を飲ませ寝かせました。夜中にムクッといきなり
起きて…。熱を計ったら40度。明日は、メインのディズ
ニーランドなのに！息子を寝かしたら自分も息子と同じ
症状と40度の熱が出てダウン。まさかプールの水にあた
るとは思ってもいませんでした。
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3日目、熱が下がらず、息子と2人で病院に行きました。英
会話ができないので、英単語で医者と筆談しなんとか伝わ
り薬を処方してもらいホテルに帰りました。もらった薬は
結局は持ってる薬でしたが、安心したのか子供は元気にな
り夜には熱が下がりました。
嫁と娘はディズニーランドに行くことができ、楽しめたよ

予定も変わったりしたせいで計画していたお店には食べ
に行けませんでした。
4日目。熱も下がり無事に帰国することができました。
日本着いたら美味しいもの食べよ！と話してましたが、
車に乗り数分で全員の反応が無くなりそのまま帰宅とな
りました。参考までに、成田空港のパーキングは高い
イメージでしたが、空港内にも安いパーキングがあり4日
程度であれば5千円以下でした。外のパーキングを借りる
より便利だと思います。
今回の旅行で痛感した事は、自分の英語力の無さでし
た。なんとなく聞き取ることはできても、思っている
ことを伝えるのは難しいいなと思いました。今年こそ、
使える英語の勉強をしようと思います！

ディズニーランド
うでした。日本のディズニー
ランドより規模が小さく半日
程度で全てまわる事はできる
ようです。ただ、湿度が高く
とても疲れたようです。その
為、夜はホテルで食べたらし
いです。朝食同様に美味しい
かったと聞きました。
その時、私と息子は、食べに
行く元気は無く寝てました。
結局ホテルの食事が1番との事
でした。

ディズニーランチ
香港

100万ドルの夜景

３日目ディナー

「最近、よくインスタバエという言葉をよく耳にするけど、ヒアリ（蟻）の次はインスタ蝿？」と東南アジアから
又新たに危険な蝿が日本にやってきたと思い込んでいたという、ネタかと思うような話を年配の俳優さんがテレビで
話していましたが、若い女性を中心にレストランでは料理を食べる前に必ず写真を撮る人をよく見かけます。夏には
夜のプールがインスタ栄えすると、特集を組んでいる番組を見ましたが、近年FacebookやInstagram、Twitterをはじ
めとするSNSを利用している人はとても多いと思います。
熱心な利用者には、インスタ栄えを狙って、他人の敷地や進入禁止の看板が立っている所などに無断進入し、素敵
な写真を撮影した結果、他人の庭や畑を踏み荒らしてしまうという迷惑行為が問題になっているようです。
しかし又一方では、複数アカウントが認められているSNSや過去に流行したサービスでは、使わなくなったアカウン
トの存在すら忘れているというケースも少なくないようです。放置中のアカウントがリスクにさらされる可能性は高
くはありませんが、ゼロではありません。使用中のアカウントでさえ、乗っ取られて悪用されるケースがあるのです
から、放置アカウントは悪用しやすいとも言えます。IDやパスワードを忘れたり、掘り起こされ悪用されてからでは
手遅れです。投稿した情報やアカウント自体が悪用される前に、きちんと整理しましょう。
ということで身に覚えがある私は、先日１年以上放置していたFacebookのアカウントをやっと削除しました。これ
で一安心です。ほかに忘れているアカウントがなければいいのですが・・・
極端な話、SNSのアカウントは本人が死んだ後も残ります。更新予定はなくても、残しておきたいアカウントがある
場合は、いつでも活用できるように整理し把握しておくことが大切です。
そして、投稿再開の見込みがなく、自分にとってコンテンツとしての利用価値が低いと考えるアカウント
は、思い切って削除しておきましょう。
総務部 Ｙ・Ｋ
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10月１日入社の２名をご紹介します。システム開発２部に所属します。
皆様どうぞ、よろしくお願い致します。
はじめまして。この度１０月１日付けで入社いたしましたＳ・Ｓと申します。
中途入社ですが、一日でも早く会社の発展に貢献出来る様、一生懸命がんばりたいと思っていま
す。年齢は４５歳（１０月９日で４６歳）と若くはありません。見た目も中身もオジサンではありま
すが、遠慮なく話しかけていただけるとありがたいです。
趣味は読書で、時代小説を中心に購入しています。好きな作家は、佐伯泰英と上田秀人です。両作家
とも作品の中に歴史上の人物（徳川吉宗や大岡忠相など）が登場する作品が多く、実際に起きた事件
を基にした話などは、フィクションですが面白いと思います。
現在は、前職で行っていた仕事を継続しているため、茨城県水戸市へ出張しています。通常は月曜日の朝に横浜から
水戸へ移動。火～木曜日は移動なし。金曜日の夜に水戸から横浜へ移動します。このため、１年間の大半は水戸で生活
しているので、皆様とお会いする機会は少ないかもしれません。自分が初めて水戸に来たのは平成１７年なので、水戸
での仕事は１０年以上になります。なお、職場までは徒歩で通勤することができるため、混雑している電車を利用しな
くて済むのは嬉しいです。
せっかくなので茨城県のことについて、少しお話したいと思います。茨城県出身の方がいらっしゃればご存知かもし
れませんが、偕楽園（日本三名園の一つ）、袋田の滝（日本三名瀑の一つ）、国営ひたち海浜公園、竜神大吊橋（高さ
日本一のバンジージャンプ）、牛久大仏、筑波宇宙センター（ＪＡＸＡ）など観光スポットが多くあります。施設では
ありませんが、水戸駅に水戸黄門の像（黄門様、助さん、格さんの三人）と納豆記念碑などもあります。また、れんこ
んやメロンなどの農産物の生産量も多いです。ちなみに自分は毎年１２月～２月頃、水戸で知り合いになった農家さん
に干しいもを注文しています。凄く甘くて美味しいです。イベントでは、水戸黄門まつり、ロック・イン・ジャパン、
水戸黄門漫遊マラソン、勝田全国マラソンなどがあり、当日は多くの人が参加しています。
ここまで色々ご紹介しましたが、一方で都道府県の魅力度ランキングが茨城県は５年連続の最下位です。なので少し
でも興味がありましたら一度、茨城県に遊びにいらしてください。
以上ではありますが、皆様これからよろしくお願いします。
皆様はじめまして。Ｋ・Ｋと申します。１９７７年生まれ。
４１歳。群馬県出身です。
大学の専攻はプログラムとはあまり関連がない微生物学だったのですが、ＰＣを使用する機会が多く、
コンピュータそのものに興味がわいたことから、卒業後は地元群馬のコンピュータ会社に勤めることと
なりました。地方銀行のシステム開発に５年程携わり、ここではＡＴＭ関連と元帳検証を主業務として
おりました。転職後は東京にて、保険業務をメインとしてさまざまな作業に従事してまいりました。
趣味は呑み歩きと釣りです。ご指導いただいた大学教授が酒蔵のご子息であったため、その薫陶を 受けた結果、日
本酒と魚が好物となりました。（学生時代、アマチュア利き酒会で賞をいただいたことがございます）釣りは最近はじ
めたもので、完全に初心者です。横須賀から出港する東京湾内の釣り船（アジ、太刀魚）にしかのったことがありませ
ん。これから精進していきたいと考えています。
お酒も好きですが、珍しい料理にも目がなく、代々木公園で開催されているタイフェスティバルや台湾フェスティバ
ルにはほぼ毎年参加しております。
大田区蒲田に住んで３年になりますが、この街は新陳代謝が激しく、呑み歩きをするにはうってつけです。
蒲田に立ち寄る機会がございましたら、是非お声がけください。ご案内いたします。
自分でいうのもなんですが、気の良い小太りのおっちゃんなので、気軽にお話しいただければ幸いです。
これからよろしくお願いいたします。

本紙はパシオン社員の親睦を目的にした社内報です。パシオンをご理解下さる関係者に限定配布しております。
本趣旨にもとるご利用、お取り扱いはご容赦いただきます様お願い致します。
〒221-0052
横浜市神奈川区栄町1-1
ＫＤＸ横浜ビル7階

電話
FAX

045（450)1921
045（450)1922
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