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新型コロナウイルスのワクチン接種は皆さん終わりま

したでしょうか。また、副反応はいかがでしたでしょ

うか。 

ニュースや接種した方の情報だと、二回目の方が副反

応がハッキリしたようで、熱や関節痛といった症状が

見受けられ、大変だったようですね。 
 
と他人事の言い方をしていますが、はいその通りなん

です。私はというと無反応でした（笑）。二回目の方

が腕の痛みも少なく、熱も出ずで…。万全の対策をし

て臨んだのですが、ちょっと拍子抜け。こんなことも

あるんだなー。本当にワクチン接種したのか心配にな

りましたけどねｗ 
 
さて、コロナ禍で生活が一転し、そろそろ二年が経過

するこの頃。テレワークにもすっかり慣れ、新しいラ

イフワークが確立されつつありますよね。 
 
そんな我が家にAIがやってきました。AIと言っても第

三世代のEcho DotのAlexa（アレクサ）。 
 
導入されている方からすると、遅せーよ！と思われる

かもしれませんが、「アレクサ、○○して」という呼

びかけにスピーカーが反応して、TVを付けたり、部屋

の灯りを暗くしたり、音楽をかけたりするあれです

ね。 
 
身近だとスマホにあるSiriなど、AI機能があります。 

あるけど、私はあれが大の苦手。人ではなく機械に向

かって話しかけるというのが恥ずかしいというか、

「ちゃんと認識してくれないだろう。」という気持ち 

が強くてちゃんと活用したことがありません。そもそ

も、ご認識するぐらいなら自分で入力した方が確実や

ん。ってね。 
 
と元々流行に乗らない、機械任せでない性分なので、

会社の雑談で話題になっても「へぇ～。」「そーなん

だ。凄いですね。」と滞りない返答を交わしていまし

た。 
 
そんな自分のところに、なぜEcho Dot がやって来たか

と言うと・・・。 

はい、お下がりです（笑） 

最近、友人宅にお邪魔した時、声をかけるだけで部屋

の電源を付けたり、消したりとリモコンを触らずに

ON/OFFしている様子に衝撃を受け、「超～便利じゃ

ん。」と話していたら、「旧型でよければ使う？」

と。 
 
おぉぉ、マジですか！！貴方は神ですか！？ 
 
「はい、タダ（無料）なら遠慮なく欲しいです。」と

一言。というくだりで我が家にやってきた訳でありま

すが、アレ？でも、よく考えたら自分は【Amazon】を 

利用したことが無い人間です。この方、買い物での利

用実績はゼロ。Amazon Primeでさえ利用したことがあ

りません。なので、そんな人が活用できるのだろう

か？と友人に訪ねたところ、家電でスマート連携でき

る製品は無いのか？と聞かれ・・・。 

あっ、それならテレビあることを思い出し、試してダ

メなら戻せばいいよ。と言ってくれた友人の甘い誘

惑！？もあり、やってきました。 
 
さてさて、そのAlexa（アレクサ）はどうしたかと言

いますと、我が家のTVと無事に繋がり、話しかけるだ

けで、ON/OFFは当然ですが、チャンネル変更や 

ボリューム調整までできてしまうではないですか。 

マジ、最近のITはスゲーや（笑）と感動。それより

も、オーディオ機器がなかった自分にはラジオが利用 

できたことは凄くありがたかったです。 

これ以外にもニュースや天気、スポーツから株価情報

なども話しかけること

で教えてくれるので今

では重宝しています。 
 
調べると他にも様々な

便利機能があるのです

が、ついていけないで

すね（笑）。 

なので、既にご利用中

で多彩な使い方をして

いる方がいましたら、

教えて欲しいです！ 
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梅屋敷（京急本線）  システム開発部    K ・ K 

釣りの話をしようと思ったのですが、直近の釣りが 

芳しくなかったので、私が住んでいるところのお話を

します。 
 
今年の９月に引越しまして、蒲田（京急蒲田）から 

１駅、品川よりになる「梅屋敷」に住むことになりま

した。 

駅名の由来は 

『当駅付近にかつて「梅屋

敷」と称される、風邪薬の販

売と梅見で有名な商家が存在

したことに由来する

(wiki)』、とあり、近くに 

詳細が記された看板がありま

す。 

梅屋敷は東西に商店街が伸びて

おり、東側は「梅屋敷東通り」

と呼ばれ、飲み屋が何軒か 

連なっています。 

竹沢商店は飲み屋ではないので

すが、店先で焼き豚、焼き鳥が

山と積まれており、いかにも 

昭和な風景です。平成とかな

かったんですね。 

焼き鳥イタリアンとか訳の分からない飲み屋から、 

典型的な日本酒バーとかあります。 

 

こちらの商店街は脇道にも、初見ではとても入れそう

もない小さい飲み屋が沢山あり、蒲田とは一味違う風

情を見せています。 
 
そして駅の西側は「プラモー

ル梅屋敷」。こちらは商店街

の終わりが東邦大学病院前の

大通りに面しており、地域密

着型の店舗が連なっていま

す。飲み屋やラーメン屋が 

ほとんど無く、薬局が多いの

でびっくりします。 

それとパン屋が４軒もあっ

て、梅屋敷の住人はパンが 

大好きなのが分かります。 

（米屋が１軒） 

それと１軒だけ、持ち帰り 

専門の焼き鳥屋があるのです

が、販売時は常に１０人くら

い並んでいて、有名店みたい

です。(買ったことないです) 

やたら看板が立派な総菜屋やレトロ喫茶店があり、 

なかなか盛況で健全です。 

脇道は民家なので東側の様に混沌とした雰囲気はあり

ません。ただ、土曜日だけ 

営業している怪しい焼きそば

屋（製麺屋？）があります。 
 
全体に若者は少なく、蒲田の

様な喧噪がないため、住みや

すく良い街かと思いますが、 

救急車の台数が非常に多いの

で、大学病院の影響が色々と

出ている街なのだなぁと思い

ます。 

 【梅屋敷駅】    【梅屋敷地図】 

【梅屋敷公園】 

【竹沢商店】 

【焼き鳥イタリアン】 

【日本酒バー】 

【梅屋敷(大学側)】 

【鳥若】 

【総菜屋】 【喫茶店】 

【齊藤製麺】 
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With コロナでやっときたいこと システム開発部 H ・ H 

はてさて、福岡に勤務し始めて、3回？4回目のパシオ

ン通信です。  

コロナ対応で、外出を控えているため、相変わらず 

ネタがない、にしても、10月から依頼が来てたので、

まぁ、期限までにはなんかネタもできるだろうと思っ

たら、もうね、毎日残業三昧、いやぁ～久々だなぁ、

このイライラした感じ・・・。 って状態、「パシオン

通信！なんやそら！そんな暇あるかボケ！」ってのが

心境ではありますが、まぁ、作らざるを得まいって 

ことで・・・・。  

 で、つくるといったところで、ネタはない。福岡で

なにか変わったことと言われても、「FINA世界水泳

FUKUOKA2022」が開催されるらしいぐらい？水泳か・・

あまり？いや、ほぼ興味ないんすよ、これが。  

ほかは・・・、あぁ、全国的にコロナが回復基調です

ね、そういえば、福岡県もWithコロナに向けて、いろ

いろ発表してますねぇ。  

そういえば、最初に言った通り、福岡に来て何も観光

してないので、仕事が落ち着いたら（落ち着くか？）

行ってみたいところをいろいろと紹介してみましょう

か。  
  
１．神話、神社仏閣  

九州の地は比較的神話の地が多くあり、いろいろと訪

れてみたいです。  

高天原や天岩戸、福岡市内に櫛田神社もあったりしま

す。菅原道真公の太宰府天満宮は、すでに参拝済みで

すが、観光として行ってみたいですね。（天満宮の奥

の竈門神社にもｗ）  

（そういえば、最近某会社の経理の方から、会社の社

員旅行で太宰府天満宮に行ったことがあるという話を

聞きました。確か、あの神社は宇佐神社だったと思う

んですけど、ちがいましたかねぇ。）  
  
２．歴史  

隣の佐賀県には、吉野ケ里神社があります。また、神

話カテゴリか歴史カテゴリ、 もしくは観光カテゴリ、

どれにもはまりそうな、隠岐の島じゃなくて沖ノ島が

あります。立ち入り禁止の島なので上陸はできません

が、行ってみたいですねぇ。  

元寇襲来に対する、石垣跡や、県庁近くに亀山上皇銅

像などもあるようです。  

また、皆さん中学校で教わったと思いますが、あの金

印が発見された場所（今は公園になっているようです

が）などにも行ってみたいと思っています。  

 ３．観光  
福岡の観光っていうとなんでしょうね。博多祇園山

笠とか、博多おくんちとかなんでしょうね。きっと

人多いんですよね・・・。見てみていけど、面倒く

さいですｗ。すいません、基本インドア派なもの

で・・・・。  

地元の人に聞くと、「観光はないなぁ～」と返って

きます。そのあとに、「おいしいものはいっぱいあ

るけどねぇ。」ときますね。  

個人的にラーメンにはあまり興味はないんですが、

それを除いたとしても、いろいろとあるようです。

紹介してもいいですが、今後のパシオン通信用に残

しておきますｗ。  

福岡ではないですが、「佐賀県」で行われている、

佐賀インターナショナルバルーンフェスティバル。

今年の大会はすでに終わってますが、行ってみたい

ですねぇ～、朝早いらしいですねぇｗ。  
  
４．山  

山です。登山ではありません。徒歩では登りません

ｗ。  

ついこの間噴火してしまった阿蘇山、以前社員旅行

で訪れていますが、もう一度行ってみたいと思って

います。また、山繋がりですが、桜島と霧島、雲仙

とか、なんかどれも火山ですけど、行ってみたいで

すね・・・。くれぐれも、登山ではないです。  

あっ、火山ではないですが、山に含めてもいいか疑

問ですが、屋久島行ってみたいですねぇ、そんなに

休みが取れるかわかりませんが。  
  
５．海  

山があれば海もあるでしょう。  

福岡の海にはまだ行ってないですが（ワクチン接種

に港にはいきましたけどね）、同じ九州でもある、

沖縄に行きたいなぁ～。福岡から飛行機出てるらし

いし・・・。休みが取れればなぁ～。  
  
今のところは、これぐらいですかね。 

このまま６次流行なしで収束していただけると、 

いろいろと助かりますね。（でも、訪日外国人数を

緩和するとか？詳細知らないですけど、大丈夫です

かねぇ～、元BCC特派員みたいな 

ことが無いといいんですがｗ）  
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昇仙峡は紅葉にはまだ早かったです。 

フルーツパークでご飯た

べてミカン狩り(食べ放題

と二個持ち帰り)しまし

た。ハーブ園でザクロ

ジュースを買って、 

酒蔵で試飲しお酒を購入して

帰りました。 

ツアー料金は8,000円でした

が、まつたけとお酒とみかん

とシャインマスカットを 

お土産にもらいま

した。久しぶりの

旅行は楽しかった

です。 

シャインマスカッ

トは、めちゃ美味

しかったです。 

1月の終わりに連休をいただき、北海道に2泊3日、 

札幌→旭川→札幌の旅行に行きます。GOTOも1月下旬 

から始まるかもしれないし、神奈川県民割ツアーも 

出てるし、お得に旅にいけるのが、これからの私の 

楽しみです。皆さんも時間があればどうですか？ 

株式会社パシオン 

総務部Sです。12月号のパシオン通信の発送が遅くなり

まして申し訳ありません。 

また、いつもパシオン通信の原稿執筆にご協力いただ

きまして、本当に助かっています。感謝しています。 

ありがとうございます。 
 
さて、私は10月末に久しぶりに友達とバス旅行に行き

ました。いつもは横浜発のバスツアーに行っていたの

ですが、人員が集まらないのか横浜からのツアーがな

いので、新宿発のバスツアーに行ってきました。 

新宿朝7時発だったので、家を四時半にでて自転車で 

横浜駅までいきました。当たり前ですが、この時間に

出会う人は、犬の散歩かウォーキングの人で五人しか

すれ違っていないです。というかこの時間にもう行動

してる人がいることにびっくりしました。 
 
バスは乗車前の検温とこの二週間の行動確認があり、

消毒など徹底されていました。今回のツアーは   

モニターツアーの為、接種券の原本持参してワクチン

接種（二回）確認もありました。バス内飲食はなし

（お茶を飲む程度な

らOKです）、会話も

なしです。といって

も会話してる人いま

したけどね・・・。 

前の座先には右の写

真のような対策もさ

れています。感染対

策はしっかりしてま

した。 
 
バスにUSB充電もあり、Wi-Fiもきていたので、スマホ

と格闘し退屈せずにバスに乗っていました。でも聞い

たら、全てのバスで充電できるわけじゃないらしいで

す。私は高速バスで千葉に行く際に、充電できるバス

に乗っていたので、一応USBもっていったのですが 

ラッキーでした。友達には羨ましがられました。 
 
コースとしては昇仙峡→山梨フルーツパーク→ハーブ

園→酒造でした。 

バス旅行    総務部     S ・ M  

【ハーブ園】 


