
 コロナになってから、欲しい物の納期がいつもより

長くなったり、売切れが続いたりしていますね～。 

半導体不足のニュースもよく聞きますが、現在携わっ

ている業務が半導体製造装置開発業者の社内管理シス

テムなので気になったりします。 

半導体だけの問題ではないですが、今年の8月にモデル

チェンジした車なんかは限定車でもないのに納期が2年

～4年なんていわれてます。 

私事ですが、いつも頼んでいた炭酸水が8月ごろから全

く入荷しなくなりました。。。 

いつも、コロナ禍で入荷待ちになることはあったので

すが、1週間くらいで在庫復活していたものが全く入荷

されなくなってしまいました。 

他のサイトなどプレ値ついてます。。。 

転売ヤーやめてほしいですね。。。 
 
そんな感じでリモートワークになってから既に1年半と

なり、平日外にでることもほとんどなく提供できるネ

タがない状態です。 

そこで、最近新しいWindowsがリリースされたし、業務

に影響がある方もいるかもしれないので、簡単に調べ

ました。 
 
Windows11の正式版が10月6日にリリースされました。

Windows10ユーザーであれば、Windows11に無料でアッ

プグレードできるそうです。 

Windows10が登場した2015年にも以前のOSから無償アッ

プグレードできましたが、その期間は1年間でした。 

しかし今回はWindows10からの無料アップグレードには

期限は設定されておらず、急いでアップグレードしな

くても大丈夫そうです。 

なのでしばらくはWindows10を使い続けてもいいかもし

れません。 

そもそも、要件がネックでWindows11にアップグレード

できないPCも多いみたいです。 

その場合でも、Windows10は2025年10月14日まではサ

ポートされ、利用できるので安心ですね。 
 
Windows11をアップグレードした場合、Windows10と同

じエディションになります。 

Windows10 Homeエディションなら、アップグレードす

ればWindows11 Homeエディションになります。 
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Windows11にアップグレードできる最小要件を簡単に 

まとめると、CPUが1GHz以上、2コア以上でメモリが4GB

以上。ストレージは64GB以上でグラフィックスカードは

Direct12以上が必要となるようです。 

ネックになりそうなのが、セキュアブート対応のUEFI

で、さらにTPM 2.0に対応している必要があります。 

すいません。ここよくわかりませんが確認する方法は 

下記みたいです。 

BIOSを確認するなら検索フォームに「システム情報」と

入力して「システム情報」ウィンドウを開き、右側の 

一覧から「BIOSモード」と「セキュアブートの状態」を

探し、それぞれ「UEFI」と「有効」になっていればOKだ

そうです。 

TPM 2.0に対応しているか確認するには「Windowsセキュ

リティ」の「デバイスセキュリティ」から「セキュリ

ティプロセッサの詳細」を開き、TPMの「仕様バージョ

ン」が「2.0」になっていればOKとのことです。 
 
Windows10向けに買った周辺機器が、使えるかどうかも

気になりますが、マイクロソフトとしては保証してくれ

ませんよね～。基本「アクセサリの製造元で確認してく

ださい」と書かれていると思います。 

たぶん使い続けることができるんじゃないでしょうか。 

もちろん、正常に動作しない可能性はあるので、業務で

は利用している機器などは、Windows11での運用情報が

出てからアップグレードする方がいいと思います。 
 
Windows11にアップグレードした後、10日間はWindows10

に戻せるようです。その後は、復旧するデータがなくな

るので、データを

バックアップし

Windows10をクリーン

インストールするし

かないそうです。 
 
簡単ではあります

が、調べた内容を記

載しました。 

利便性など気になっ

た方は調べてみては

いかがでしょうか。 
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緊急事態宣言も終わりましたね。 

緊急事態宣言中も通常事態宣言では？と思っていました

が、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

私は宣言が長引くとともに、食という至上の娯楽が世の

中から減っていく様に心を痛めて過ごしていました。 

世の飲食店よ。何とか生き残って欲しい・・・。 

そんなわけで今年も例にもれず、近場の和光市にあるお

気に入りの飲食店の紹介になります。 

本社からも遠いので、立地的にあまり足を運ぶ機会はな

いとは思いますが、和光市駅からほど近いので「距離な

んて関係ないぜ！」という方はぜひ。 
 
店名：クロシェット ドゥ ボワ 
 
ネットで調べた括りとしてはフレンチになるのでしょう

か。パスタを中心にハンバーグ、ビーフシチュー、 

ローストチキンやガパオなど様々なメニューが集うお店

です。 

ガパオがあるお

店は果たしてフ

レンチと括って

いいものなの

か。 

それはさてお

き、こちらのお

店、奥にピアノ

が置いてあるんですが「音楽レストラン」というコンセ

プトです。 

スケジュールで決められた日に足を運ぶと、生演奏や歌

声を聞きながら優雅にお食事と洒落込むことができま

す。 

なんて言ってはみたものの、初めて来たときには何も知

らなかったため、急に他のお客さんのバースデーソング

が店内総出で始まってわたわたしました。 

この手のお店は行ったことがなかったので新鮮ではあり

ましたね。 

 さて肝心のお食事のほうなんですが、先述の通りパス

タが売りになっています。このパスタ麺に 

「新倉うどん」を

使って作られている

うどんパスタになり

ます。 

こうしてこの記事を

書いている今日も食

べに行きました。                        

 

印象的にはとにかくコシが強い。 

（調べてみたらコシが強いのが特徴の一つのようです） 

見かけ的には量が少なめに見えますが、この一皿でも 

十分満足できると思います、というかお腹いっぱいにな

ります。 

種類はカルボナーラやボロネーゼ、明太子にトマトク

リームなど普通のパスタと同じく豊富です。 

デザートは一定周期？で入れ替わっているようで、立ち 

寄るたびにレパートリーが変わっています。 

一品一品が小さいプチ 

デザートですが、店内

のゆったりとした雰囲

気の中で食べるものと

しては個人的にはちょ

うどいいバランス感の

ように思います。 

コースではサラダや 

前菜、スープ（これが

また美味しい）とパス

タ＋α（とデザート）

のものがあるのでこれ

らを頼むのがおすすめ

です。 

単品メニューも入れ替

わりがあるのか、以前

はトマトの丸焼きのよ

うなメニューもあった

気がします。この辺り

も行くたびに異なる楽

しみになりますね。 
 
以上がこのお店の紹介になります。 

時折臨時休業になっていることがあるようなので、もし

行ってみようと思った際は電話で確認してからがよさそ

うです。 

なんだかんだでその場所その場所で異なる趣のあるロー

カルなお店が好きなのでこういったお店はつい足を運ん

でしまいますね。 

ただローカルなお店はその性質上コロナのあおりを受け

やすい気がするので、冒頭にも書いた通り生き残ってほ

しいかぎりです。 

緊急事態宣言により、客足が全くなくなってしまっては

お店がなくなっていく一方なので、感染対策した上で 

適度に通おうと思う次第です。  
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今回は最新作上映に伴いAmazonPrimeで公開されていた

007シリーズ（ダニエル・クレイグ）の紹介をしたいと

思います。最新作は2021/10/1から上映されており、ま

だ私も見ていないので気になっている方や前作を見よ

うとしている方の参考になればと思います。 

（ネタバレは含まないようざっくりと記載していま

す。） 
 
1.カジノ・ロワイヤル 
 
◆評価 

 アクション：★★★★☆ 

 スリル：★★★★★ 

 ロマン：★★★★☆ 
 
◆あらすじ 

イギリスの秘密情報部（ＭＩ６）に所属するエージェ

ントのジェームズ・ボンドが国に敵対する組織を対治

する物語でダニエル・クレイグ版の第一作目である。 

第一作目はジェームズ・ボンドが殺しのライセンス・

00（ダブルオー）を得た話で、とあることからテロ計

画を知り、テロリストとの接触を図っていくこととな

る。 

テロリストは「カジノ・ロワイヤル」にて開催される

ポーカーゲームに参加し、資金確保を行おうとしてい

るため、ボンドもそのゲームに参加し、資金稼ぎを阻

止しようとするが・・・。 
 
◆みどころ 

・のちに何度か登場することになる愛車「アストン 

  マーティン・DB5」が登場 

・今後の物語に影響する人物登場 

・スリルがたまらないポーカー戦 

・思い出となるカクテル登場 
 
2.慰めの報酬 
 
◆評価 

ヒューマンドラマ：★★★★☆ 

意外性：★★★★☆ 

ボンドらしさ：★★☆☆☆ 
 
◆あらすじ 

前作のラストシーンの直後から始まる続編となってい

るため、前作を視聴してから見ることをお勧めする。 

スパイに翻弄されたり、生け捕りに失敗するなど、思

うようにいかないボンドであったが、新たなミッショ

 007の最新作上映中  システム開発部     Ｋ ・ Ｙ 

ンにて転機が訪れる。復讐心を燃やしている女性と関

わっていくうちにボンドの心情も変化していく。 

探していた悪の組織にも近づくことができるが・・。 
 
◆みどころ 

・前作とは違うボンドの心情の変化 

・スパイによるどんでん返しの攻防戦 
 
3.スカイフォール 
 
◆評価 

 意外性：★★★★★ 

 アクション：★★★★★ 

 感動：★★★★★ 
 
◆あらすじ 

ボンドが苦戦したり、ＭＩ６本部が爆破されたりな

ど、敵がどんどん強大になっていく。敵に対抗する 

ため、ボンドらも新たな味方を付け対抗していくが、

意表を突かれてしまう。思わぬ強敵に対抗するため、

戦場を変え戦いの準備を進めていくが・・・。 
 
◆みどころ 

・ボンドにとって忘れられない人となる 

 新人エージェント イヴの登場 

・ＭＩ６の組織運営に係わる体制の移り変わり 

・新たなボンドの戦い方 
 
4.スペクター 
 
◆評価 

 意外性：★★★★★ 

 複雑な心情：★★★★★ 

 カーチェイス：★★★★☆ 
 
◆あらすじ 

とある人物の指示に従い組織の秘密会議に参加した

が、そこで思わぬ事実が判明する。 

情報を掴むため、かつての敵に会いに行くが情報と 

引き換えに重要な約束をすることとなる。約束を果た

すため任務を単独で行うボンドであったが、裏では、

ＭＩ６組織内で内部争いが起きていた・・・。 
 
◆みどころ 

・かつての敵との共闘 

・シリーズの核心に迫るストーリー 

・愛車再登場 
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みなさん、いかがお過ごしでしょうか。 

私は、わが家の体重計が故障して以来、体重をはかっ

ておらず年に1回の健康診断に

怯える毎日です。 

コロナ流行以前と比べ、大きく変化した現在の生活様

式ですが、みなさんの生活は具体的にどのように変化

したでしょうか。 

数少ない趣味だった飲み会を失った私はというと、そ

の生活の中心ともいえる趣味の部分にメスを入れ、心

と体の健康維持改革をせざる得ないのであった…。 
 
そもそも私は飲み会の場でしか飲酒する習慣がなく、

以前の私を知っている人からすると驚くかもしれませ

んが現在ではまったく飲むことがなくなっています。 

数年前にタバコを辞めたこともあって現在の私の体は

とってもクリーン、歯は鋼鉄を噛み砕けるほど頑丈

に、視力は5.0で手のひらの生命線は3メートルくらい

になっているかもしれません。 

そんな究極に健康になったと錯覚している私にも思わ

ぬ落とし穴がありました。 

そう、運動不足です。 

びっくりするくらい30代男性にありがちすぎる悩みで

思わず笑ってしまいました。 

 

実は飲み会という趣味と時を同じくして、不要な外出

を避けねば…ということで散歩という趣味も

失ってしまったのですが、これが如何に健康

を支えていたのかということに気付かされた

のは不眠が続くようになったころ。 

睡眠時間が徐々に短く、そして浅くなったな

と感じたのは散歩をしなくなってからでし

た。 

このままではよろしくないと思い、任天堂から発売さ

れているリングフィットアドベンチャー(ゲームしなが

ら運動不足も解消できるアレ)に手を

出したまでは良かったのですが… 
 
次回、三日坊主になってる奴いる？ 

いねえよなぁ！！？編。 

乞うご期待。(続きません) 

 

5.ノー・タイム・トゥ・ダイ（上映中！！） 
 
◆評価 

 気になる：★★★★★ 

 必見：★★★★★ 

 期待：★★★★★ 
 
◆あらすじ 

前作から続くストーリーとなるが、前作とどう絡むの

かが気になる作品。また、今回を最後にダニエル・ク

レイグが卒業とのことでオチも気になるところであ

る。 
 
紹介は以上になります。 

気になった方は、最新作の上映期間

に間に合うよう前作を視聴してみて

はいかがでしょうか！ 

 前ページより 

総務部Sです。「横浜元町ショッピングストリート」にて2月と9月の年二回（今年は10月開

催）チャーミングセールが行われています。コロナで中止になったりしたこともありました。

かなり混むのでずっと我慢していました。 

今年はコロナワクチン接種も2回終わったので、友達と一緒（最終日）に行ってきました。 

前より人は少なかったような気がします。お店は人数制限をしたり、感染対策がきっちりされて

いたと思います。中華街は混んでいました。小籠包のお店が長蛇の列でした。 

 横浜元町ショッピング 

    ストリートにて 


