
『ペレのご主人様』として司会をやらしてもらいました～

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！梅雨が開けた途端にこの暑さ。ジェットコース

ターばりの、温度変化になかなか体もついていけないです(；´д｀)ゞ 。熱中症のニュースが増えてきていますが、外だけでなく、

家の中で熱中症になられてる方も多いようなので、冷房や、こまめな水分補給で十分な対策をしてください。寝る時に、布団の

近くに水を置いておくのも良いそうですよ。東京オリンピックまで、あと１年・・・来年の夏もやっぱり暑いですかね～。

さてさて。７月１４日、有田川町アレックにて開催された、ＳＹＭエンターテイメント主催の音楽イベント『令和☆ウタマサヒコ』に

て、昨年に続き、『ペレのご主人様』としてＭＣ（司会）をやらしてもらいました。ＳＹＭ社長のＹ氏の指令（命令）のもと、今年は、

『名探偵コナン』の衣装で登場したのですが・・・僕の可愛さが足りてなかったせいか、お客様にはあまり伝わらず、漫才師の

『銀シャリ』と勘違いされている方も多かったようです（笑）。でも、後半で登場した『紅の豚』さんのほうは、体型もマッチしてか、

概ね好評でした。衣装協力してくれたＴさんありがとうございました！

今回で２回目のＭＣでしたが、やっぱり大勢の観客の前にたつと、ドギマギします。特

に最初の出だしは、特に緊張してて、グダグダぶりをいかんなく発揮してしまいました。

でも、今回気づいたことが一つ。自分が何かをして場を無理につなごうとするよりは、出

演者の方に、できるだけ多く話をしてもらったほうが、その人の緊張感や、想いなんぞも

お客様に伝わって反応がよいということ。人前で歌ったり、演奏したりする人達は、しゃ

べりの引き出しもやっぱり豊富ですね～。では、今月も宜しくお願いします<(_ _)>

２０１９年
８月号

（第８５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8 月～12月新車予定情報 ２０１９年６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！

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）

トヨタ マークⅩ 250G

車両本体価格

□走行：83,000㎞
□年式：２０１３年
□形式：DBA-ＧＲＸ130

純正フルセグテレビ
バックモニター、スマートキー

＊諸費用別

105万円（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）。

ＣＭがはじまってる新スカイライン。試乗した人曰く、プロパイロット２．

０をはじめ、機能がすごいみたいです・・・値段もすごいか(ー_ー)!!

あのＮシリーズに新しい「Ｎ」が仲間入り！

今一番売れてるジャンル
軽ハイトールワゴンのクルマもぜひ阪和で！

毎日の「大切」に、
こだわりました。

Ｎ－ＷＧＮ

2019年８月９日
発売

ホンダ

フルモデルチェンジした
ダイハツ タント

大大人気の
スズキ スペーシア

順位 普通車 メーカー 軽自動車 メーカー

1位 プリウス トヨタ Ｎ-ＢＯＸ ホンダ

2位 ノート 日産 デイズ 日産

3位 アクア トヨタ スペーシア スズキ

4位 フィット ホンダ タント ダイハツ

5位 カローラ トヨタ ムーヴ ダイハツ

6位 セレナ 日産 ミラ ダイハツ

7位 ルーミー トヨタ ワゴンＲ スズキ

8位 シエンタ トヨタ アルト スズキ

9位 ヴィッツ トヨタ ハスラー スズキ

10位 フリード ホンダ ｅＫ 三菱

11位 ＲＡＶ４ トヨタ キャスト ダイハツ

12位 ヴォクシー トヨタ ジムニー スズキ

13位 タンク トヨタ ピクシス トヨタ

14位 ヴェゼル ホンダ ウェイク ダイハツ

15位 アルファード トヨタ Ｎ-ＯＮＥ ホンダ

年月 メーカー 車種 備考

セレナ マイナーチェンジ
スカイライン マイナーチェンジ

9月 トヨタ カローラ フルモデルチェンジ
10月 ホンダ フリード マイナーチェンジ

トヨタ 新型コンパクトＳＵＶ 新型
ダイハツ 新型コンパクトＳＵＶ 新型
ホンダ フィット フルモデルチェンジ
マツダ ＣＸ－３０ マイナーチェンジ
トヨタ Ｃ－ＨＲ マイナーチェンジ

ホンダ アコード フルモデルチェンジ

トヨタ
アルファード

ヴェルファイア
マイナーチェンジ

スズキ ハスラー フルモデルチェンジ

８月 日産

１１月

12月

来年

日本で一番売れてるクルマ
ホンダ N-BOX

（参加者みんなでハイチーズ）



テストで

『夏目漱石の代表的な作品を三つ挙げよ』

の問いに

『夏目漱石全集 上・中・下』

と 解答したつわものがいました。

ＣＡＲＲＯＴ（キャロット）さんのランチタイムにお邪魔し

てきました（２⽉からランチを始めたそうです！）。注⽂し

たのは、ずんだれがこよなく愛す『カレー』。しかも、有⽥

では珍しい『スープカレー』です！スプーンにライスをオン

して、カレーにひたして⾷べる。その瞬間、スパイスの効い

たカレーの旨味が⼝の中いっぱいに(*ﾟ￢ﾟ*)ｳﾏ‐。⼀緒に⼊って

る⾻付きチキンも、めちゃくちゃ旨かったです。ガッツリ⾷

べたい⽅には、店主こだわりの濃厚タルタルソースと南蛮酢

のハーモニーが素敵な『チキン南蛮定⾷』もお勧めです！

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.７９泣き笑い

〒643-0005

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：滋賀県にあります『琵琶湖テラス』なるところに、行ってきました。ロープウェイを乗ること約5分。山頂から

見下ろす景色は、ほんとに絶景・・のはずが・・日頃の行いが悪いのか、当日はガスで前がほとんで見えずでした・・

『フェレットの
ペレさんの⼀⽇』

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！『えらいこっちゃ！？これ、虫歯ちゃうか？？』

と慌てふためくずんだれさんに連れられて、日曜日に開い

てる病院に。診察の結果は・・・単なる歯石でした。もう機械

で『ギギギ』『ガガガ』とやられないかとビビったでござる。そ

の後、御坊まで、蓮を観に行ってきたでござるが・・・少し、

来るのが遅かったようで、花があまりありませんでした。

【水連の美しさに
魅了されるペレさん】

実は、さほど『タピオカ』

が好きではないずんだ

れパンダさん。お店で

注文する際は、『タピオ

カは入れないでね。そ

の代わり、愛情を多め

にいれといてや～』と

『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 ７月の人気記事】

２位：【新型】日産ジューク２０１９年９月に
フルモデルチェンジか！？

１位：【新型】タントの画像と動画！

３位：【ブログ】ドライブレコーダーの話し

お近くの本屋さん
または、Ａｍａｚｏｎ等で

『異様に面白い』はちょっと言

い過ぎかな～と思いますが、

小難しい経済学の話しではな

く、小説に近い語り口なので、

読みやすいです。市場がある

経済と市場経済の違い、経済

学者にだけ経済を任すことの

危険について書かれています。

機知にとんだ話が多数ありで、

面白かったです。
ヤニス・バルファキス 著

関 美和 訳

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7月2日『ドライブレコーダー』の話し

Instagram  の1番人気は7月10日『タントの写真と動画』でした。

沢山見てくれてありがとうございました！

【診察台の上で
不安げなペレさん】

0737-63-4584

和歌山県有田郡湯浅町栖原100 - 2

まわりに『キーン』と響きそうな寒いことを言っては喜んでまいす。

ずんだれさん曰く『僕なりの暑さ対策！』だそうです(笑)

創作バール

CARROT

『ずんだれさんの

スイーツ＆お
菓子パラダイス』
お店で見つけた瞬間、プリ

ン好きの僕の右手が勝手に

動いてました。もちもちの生

地に濃厚なプリン。カラメル

のほろ苦さがアクセントに

なってて美味しかったです。

ウリの一つである、北海道

産生クリームがもう少し多く

ても良かったのかな～。

お近くのローソンで

『どらもっち
（プリン＆ホイップ』

営業日 ランチ

ディナー

11：30 ～ 14：00

18：00 ～ 23：00

（平日の月・火・水のみ営業）

定休日 木曜日

目の錯覚！？

いやいや、ディナーメニューに
載ってます～


