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◇ 特設サイトもオープン！
リサイくるまつり2018特集
◇ 鉄相場
◇

ヨシナシゴト～徒然なるままに～

常陸国風土記 筑波の県(2)
◇

～懐かしの記憶～

スバルの輝く星 アルシオーネ
◇ 車買取り専用ＨＰ設立
◇ カーレポの輪 －協力店のご紹介－
Rencontre by Natural 様
◇

リサイくるまつり2018特集

CarepoGallery

「ところ変われば田んぼも変わる？」

今月は２ページにわたり「リサイくるまつり2018」のご案内を
させていただきます。
縁日・屋台のラインナップ、じゃんけん大会やショーのタイムスケジュールも
掲載いたします。気になる催しをお見逃しなく( *´艸｀)

また、カーレポ㈱ 企業サイトに「リサイくるまつり特設ページ」を開設いたしました。
特設ページでは、リサイくるまつりのチラシをダウンロードすることが出来ます。
まつり本番まで、いよいよあと１か月！！社内も活気に溢れています♪ お友達やご家族を
お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

▼リサイくるまつり

特設ページ▼

http://www.carepo.jp/publics/index/198/

ALL
200円
焼きそば
たこ焼き
フライドポテト
かき氷
ソフトクリーム
からあげ棒

ALL
無料

◆500mℓ ペットボトル各種 100円
麦茶・オレンジジュース・りんごジュース・
スポーツドリンク 他
◆ノンアルコールビール 200円
◆オリジナルタピオカジュース 200円
内容は予告なく変更になる可能性がございます。

遊びに来てね！

スーパーボールすくい
ヨーヨー釣り
タイヤボーリング
ハンドル輪投げ
砂場で宝探し
小物入れ工作
争奪戦！じゃんけん大会
自動車解体ショー (午前・午後)
ねば～る君ショー (午前・午後)
記念撮影コーナー
スタンプラリー

2018年9月1日(土) 開催
開場
ねば～る君ショー（午前の部）
自動車解体ショー（午前の部）
ニブラと記念撮影会
じゃんけん大会
自動車解体ショー（午後の部）
ニブラと記念撮影会
ねば～る君ショー（午後の部）
閉場
09：30
10：00
10：45
11：20
11：30
13：15
13：50
14：00
15：30

鉄相場

Ｅ Ｌ Ｖ 事 業 部 長 飛田 幸 輝

解体業では、使用済自動車（廃車）から、エンジン・
足回りなどを外し、残った廃車ガラをプレスしています。
当社の廃車ガラの出荷方法は、二通りあります。
１）シュレッダー出荷
プレス後の廃車ガラは出荷先でシュレッダー（粉砕）
され、鉄などの有用な資源が回収されます。残ったプラ
スチックやゴムはシュレッダーダスト（産業廃棄物）と
して、焼却または埋め立て処分となります。
現在、中国の４分類 種類（生活由来の廃プラスチッ
クや未選別古紙など）の輸入規制に伴い、日本から中国
へ輸出することで処理していた原材料を、日本国内で処
理しています。そのため、焼却・埋め立てを行う産業廃
棄物処理施設の余力がなくなってきています。
今後、廃車ガラの出荷制限（引取不可能）により、解
体業界の「鉄相場」と「鉄スクラップの市況」は比例し
ない可能性が考えられます。
２）全部利用（電炉）出荷
出荷先では、電気熱で原料の鉄スクラップを溶かし、
成分を調整しながら鉄鋼を生産しています。シュレッダ
ーとの違いは、廃車ガラに銅関係（ハーネス、モーター
など）の含有量制限があることです。こちらの場合は
「全部利用」の名前の通
り、すべて溶かしてしま
うので、シュレッダーダ
ストは発生しません。
今後、シュレッダー出荷
で出荷制限が起きた場合
でも、全部利用に出荷す
ることで、廃車買取り価
格の変動を最小限に抑え
ることができます。
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今月は、秋本吉徳先
生 の「常陸国風土記
全訳注 講(談社学術文
庫 」
) を引用させてい
ただき、常陸国が如何
に住み良い所として風
土記に表記されている
かを紹介します。
そもそも筑波の岳は、
高く雲を突き抜けそび
え立ち、その頂の西の
峰は高く険しく雄 お( )
の神と呼ばれており、
人の登る事を許さない。
ところが東の峰は、岩
石で上り下りはゴツゴ
ツして険しくなだらか
ではないが、その側を
泉が流れていて、冬も
夏も絶えることがない。
足(柄の 坂
) から東に
ある諸国の男女は、春
の花が咲く時期、秋の
木の葉が色づく時節に
なると、手を取り合っ

雲を突き抜け、威厳ある佇まい

*1

)

*1

て連れ立ち、食べ物や
飲み物を持って、馬に
乗ったり歩いたりして
こ(の山に 登
) り、終日
楽しく遊び過ごす。古
代から恋愛が盛んであ
った様子が歌垣 とし
てありました。その一
部に次のような歌がた
くさん読まれていたの
で す。

「筑波嶺に 合わんと
云いし子は 誰が言聞
けばか み寝会わずけ
む」
筑(波の峰の歌垣で会お
うと言ったあの子は、
私とは違う誰と会うと
言うのか？ )

次月は信夫の郡 し(
だのこおり を
) 散策予
定です。

K.Akasu

秋本吉徳 あ(きもと よしのり
日本の国文学者。

歌垣 う(たがき )
特定の日時に若い男女が集まり、
相互に求愛の歌謡を掛け合う呪的
信仰に立つ習俗のこと。

筑(波山

*2

)

～懐かしの記憶～

スバルの輝く星 アルシオーネ
車買取り専用ＨＰ設立

自動車買取り専 サイト」を目指し
用サイトをオープ ています。車の査
ンしました。カー 定のほか、車につ
いてのご相談やご
レポ 企業ＨＰと
の相互リンクも整 質問も大歓迎♪
「お問い合わせフ
っております。
「カーレポに廃車 ォーム」をご利用
を頼みたいけど、 ください！皆様の
アクセスをお待ち
どうすればいい
しております♪
の？」
「信用できる会社
なの？」
そんなモヤモヤを、
スマートフォン
（パソコン）で解
決できるよう「簡
潔で分かりやすい

小生、今まで12台ほど車を乗
り継いできました。今でこそフ
ァミリーカーのミニバンで落ち
着いていますが、思い返せば12
https://4r-plus-e.jp/
台中８台は２ドア車でした。今
回は、25年前に１年だけ所有し
–協力店のご紹介ていた車をご紹介します。
かがでしょうか。
私が行きつけの美容室
その名も「スバル アルシオー
☆当社パンフレット設置店☆
「Rencontre by Natural
ネ（昭和60年式・初期型）」。
(ランコントルバイナチュラ
ベースはレオーネ４WDなのです
ル)」様をご紹介します。 ランコントルバイナチュラル が、乗せていたボディが凄かっ
☎ 029-306-8114
オーナーのお人柄がよく、
た。
茨城県水戸市千波町1487-1
カット中はたわいない話で
富士重工業（現・スバル）のフ
月・水～土 9:30～21:00
いつも盛り上がります。他
日 10:00～19:00 ※火曜定休
ラッグシップという位置付けな
のスタッフさんも素敵な方
のに３速AT、「三角定規」と揶
ばかりで、美容室に行くの
CS推進Gr 兼島謙司
揄された直線のみのウェッジシ
を楽しみにしています。自
ェイプ、ボタンだらけのコクピ
分に合った美容室に巡り会
ットにＬ字ステアリング！ヘッ
えて、本当に良かったと思
ドライトだけでなく、ドアノブ
っています。「次はどの美
容室へ行こう」とお悩みの
までリトラクタブルという徹底
方は、足を運んでみてはい
した空力ボディ！エアサスのヒ

カーレポの輪

ューズを抜くだけで、あっとい
う間に車高短化！国産車ではま
ず見ない、P.C.D*＝140！
……と、まあ、余程のファンで
ないと「購入しよう！」とは思
わなかったかもしれません。
ちなみに車名は、昴星団の中
で一番輝く星＝「アルキオネ」
に由来しているとのこと。
ソリッドカラーの10年落ちボ
ディは、ワックスをかけてもあ
まり輝かなかったなぁ……それ
もまた、良い想い出です(^^♪
* P.C.D
（Pitch Circle Diameter）
車のホイールを固定する、すべて
のハブボルトの中心を通る仮想円
の直径（ピッチ円直径）

人事総務部 草野満

カーレポギャラリー

CarepoGallery

ところ変われば田んぼも変わる？

茨城県ではお馴染みの顔がずらり
霧虹（きりにじ）現象

水戸市川又の水田に見事な田んぼアートがあります。様々な色の稲を使い、ご当
地キャラクターなどが描かれています。会場に設置された、高さ４㍍の展望台から
一望できます。今年で５年目を迎えるとのこと。昨年は、霧虹 (きりにじ) という
珍しい自然現象をみることができました。ぜひ一度、足を運んでみてください。
アクセス：水戸市川又 (国道245号線、大洗鹿島線との交差付近)
カーレポ㈱ ひたちなか工場より車で10分
撮影と文

カーレポ株式会社
〒310-0801 ⽔⼾市桜川⼀丁⽬8番29号
TEL︓029-300-2525 FAX︓029-300-2424
ホームページもご覧ください。
http://www.carepo.jp/

●ひたちなか⼯場 ⾃動⾞買取
〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町552-55
TEL︓029-264-2929 FAX︓029-264-2424
⾄⽇⽴市
245

ひたちなか
245

果樹試験場
⼊⼝

ひたちなか保健所

⾄⼤洗町

●⽔⼾店 ⾃動⾞買取・販売、部品販売
〒 310-0826 茨城県⽔⼾市渋井町588-9
TEL︓029-291-3336 FAX︓029-291-3338

408

⾄ひたちなか市

カーレポ㈱
つくば店
354

408

108

部⽥野

⾄つくば市内

榎⼾

カーレポ㈱
ひたちなか⼯場

63

●つくば店 ⾃動⾞買取
〒305-0853 茨城県つくば市榎⼾433-7
TEL︓029-875-8035 FAX︓029-875-8036

354

⾄
桜
⼟
浦
I
C

⾄
⽔
⼾
駅
南
⼝

6
174

174

浜⽥⼗字路
6
臨海⼤洗⿅島線

⾄⽜久市

渡邊 貴宣

店舗のご案内

ご意⾒・ご要望も
お待ちしております。
koho@carepo.jp
（担当︓広報委員会）

⾄
つ
く
ば
中
央
I
C

ひたちなか工場

⾄⽔⼾市内

カーレポ㈱
⽔⼾店

