
 イチロー選手 ありがとう！！ 
 いつもお世話になります。阪和自動車（株）広報担当のずんだれパンダです！気が付けばもう、４月。このチラシが世

に出回ってる頃には、新しい『年号』が発表されています。どんな『年号』になってるんだろ？？やっぱり、明るいイメージ

が良いですね～。それにしても、ずんだれが誕生した『昭和』がほんと、遠くなっていきます。『大正・明治』なんかはなおさ

らですね。ちょっと気になったので、和暦ごとの現在の人口を調べてみると、明治・大正生まれの方が約２，０００名、昭和

生まれが約９，３００万人、平成生まれが３，０００万人だそうです。 

 さてさて。メジャーリーガーのイチロー選手が引退を表明しました。なんとなくわかってはいても、やっぱり寂しいですね。

日米通算４３６７安打を初めいろんな記録を作ってきたイチロー選手（話はそれますが、昨年末に智辯和歌山に来てたそ

うですよ、びっくり＆会いたかった～）。彼を育てたのは、当時オリックスの監督だった、仰木彬さんだと言われています。

よく、プロ野球のコーチや練習を観に来たＯＢとかが、選手のフォームをいじろうとするそうなのですが（そして往々にして

上手くいかない）、仰木さんはイチローの「振り子打法」を認めて、いじらせなかったそうです。それが 

後のプロ野球史上初の２００本安打等、イチロー選手の活躍につながったんですね～。 

 『個性の時代だー』『多様性のある社会をー』と言われて、だいぶ年月も過ぎようとしていますが 

現実の社会はなかなかどうして、打たれてる『出る杭』をよく見かけます。僕がイチロー選手のよう 

な突出した『出る杭』に成れたわけでもなく、さらに、今から普通の『出る杭』になる可能性も少なそ 

うですが、せめて『出る杭』を打つようなことはしないように気を付けたいと思います。今月も<(_ _)> 

２０１９年
４月号 

（第８１回） 
□展示場 販売 買取 
マイカーセンター ＨＡＮＷＡ 
有田郡有田川町国道沿い 
０７３７－５２－５２３１ 

□車検場 車検 修理 
サービスセンター ＨＡＮＷＡ 
有田市糸我町中番２５０ 
０７３７－８８－２０９０ 

□本社 修理 保険 
阪和自動車株式会社 
有田郡有田川町庄４０６ 
０７３７－５２－２０９０ 

～ 安 心 と 信 頼 が 標 準 装 備 ～ 

お世話になった皆様にお客様をご紹

介頂けるような販売を心掛けています 

～ A L L メ ー カ ー 取 扱 い ～ 

２０１９年２月～４月新車予定情報 ２０１９年２月国内販売ランキング！ 

毎年、新車も沢山販売してます！ 

買取・中古車探しも、お気軽にご相談ください！ 

“軽にはない広さ” 
   それが人気のトールサイズ 

トヨタ 
カローラ 
スポーツ 

 かなり“攻めてる” 
         三菱の新型軽自動車 

あるとないじゃ大違い！ 

ダイハツ 
トール 

阪和自動車のお勧め在庫情報（カーセンサーにも掲載してます） 

 マツダ デミオ １３スカイアクティブ     
               スター グレイス 

車両本体価格 

□走行：１８，０００㎞ 
□年式：２０１３年 
□形式：DBA-ＤＦＪＦＳ 

メモリナビ、スマートキー 
ドライブレコーダー 

＊諸費用別 

６９万円（税込） 
阪和自動車の在庫車情報は、

こちらのＱＲコードからもご確

認いただけます（カーセンサー

のサイトにつながります）。 

三菱 
eＫクロス 

デザインもいいけど 
   それ以上に“走りがいい”と評判 

新しい日本の新しい軽 

トヨタのスポーツカーのスープラが１７年ぶりに発売になります。 

先行発売されてる海外だとすでに完売状態のようです。 

新型 
日産デイズ 

フォークリフト 
扱ってます！ 

順位 普通車 メーカー 軽自動車 メーカー

１位 ノート 日産 Ｎ-ＢＯＸ ホンダ

２位 プリウス トヨタ スペーシア スズキ

３位 アクア トヨタ タント ダイハツ

４位 セレナ 日産 デイズ 日産

５位 ヴォクシー トヨタ ムーヴ ダイハツ

６位 シエンタ トヨタ ミラ ダイハツ

７位 フリード ホンダ ワゴンＲ スズキ

８位 ヴィッツ トヨタ アルト スズキ

９位 カローラ トヨタ ハスラー スズキ

１０位 ルーミー トヨタ Ｎ-ＷＧＮ ホンダ

１１位 フィット ホンダ ｅＫ 三菱

１２位 Ｃ－ＨＲ トヨタ キャスト ダイハツ

１３位 ヴェゼル ホンダ ジムニー スズキ

１４位 タンク トヨタ ウェイク ダイハツ

１５位 アルファード トヨタ ピクシス トヨタ

年月 メーカー 車種 備考

4月 トヨタ RAV４ 新型
トヨタ スープラ 新型

ホンダ シャトル 一部改良
マツダ マツダ3（元アクセラ） フルモデルチェンジ
マツダ ＣＸ-3 一部改良
スバル レヴォーグ 一部改良

ダイハツ ミライース 一部改良
フリード マイナーチェンジ
N-WGN フルモデルチェンジ
フィット フルモデルチェンジ

スズキ ハスラー フルモデルチェンジ
ダイハツ タント フルモデルチェンジ

5月

６月

2019
年内

ホンダ

写真はデイズ ハイウェイスター 

軽初 プロパイロット 
        （グレード別設定） 



上京したころ、電車の中から、 

この建物を眺めながら、 

「今は、アパート暮らしだけど 

いつかこんな立派なマンション 

に住むんだ」 

と毎日心に誓っていた。 

東京拘置所でした・・・。 

 

今回のお店は、地元の食材にこだわったランチを提供し

ている『花蔵（KAGURA)』さんです。最近できたばか

りのお店で、窓から沢山の光が差し込んで、とても気持

ちが良い店内です。お店の一押しは、紀州うめどりと地

元のたまごを使った『親子丼』。火加減がちょうどよく、

素材の生かした絶妙の味に仕上がっています。日替わり

メニューでカレーを見かけたときは、そちらもお勧め。

辛すぎず、でも、スパイスが効いてて、なんともいえな

い深い味わいとなっています(*′∀｀) 

新車探しも、ぜひ阪和自動車で！ 

ずんだれさんの“美味いもの”探索 

ずんだれパンダさんの風景VOL.７５ 泣き笑い 

〒643-0021 

電話 

（ネットで拾ったネタです） 

チラシに関するお問合せは、お手数ですが、０７３７－５２－２０９０ 阪和自動車の「たんぼ」までお問合せください。 

編集後記：楽しみにしてた「SEKIRO（隻狼）」というＰＳ４のゲームが発売されたので、買ってやってみたんですが、何をどうやって

も、２番目のボスに勝てず。あまりの難しさに、もう、「いーっ」となって、すぐに売ってしまいました。あんなに難しくなくても・・・（涙） 

『NO FERRET,  
  NO LIFE』 

ずんだれパンダさんの家に居候してるフェレット（イタチ

科）のペレです！ずんだれさんに「友達が、粉河寺のマ

ルシェにお店出してるらしいから、行こうか～」と言われ

て、出かけたのですがお寺中探しても、どこにもいない。

「日にち、間違ったのかな？？」なんて、思いながら、時

間があったので、ついでに根来寺に行ったら、友達のお

店を・・・発見！！まさかの寺違いに、さすがのオイラも

びっくり。まあ、会えてよかったでござるな～ 

【お寺の門の大きさに 
  驚いているペレさん】 

平成最後の二日酔いと

いいつつ、実はお酒が

飲めないずんだれパン

ダさん。「カレーは飲み

物」と豪語する彼のこと

だから、きっと食べ過ぎ 

  

『阪和自動車のホームページ    
     良かったら見てね～』 

新車情報や、販売ランキング、ペレさんのページと

かもアップしてます。まだまだ『手作り感満載』です

が、良かったら、のぞいてみてください<(_ _)> 

横のＱＲコードから、または

『hanwacar.com』 
で検索してね！ 

【ホームページ ３月の人気記事】 

２位：【新型】日産デイズ＆三菱eK 
 

１位：【新型】マイナーチェンジした新型プリウスの        
                          画像と動画 

３位：【在庫車】ダイハツ トール カスタムＧ 
 “リミテッド”ＳＡⅢ 登録済み未使用車 

お近くの本屋さん 
または、Ａｍａｚｏｎ等で 

最も人気の歴史漫画の一つ、

『キングダム』が、実写映画化

（公開は４月１９日予定）。漫画

はすでに、５０巻以上が発売さ

れていますが、今回の映画は

主に５巻までの内容みたいです。

原作はめちゃくちゃ面白いので、

映画を観る人、観ない人にもお

ススメです。 
『キングダム』 

定休日 

テレビ和歌山で、たまに流れてる砂嵐のＣＭでおなじみの阪和自動車。中古車さんのイメージが強いのですが 

実は、各メーカーの新車も毎年多数販売しています！新車をお探しの際も、ぜひ、ご相談くださいませ！ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋの１番人気は3月8日『湯浅町役場で撮った 
                              しらうおの動画』 

Instagram  の1番人気は3月20日『素敵な和傘と朝の挨拶』                    

          でした。沢山見てくれてありがとうございました！ 

【ずんだれママの膝で 
       ひとやすみ】 

０７３７–５２-７３４４ 

和歌山県有田郡有田川町下津野６６５-６ 

による胸焼けですね。平成の次の年号が何になっても、ずんだれ

パンダさんの食道楽は続きそうです～ 

原 泰久作 

KAGURA 

花  蔵 

１１:００～１４:００ 

 月曜日＆第２火曜日 
『ずんだれさんの 
     スイーツ＆お菓子パラダイス』 

コーヒーのイメージしかない、

ＢＯＳＳから、なんと、紅茶の

『クラフトボス・ティー』が発売。

キャップをあけると、“ふぁっ”

とかおる茶葉の香り。渋めは

控えめで、無糖なので、後味

すっきりです。気分転換には、

もってこいの飲み物です！ 

お近くのコンビニ、 
スーパーで多分売ってると思います！ 

『クラフト ボス ティー』 

東京拘置所 

営業時間 

マツゲン 
吉備店 

吉備 
中学校 


