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●ＧＷは『食』イベントへ行こう！

●ウイングの映画好きスタッフが選んだ“絶対に見て欲しい名作映画４タイトル”

●あなたは大丈夫？！５月病対策！ストレスをリセット！

●～雨の日も楽しく！～最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE
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みんなが大好きなカレーの魅力が詰まったイベントです！全国の「ご当地カレー」や 
お好みで４種類の「よこすか海軍カレー」が選べるカレーバイキングなど、
内容盛りだくさん！野外ステージでのパフォーマンスのほか、来場者が参加
できる○×クイズ大会も開催！！ 

 
開催日時：２０１５年５月９日～５月１０日 
開催時間：９：００～１６：００ ※荒天中止 
開催場所：三笠公園 （横須賀市稲岡町８２） 
アクセス：京浜急行「横須賀中央駅」からバス「三笠公園入口」 
       バス停下車徒歩１分 
 

お問い合わせ：℡０４６－８２２－８３０１ 
（横須賀観光インフォメーション） 

よこすかカレーフェスティバル２０１５ 
大人気のカレーバイキングは必見！ 

うどん日本一決定戦 Ｕ-１GRAND PRIX うどん祭り２０１５ 

日本一のうどんを決めるうどんの一大イベント！ 審査員と来場者の投票で決まる参加型のグランプリで、
昨年は４日間で１３万人以上が訪れた人気の催しです。そんな人気のイベント・東京の陣がＧＷ期間に 
開催されます！全国から集められた逸品を一気に味わえる 
うどん好きにはたまらないイベントです！ 

 
開催日時：２０１５年５月２日～５月６日 
開催時間：１０：００～２０：００  
開催場所：東京有明 イーストプロムナード 石と光の広場 
アクセス：りんかい線「国際展示場駅」徒歩３分 
       ゆりかもめ「有明駅」徒歩５分 
 

お問い合わせ：℡０３－５８２５－４７３０ 
（一般社団法人 U-1グランプリ実行委員会） 

国際観光 食文化博２０１５ 世界のグルメ名酒博 

ＧＷの予定はお決まりですか？遠くへ出かけたり、旅行へ行くのもいいですが、ＧＷ期間中は美味しい料理が集まる入場無料の「食」イベントが沢山
開かれるのはご存知でしょうか？ということで、今回は近場で開かれる「食」イベントをご紹介★★ 

ＧＷは『食』イベントへ行こう！ 

世界中の料理とお酒を一度に楽しめるグルメイベント！飲食ブースに加え、各国の民族音楽や舞踊を堪能できる

特設ステージも登場！初夏の東京スカイツリーを眺めながら、昼間から世界のビールで喉を潤す。そんな１日は

いかがでしょう？本場の味付けをそのまま再現しているので、 

『食』から世界の文化を体感できます！ 

 
開催日時：２０１５年４月２４日～５月１０日 
開催時間：１１：００～２１：００（最終日２０：００まで）  
開催場所：東京スカイツリータウン４Fスカイアリーナ 
アクセス：東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」 
       京成押上線・都営浅草線・東京メトロ半蔵門線        
      「押上（スカイツリー前）」 
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申し込み締め切り 

６月１５日（月） 



 

大和市 Ｋ様 

当時住んでいたマンションよりも安い所に引越しを

したいと思っていたところ、自宅のマンションに 

チラシが投函されており、ウイングさんのオープン

ルームへ行ってみることに。 

営業の古谷さんには、「すまい給付金」や 

「住宅ローン減税」を分かりやすく説明して 

頂いたので、安心して購入することができました。 

以前住んでいた所よりも広く、綺麗なのでとても

気に入っています。 

 

マンションをご購入頂いたお客様からメッセージを頂きました！ウイングスタッフ一同、これからもお客様に喜ばれる

サービスを提供致します。またご協力頂いたＫ様ありがとうございました！ 

事業部２課 

古西 慎の場合 
ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

○月×日 

ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港巡りに行ってきました。
ちょうど護衛艦「いずも」の就役日だった
もんで入港時間に合わせてクルーズ船に
乗ってみましたよ・・・あれ？完全に私の
趣味ですね。マニアックですね。 
娘は船に乗れて喜んでた 
ので問題ないはずです。 
ちなみにＹＯＫＯＳＵＫＡ 
軍港巡りは日本で唯一 
軍港内を海上から見られる 
クルーズ。オススメです！ 

○月×日 

南葉山にある実家に行っていました。近くの海岸で娘はエンドレスでシャボン玉。
私は運転なので飲む訳にもいかず娘のお相手。それにしても海はイイですよね。
特に実家近くの海は最高です！日本一なんです！ 

娘と鎌倉デート。江ノ電乗って、オシャレなＣａｆｅで昼食
済ませて、大仏行って・・・えらくベタなコースですけど、
チビ相手だとこの位がちょうどいい感じ。ちなみに鎌倉に
行った際はいつも『カフェ坂の下』に 
行きます。ドラマでも使われていて結構 
有名なお店。雰囲気いいですし、 
美味しいですしオススメ！ 

事業部の古西です。もうすぐ５才の娘がいるもので、休みの日は基本的に娘とお出かけです。 

○月×日 

 

 

 

 

 

 

★営業部 古谷のオススメ★ 

『アメリカンハッスル』 『ＩＮＴＯ ＴＨＥ ＷＩＬＤ』 

『スクール★ウォーズ』 

詐欺師アーヴィン（クリスチャン・ベイル）と、その相棒で愛人の

シドニー（エイミー・アダムス）。彼らはFBI捜査官リッチー

（ブラッドリー・クーパー）に逮捕されるが、無罪放免を条件に

おとり捜査への協力を持ち掛けられる。それは、架空のアラブ人

富豪をダシに、カジノ利権に群がる政治家やマフィアを一網打尽に

するというもの。アーヴィンとシドニーは、標的のカーマイン市長

（ジェレミー・レナー）に近づくが、二人の仲を嫉妬する

アーヴィンの妻ロザリン（ジェニファー・ローレンス）が 

おとり捜査の邪魔をする。 

大学を優秀な成績で卒業したクリス（エミール・ハーシュ）は

車や財布を捨て、自由を手に入れるための放浪の旅に出る。

労働とヒッチハイクを繰り返し、アメリカからアラスカへと

北上。アラスカ山脈の人気のない荒野へと分け入り、捨てられた

バスの車体を拠点にそこでの生活をはじめる。前途有望な未来を

捨て自由を選択したすえに悲惨な最期を遂げる若者を演じる

のは『ロード・オブ・ドッグタウン』のエミール・ハーシュ。

青年が足を踏み入れていく、美しくも厳しいアメリカの大自然の

映像も圧巻。 

★管理部 籠谷のオススメ★ 

この物語はある学園の荒廃に戦いを挑んだ熱血教師たちの記録で

ある。高校ラグビー界において全く無名の弱体チームが、荒廃の中

から健全な精神を培い、わずか数年で全国優勝を成し遂げた

奇跡を通じて、その原動力となった信頼と愛をあますところなく

ドラマ化したものであり、実話を元にした感動の物語である。 

白井のオススメ★ 

★（株）クレイドル  

ウイングの映画好きスタッフが選んだ 

“絶対に見て欲しい名作映画 ４タイトル!” 
人混みは苦手・・。ＧＷはのんびりしたい！という方！お家でＤＶＤを観て疲れを癒してみてはいかがでしょうか？ 

今回は、映画好きなスタッフがオススメする４作品をご紹介！「何みようかな～？」と迷われている方！是非参考にしてみて下さいね！！ 

一風変わった奇人たちを仲間内の集まりに招いては、彼らを

ひそかに笑いものにして楽しむ“奇人たちの晩餐会”。そんな

いかにも悪趣味な会を開いているブルジョワの主人公は、ある日 

マッチ棒の工作が趣味という税務局勤めのピニョンという小男を

見つける。これぞ奇人中の奇人という小男を酒のさかなにして

楽しもうとするのだが、逆にこれまでたまっていたツケが

すっかり自分に回ってきて…というエスプリの効いた話術が

楽しい教訓劇。 

『奇人たちの晩餐会』 

★事業部 宮崎のオススメ★ 

 

！ 



ストレス解消に効果のある食べ物

ビタミンＢ１ ビタミンＣ カルシウム マグネシウム

ビタミンB1が丌足すると
エネルギーが丌足して疲れ
やすくなったりイライラしたり
します。豚肉・ウナギ・タラコ・
イクラ・大豆・カシューナッツ・
玄米・全粒粉などにビタミン
B1は豊富に含まれています。

ストレスを感じるとビタミンC
は失われてきます。一度に
多く摂取しても体内に蓄積
されないので、毎日欠かさず
摂ることがポイントです。
野菜なら赤や黄色のピーマン・
ブロッコリー、果物ならイチゴや
レモンが豊富です。

カルシウムが丌足すると神経が
興奮してイライラする原因に
なります。カルシウムが多い
食品には、乳製品・小魚・
モロヘイヤ・小松菜・切り
干し大根などがあります。

マグネシウムには神経を鎮静化
する作用が元々あるので、
マグネシウムを含む食品を
積極的に摂りましょう。
玄米・そば（乾麺）・乾燥
ワカメ・丸干しイワシなどが
あります。

栄養丌足からくる肉体的なストレスもあります。ストレス解消に効果のある
食べ物を積極的に摂るようにしましょう。 

色々と悩ましい事があるときには、なかなか寝付けないものですが、

睡眠を十分にとることが五月病予防の鍵です！うつ病や5月病は

心の病気ではなく、脳内の伝達物質の問題です。つまり、脳に

充分な休息を不えることが大切！睡眠丌足は脳だけでなく、身体や

こころの免疫力の低下を引き起こしますので、いつもにない 

落ち込みや、頭痛・肩こりといった体調丌良にもつながります。

睡眠を充分にとり、脳と体にたっぷりと休息を不えましょう。 

五月病予防には睡眠が鍵！ 

～質の良い睡眠をとるコツ～ 

①起床時刻はなるべく一定に

②目覚めたら太陽の光を浴びる

③朝ご飯を食べる

④アルコールやカフェイン、食事は眠る3時間前までに

⑤眠る1時間前にお風呂に入る

⑥就寝前のパソコンやテレビ、メールチェックは止める

⑦寝室は暗く静かに

新社会人や人事異動などで新しい環境に身を置き、疲れが出始める5月に多く見られる「五月病」。 

その症状と予防・対処法を知って、体も心も健やかな毎日を過ごしましょう。 

あなたは大丈夫？！ 

五月病対策！ストレスをリセット！ 

□他人と会うのが面倒くさい（ドタキャンを繰り返す）

□ネガティブに考えてクヨクヨ悩み続ける

□睡眠丌足が続いている

□服装に気を使うのが面倒になり、そのまま出かける

ことが多い

□通勤通学をする前後最中に体調が悪くなる

□好きだった趣味をやるのも億劫だ

□朝になると行きたくなくなり、遅刻や欠席が増える

□「おはよう」「ありがとう」など、前から使っていた

  言葉を言い忘れる 

□仕事のミスが増え、効率が落ちた

□いつも読んでいる雑誌やテレビ番組を見たくなくなった

５月病チェック 

４～６個当てはまる方は、軽い抑うつ傾向が見られます。
７個以上当てはまる方は要注意！５月病にかかっている
可能性が高いです！３ヶ月以上続くようなら病院への受診を
勧めます。 

ゆっくりとお風呂に入る事でストレス解消につなげる事ができます。また、単にお風呂に入るのではなく、

バスオイルや入浴剤などを使用してみましょう！みかんやゆずをお風呂に入れるのもオススメ！

成分と香りが心身ともにリラックスさせてくれます。お風呂に入るときには、半身浴で長めに

入るといいでしょう。そのため、温度は38～40度位で、みぞおち位までお湯につかる位で良いです。 

疲れやストレスが温和され、ぐっすりと眠る事ができますので、ストレスを解消するには

最適とも言えるでしょう。 

 
お風呂でリラックス 

女性にオススメなのはコレ！

『シューズラップラペル』

靴を履いたまま上から履けるレインシューズです！ウェット
スーツ等に使われている素材でできているので、伸縮性があり、 
靴にフィットします！後ろにファスナーが 
付いているので、履きやすく 
折り畳みができ、コンパクトに 
収納できるのもポイント！！ 
コレをカバンに一つ 
入れておけば、 
突然の雨から足元を 
守れます！ 

男性にオススメなのはコレ！

ビジネスマンのためのレインブーツです！スーツに合うレイン
ブーツならこちらがおすすめ！女性のレインブーツは種類も
沢山ありますが、男性用あまり 
見かけないのではないでしょうか？ 
見た目もゴムっぽくないので、 
スーツに合わせて履くことができ、 
サイドゴアなので着脱も楽ちんです！ 
ウィングチップが施されたタイプは
普段使いもできそうです！ 

『メンズレインブーツ』

お子様にオススメなのはコレ！ 

『フルトンの高級ビニール傘』

イギリスのレイングッズメーカー“フルトン”のビニール傘
です！深いアーチ型で丸みのあるデザインが特徴で、大雨でも
肩周りが濡れにくいので大事な 
バッグ等も雨から守ることができ 
使い勝手も抜群です！何と言っても
見た目が可愛らしいので、雨の日も
お洒落に楽しく過ごしたい方に 
おススメです！ 

『アンダーブレラ』

『ランドセルが背負えるレインコート』 『窓あきの傘』 

梅雨の時期の小学生のキッズにオススメなのがこちら！ 
ランドセルを背負ったまま着れるレインコートです！ 
ランドセルの上から着るタイプ
なので、中に入っている教科書や
ノートが濡れなくてすみます！ 
ポンチョ型ではないので両手に
自由がきくのも、小さなお子様
にとっては安心です！ 

お子様の安全性を考慮するなら一部が透明になった 
“窓あき”の傘がオススメです！これならお子様の視界が
遮られることなく安心です！また、傘をさしている本人
だけでなく、まわりの大人からも、その子どもの様子が
よく分かります！ 
ドライバーにも気づいて 
もらいやすいように、 
カラフルで派手な傘を 
選びましょう！ 

今年も梅雨が到来・・。毎日の雨にうんざりしてしまいますよね？そこで、今回は最新のレイングッズを

ご紹介！イヤ～な雨の日も、コレさえあれば楽しく過ごせるハズ？！憂鬱な梅雨を楽しく乗り切りましょう！！ 

～雨の日も楽しく！～

最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！   

Un Sourire Homme サイドゴアブーツ 
¥3,980（税込） 

ズボンの裾専用カバーです！雨の日にスーツの裾が濡れて
嫌な思いをされている方は多いのでは？？そんな方には、
こちらがオススメです！ズボンの上から膝下に巻き付ける
だけで解決できちゃいます！ 
しわになりにくく、 
スーツ着用時にも安心して
使用できます。片手で 
簡単に取り外しができ、 
コンパクトになるのも 
魅力的です！ 

ヒラノ産業株式会社 
¥3,564（税込） 

コジット 
¥3,024（税込） 

株式会社フルトンジャパン
¥5,400（税込）～ 

ＫＩＤＳ ＦＯＲＥＴ
¥1,620  （税込）～ 

ポリエステルレインコート
¥1,058 （税込）～ 



ストレス解消に効果のある食べ物 

ビタミンＢ１ ビタミンＣ カルシウム マグネシウム 

ビタミンB1が丌足すると
エネルギーが丌足して疲れ
やすくなったりイライラしたり
します。豚肉・ウナギ・タラコ・
イクラ・大豆・カシューナッツ・
玄米・全粒粉などにビタミン
B1は豊富に含まれています。

ストレスを感じるとビタミンC
は失われてきます。一度に
多く摂取しても体内に蓄積
されないので、毎日欠かさず
摂ることがポイントです。
野菜なら赤や黄色のピーマン・
ブロッコリー、果物ならイチゴや
レモンが豊富です。 

カルシウムが丌足すると神経が
興奮してイライラする原因に
なります。カルシウムが多い
食品には、乳製品・小魚・
モロヘイヤ・小松菜・切り
干し大根などがあります。 

マグネシウムには神経を鎮静化
する作用が元々あるので、
マグネシウムを含む食品を
積極的に摂りましょう。 
玄米・そば（乾麺）・乾燥
ワカメ・丸干しイワシなどが
あります。 

栄養丌足からくる肉体的なストレスもあります。ストレス解消に効果のある
食べ物を積極的に摂るようにしましょう。 

色々と悩ましい事があるときには、なかなか寝付けないものですが、

睡眠を十分にとることが五月病予防の鍵です！うつ病や5月病は

心の病気ではなく、脳内の伝達物質の問題です。つまり、脳に

充分な休息を不えることが大切！睡眠丌足は脳だけでなく、身体や

こころの免疫力の低下を引き起こしますので、いつもにない 

落ち込みや、頭痛・肩こりといった体調丌良にもつながります。

睡眠を充分にとり、脳と体にたっぷりと休息を不えましょう。 

五月病予防には睡眠が鍵！ 

～質の良い睡眠をとるコツ～

①起床時刻はなるべく一定に 

②目覚めたら太陽の光を浴びる 

③朝ご飯を食べる 

④アルコールやカフェイン、食事は眠る3時間前までに 

⑤眠る1時間前にお風呂に入る 

⑥就寝前のパソコンやテレビ、メールチェックは止める 

⑦寝室は暗く静かに 

新社会人や人事異動などで新しい環境に身を置き、疲れが出始める5月に多く見られる「五月病」。

その症状と予防・対処法を知って、体も心も健やかな毎日を過ごしましょう。 

あなたは大丈夫？！

五月病対策！ストレスをリセット！ 

□他人と会うのが面倒くさい（ドタキャンを繰り返す） 

□ネガティブに考えてクヨクヨ悩み続ける

□睡眠丌足が続いている

□服装に気を使うのが面倒になり、そのまま出かける

ことが多い

□通勤通学をする前後最中に体調が悪くなる

□好きだった趣味をやるのも億劫だ

□朝になると行きたくなくなり、遅刻や欠席が増える

□「おはよう」「ありがとう」など、前から使っていた  

言葉を言い忘れる

□仕事のミスが増え、効率が落ちた

□いつも読んでいる雑誌やテレビ番組を見たくなくなった

５月病チェック

４～６個当てはまる方は、軽い抑うつ傾向が見られます。
７個以上当てはまる方は要注意！５月病にかかっている
可能性が高いです！３ヶ月以上続くようなら病院への受診を
勧めます。 

ゆっくりとお風呂に入る事でストレス解消につなげる事ができます。また、単にお風呂に入るのではなく、

バスオイルや入浴剤などを使用してみましょう！みかんやゆずをお風呂に入れるのもオススメ！

成分と香りが心身ともにリラックスさせてくれます。お風呂に入るときには、半身浴で長めに

入るといいでしょう。そのため、温度は38～40度位で、みぞおち位までお湯につかる位で良いです。

疲れやストレスが温和され、ぐっすりと眠る事ができますので、ストレスを解消するには

最適とも言えるでしょう。 

お風呂でリラックス

女性にオススメなのはコレ！ 

『シューズラップラペル』 

靴を履いたまま上から履けるレインシューズです！ウェット
スーツ等に使われている素材でできているので、伸縮性があり、 
靴にフィットします！後ろにファスナーが 
付いているので、履きやすく 
折り畳みができ、コンパクトに 
収納できるのもポイント！！ 
コレをカバンに一つ 
入れておけば、 
突然の雨から足元を 
守れます！ 

男性にオススメなのはコレ！ 

ビジネスマンのためのレインブーツです！スーツに合うレイン
ブーツならこちらがおすすめ！女性のレインブーツは種類も
沢山ありますが、男性用あまり 
見かけないのではないでしょうか？ 
見た目もゴムっぽくないので、 
スーツに合わせて履くことができ、
サイドゴアなので着脱も楽ちんです！
ウィングチップが施されたタイプは
普段使いもできそうです！

『メンズレインブーツ』 

お子様にオススメなのはコレ！ 

『フルトンの高級ビニール傘』 

イギリスのレイングッズメーカー“フルトン”のビニール傘
です！深いアーチ型で丸みのあるデザインが特徴で、大雨でも
肩周りが濡れにくいので大事な
バッグ等も雨から守ることができ
使い勝手も抜群です！何と言っても
見た目が可愛らしいので、雨の日も
お洒落に楽しく過ごしたい方に
おススメです！

『アンダーブレラ』 

『ランドセルが背負えるレインコート』 『窓あきの傘』 

 梅雨の時期の小学生のキッズにオススメなのがこちら！ 
ランドセルを背負ったまま着れるレインコートです！
ランドセルの上から着るタイプ
なので、中に入っている教科書や
ノートが濡れなくてすみます！
ポンチョ型ではないので両手に
自由がきくのも、小さなお子様
にとっては安心です！

お子様の安全性を考慮するなら一部が透明になった 
“窓あき”の傘がオススメです！これならお子様の視界が
遮られることなく安心です！また、傘をさしている本人
だけでなく、まわりの大人からも、その子どもの様子が
よく分かります！ 
ドライバーにも気づいて 
もらいやすいように、 
カラフルで派手な傘を
選びましょう！

今年も梅雨が到来・・。毎日の雨にうんざりしてしまいますよね？そこで、今回は最新のレイングッズを

ご紹介！イヤ～な雨の日も、コレさえあれば楽しく過ごせるハズ？！憂鬱な梅雨を楽しく乗り切りましょう！！ 

～雨の日も楽しく！～ 

最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！   

Un Sourire Homme サイドゴアブーツ 
¥3,980（税込）

ズボンの裾専用カバーです！雨の日にスーツの裾が濡れて
嫌な思いをされている方は多いのでは？？そんな方には、
こちらがオススメです！ズボンの上から膝下に巻き付ける
だけで解決できちゃいます！ 
しわになりにくく、 
スーツ着用時にも安心して 
使用できます。片手で 
簡単に取り外しができ、 
コンパクトになるのも
魅力的です！

ヒラノ産業株式会社
¥3,564（税込）

コジット
¥3,024（税込）

株式会社フルトンジャパン 
¥5,400（税込）～

ＫＩＤＳ ＦＯＲＥＴ 
¥1,620  （税込）～

ポリエステルレインコート 
¥1,058 （税込）～



大和市 Ｋ様 

当時住んでいたマンションよりも安い所に引越しを

したいと思っていたところ、自宅のマンションに 

チラシが投函されており、ウイングさんのオープン

ルームへ行ってみることに。

営業の古谷さんには、「すまい給付金」や 

「住宅ローン減税」を分かりやすく説明して 

頂いたので、安心して購入することができました。 

以前住んでいた所よりも広く、綺麗なのでとても

気に入っています。 

マンションをご購入頂いたお客様からメッセージを頂きました！ウイングスタッフ一同、これからもお客様に喜ばれる

サービスを提供致します。またご協力頂いたＫ様ありがとうございました！ 

事業部２課 

古西 慎の場合 
ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

○月×日

ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港巡りに行ってきました。
ちょうど護衛艦「いずも」の就役日だった
もんで入港時間に合わせてクルーズ船に
乗ってみましたよ・・・あれ？完全に私の
趣味ですね。マニアックですね。 
娘は船に乗れて喜んでた 
ので問題ないはずです。 
ちなみにＹＯＫＯＳＵＫＡ 
軍港巡りは日本で唯一 
軍港内を海上から見られる 
クルーズ。オススメです！ 

○月×日

南葉山にある実家に行っていました。近くの海岸で娘はエンドレスでシャボン玉。
私は運転なので飲む訳にもいかず娘のお相手。それにしても海はイイですよね。
特に実家近くの海は最高です！日本一なんです！ 

娘と鎌倉デート。江ノ電乗って、オシャレなＣａｆｅで昼食
済ませて、大仏行って・・・えらくベタなコースですけど、
チビ相手だとこの位がちょうどいい感じ。ちなみに鎌倉に
行った際はいつも『カフェ坂の下』に
行きます。ドラマでも使われていて結構
有名なお店。雰囲気いいですし、
美味しいですしオススメ！

事業部の古西です。もうすぐ５才の娘がいるもので、休みの日は基本的に娘とお出かけです。 

○月×日

★営業部 古谷のオススメ★

『アメリカンハッスル』 『ＩＮＴＯ ＴＨＥ ＷＩＬＤ』

『スクール★ウォーズ』

詐欺師アーヴィン（クリスチャン・ベイル）と、その相棒で愛人の

シドニー（エイミー・アダムス）。彼らはFBI捜査官リッチー

（ブラッドリー・クーパー）に逮捕されるが、無罪放免を条件に

おとり捜査への協力を持ち掛けられる。それは、架空のアラブ人

富豪をダシに、カジノ利権に群がる政治家やマフィアを一網打尽に

するというもの。アーヴィンとシドニーは、標的のカーマイン市長

（ジェレミー・レナー）に近づくが、二人の仲を嫉妬する

アーヴィンの妻ロザリン（ジェニファー・ローレンス）が 

おとり捜査の邪魔をする。 

大学を優秀な成績で卒業したクリス（エミール・ハーシュ）は

車や財布を捨て、自由を手に入れるための放浪の旅に出る。

労働とヒッチハイクを繰り返し、アメリカからアラスカへと

北上。アラスカ山脈の人気のない荒野へと分け入り、捨てられた

バスの車体を拠点にそこでの生活をはじめる。前途有望な未来を

捨て自由を選択したすえに悲惨な最期を遂げる若者を演じる

のは『ロード・オブ・ドッグタウン』のエミール・ハーシュ。

青年が足を踏み入れていく、美しくも厳しいアメリカの大自然の

映像も圧巻。 

★管理部 籠谷のオススメ★

この物語はある学園の荒廃に戦いを挑んだ熱血教師たちの記録で

ある。高校ラグビー界において全く無名の弱体チームが、荒廃の中

から健全な精神を培い、わずか数年で全国優勝を成し遂げた

奇跡を通じて、その原動力となった信頼と愛をあますところなく

ドラマ化したものであり、実話を元にした感動の物語である。

白井のオススメ★ 

★（株）クレイドル 

ウイングの映画好きスタッフが選んだ

“絶対に見て欲しい名作映画 ４タイトル!” 
人混みは苦手・・。ＧＷはのんびりしたい！という方！お家でＤＶＤを観て疲れを癒してみてはいかがでしょうか？ 

今回は、映画好きなスタッフがオススメする４作品をご紹介！「何みようかな～？」と迷われている方！是非参考にしてみて下さいね！！ 

一風変わった奇人たちを仲間内の集まりに招いては、彼らを

ひそかに笑いものにして楽しむ“奇人たちの晩餐会”。そんな

いかにも悪趣味な会を開いているブルジョワの主人公は、ある日 

マッチ棒の工作が趣味という税務局勤めのピニョンという小男を

見つける。これぞ奇人中の奇人という小男を酒のさかなにして

楽しもうとするのだが、逆にこれまでたまっていたツケが

すっかり自分に回ってきて…というエスプリの効いた話術が

楽しい教訓劇。 

『奇人たちの晩餐会』 

★事業部 宮崎のオススメ★

！ 



みんなが大好きなカレーの魅力が詰まったイベントです！全国の「ご当地カレー」や
お好みで４種類の「よこすか海軍カレー」が選べるカレーバイキングなど、
内容盛りだくさん！野外ステージでのパフォーマンスのほか、来場者が参加
できる○×クイズ大会も開催！！ 

開催日時：２０１５年５月９日～５月１０日 
開催時間：９：００～１６：００ ※荒天中止 
開催場所：三笠公園 （横須賀市稲岡町８２）
アクセス：京浜急行「横須賀中央駅」からバス「三笠公園入口」

バス停下車徒歩１分 

お問い合わせ：℡０４６－８２２－８３０１
（横須賀観光インフォメーション） 

よこすかカレーフェスティバル２０１５ 
大人気のカレーバイキングは必見！

うどん日本一決定戦 Ｕ-１GRAND PRIX うどん祭り２０１５ 

日本一のうどんを決めるうどんの一大イベント！ 審査員と来場者の投票で決まる参加型のグランプリで、
昨年は４日間で１３万人以上が訪れた人気の催しです。そんな人気のイベント・東京の陣がＧＷ期間に 
開催されます！全国から集められた逸品を一気に味わえる 
うどん好きにはたまらないイベントです！ 

開催日時：２０１５年５月２日～５月６日 
開催時間：１０：００～２０：００ 
開催場所：東京有明 イーストプロムナード 石と光の広場 
アクセス：りんかい線「国際展示場駅」徒歩３分

ゆりかもめ「有明駅」徒歩５分 

お問い合わせ：℡０３－５８２５－４７３０
（一般社団法人 U-1グランプリ実行委員会）

国際観光 食文化博２０１５ 世界のグルメ名酒博 

ＧＷの予定はお決まりですか？遠くへ出かけたり、旅行へ行くのもいいですが、ＧＷ期間中は美味しい料理が集まる入場無料の「食」イベントが沢山
開かれるのはご存知でしょうか？ということで、今回は近場で開かれる「食」イベントをご紹介★★

ＧＷは『食』イベントへ行こう！

世界中の料理とお酒を一度に楽しめるグルメイベント！飲食ブースに加え、各国の民族音楽や舞踊を堪能できる

特設ステージも登場！初夏の東京スカイツリーを眺めながら、昼間から世界のビールで喉を潤す。そんな１日は

いかがでしょう？本場の味付けをそのまま再現しているので、

『食』から世界の文化を体感できます！ 

開催日時：２０１５年４月２４日～５月１０日 
開催時間：１１：００～２１：００（最終日２０：００まで） 
開催場所：東京スカイツリータウン４Fスカイアリーナ
アクセス：東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」 

京成押上線・都営浅草線・東京メトロ半蔵門線
「押上（スカイツリー前）」 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

６月１５日（月） 



株式会社ウイングコーポレーション 

横浜市神奈川区鶴屋町２－１２－１鶴屋町第２ビル５Ｆ 

〒２２１－０８３５ 

ＴＥＬ ０４５－３２１－３８７０ 

ＦＡＸ ０４５－３１３－５４７４ 

 URL    http://www.w-ing.net/ 

 mail    info@w-ing.net 

      Twitter    https://twitter.com/wing_yokohama 

   Facebook  http://www.facebook.com/wing.yokohama 

Wing
暮らしを豊かにする情報マガジン 

●ＧＷは『食』イベントへ行こう！ 

●ウイングの映画好きスタッフが選んだ“絶対に見て欲しい名作映画４タイトル” 

●あなたは大丈夫？！５月病対策！ストレスをリセット！

●～雨の日も楽しく！～最新レイングッズで憂鬱な梅雨を乗り切ろう！ 

●STAFF’S DIARY 

●Customer’s Voice

●QUIZE

121212   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 




