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編巣胴災世上傭長永
蝿鯉委艮藤井;f』妄僻村祥生荒 小 原 弘 葵荒井祐固

さわらびを支えて頂いた方々一一j第言語，

蕊鰯雛識議瀧擬獅繍
､IIL瀬川弥一様商船を'|紗11.1膿噸するどころか人が通れるように商品を片i,ｌ

けるのが淵一杯でした。

愈庫は2階建てでしたが狭く､その一角に社長は寝起きさ

第E儲々
~■1

１１/{和63年の夏､荊津市のあるスーパーのイベントがあり､それて刺から夜遅くまで活動されていました｡溝巣は勿論､商貼

れに参加したのが｢さわらび｣での初Ⅱ:瓶でした｡家族巡れの企I11Iiそして経理､人1Ｆから総務までどうすればこの槻に一

で賑わうその会j州に｢ごＩW労椛です｣との〕断をかけられハツと人で出来るのか驚くばかりでした。

して振り向いたら社長と2人のご子息でした｡社長は2人を紹ある災の勝い｢1,今は亡きおばあさん(社長の母堆)が｢お

介され｢兄の方が商校を卒業してｱﾒﾘｶの大学に行くので、社にｿー ﾒﾝを作るから食べて下さいよ｣と言われ御馳走にな

身のＩＩ１Ｉりの物を見に来ました｣と明るい幸せな､だが・妹の不りました｡汗まみれで1喉もｶﾗｶﾗで冷たいソーメンの．)訓弛か

安もあったでしょうが､雌しい母の姿の社長を昨'1のことの嫌ったことは嘱節になると必ず思い出されます｡そしてどんなに

に思いだします。併しくても沌哲『1.一つ1.1.わずに瀬張ってこられた社｣“)お,Ｉｌ１Ｉ

ＩＩ州162年に定年を迎えて故郷にﾘ'1}り､サラリーマンから解しをしてドさいました。

放されてｎＩｌｌ人を楽しもうと喜んでいたのに1年もたたないういつの|}1にか｢さわらび｣の仕事に慣れてきたある、､祉災

ちに､これといった趣味もない自分は､世間から取り残されてに｢上地を兄に行くから申に乗って下さい｣と言われ2ヶ所だ

↑j:く不安にかられました｡そんなときにご縁あって｢さわらび’ったか兄に行きました｡そして2ヶ所目が今の本社でした｡その

を紹介され､今１１まで年月の過ぎるのは11ｌいもので20年余り、'１時は道路から外れて小商い場所で湿った州と竹やぶで、

が過ぎました。私には今のような本社を想像出来ませんでした｡先兇性･lUl

「flリlという時|ﾊl､また思い出は夜汽車の旅に似ている。断MII決・火行ﾉjと敬服するばかりです。

闇が深いほど､llIあいに一つ､また一つと流れ行く灯火の色雌後になりましたが先般は私の為に送別の会を開いてい

が忘れられない｣と何方かの文書で読んだことを思い出しまただき､師難う御座いました。

した｡私にも20年の歳月は沢山の忘れられない思い出をj７．お'11話になった感謝の気持ちは決して忘れません。

えてくれました。思い出はつ営ませんが締まりのない文WtでI|'し訳ありません。

観光物厳の堆界の知,職のない私は､観光地のお店にお上 緋附しい柳雨の時期です｡どうぞ健康に淵通されて祉貝とせ

'准品を巡ぶ商,ﾉぐらいに簡単に考えていたところ､驚いたのどもｲＨｆ々 のご発展をお祈りいたします。

は商品が多I1iMIIiであり､そして祉提はお客様がどうしたら満足時々 は公社に寄らせていただきたいと思います。
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jTI､瀬川さんへ-20年間さわらぴを支えて繭きありがとうございます

霧
~

私はいつも､伯父さん伯父さんと､刷

ったときは助けてもらいながら､今日まで

やってこられました。

なつかしい当時の思い出が走馬燈

のようにかけめぐり､涙が出そうになりま

した。

私はもちろん､さわらびの社只はい

つも､これからも､ず一と早瀬川さんの

r･供ですから…､いつまでもお元気で､何lIIlありがとうと’i･･う

て良いかわかりません｡今でも支えて頂いています。

【社訓その2】

全ての思い出に感謝することから
新しい人生は生まれる



７時18分からのスタートにそなえて､'1社スタッフはI11W15II制５

分現地に集合､受付の準備を急いでいた｡パーティ会場のi没

常については前夜ザ･鹿野''1カントリーさん､スタッフのご脇ﾉＪ

を得て賊IYI300点の飾り|､|.は終えていた｡6時15分スクッフllijl

礼が行われているところへ'二陳社長の｢おはよう､今I1-l1よ

ろしくお願いします｣のJ1f､一瞬緊張が走る…。I:|:雌の挺生I:ｌ

を記念してのこのチャリティゴルフコンペ､成功させなければ。

そう､この一年間準備に準備を頭ねてきたのだから｡上修祉焚

への社員皆の熱い思いであった。

昨年５月20H第１０同ゴルフコンペが館111カントリークラブで荒

天の''1､淵雌された。

そのロは多くの参加者に多くの感助を頂いた11:lでもあった。

まだ盛勤の消えぬその翌F15)121,より第111,11＃l雌の準備は

始まっていた｡開僻地ザ･鹿野111カントリークラブさんとの打ち

合わせ､参加ｒ定者の把握､1年がかりでの約300点の1棚１１

災め､参加肘に弾んで頂く為のｱﾄﾗｸｼｮﾝの洲Ⅷ､当'1の（

一ティの進↑j:方法輔､祉及

方針の｢キメの細かい心

配り」に徹する為の分刻

みのスケジュール表の作

成聯…。

私は脈紹ミーティングを

している我社の祉典の姿

、『

専務取締役

１回さわらび杯ゴルフコンペに学んだことわ第１ 黒弘史石
一
一

を兄て昨年より又成長したなあとの思いが強く胸をよぎった。

何かことあるごとに全員が真剣に参加しその度ごとに大きく成

腿していく､その根底には彼らのもつ｢素11‘':さ｣これがあらゆる

体験を通してI'|分のものにしていく強さの源になっているのだ

ということを今回も又教えられた。

１８時15分無'ＩＦ閉会を迎えた｡参加荷の特さんには笑顔で

お州り頂いたが､ご満足頂けたのかな?毎同心に残ることであ

った。

今岡も多くの方々 にご擬助頂いた､86社におよぶご協賛､ご

多忙にも関わらずブﾚｲへの参加､パーティでのご挨拶とお受

けIjiiいた勝総|ﾙ1発株式会社･'ﾉ１．藤敢彦社長様並びに株式会

社オーシャンベールリゾート館山･内冊勝昭社是様には心より

感謝｡そして葉llr恒夫様主宰の｢とりあえず会｣の皆さんには

1,4朝からのｽﾀー ﾄを快くお受け頂いた｡すばらしい友人に感謝。

又､クラブ池、支配人･和Ⅱ'さん及びｽﾀｯﾌの方々には本当

に行きAIIいた心配り､トラブルもなく無１F閉会できたのも倍さん

のお陰､ありがとうございました。

末文になりましたが参加音の皆様をお見送りする中､私達ス

タッフはいつも勇気づけられます､皆様からの｢来年も参加す

るからね｣のﾉ僻･ﾉlIf･声…。

さあIﾘ川から又｢鋪12Inlさわらび杯チ.1,リティゴルフコンペ」

のWliに入ろう｡私述がもうひとつ成長する為に…。

次回開催平成22年５月１８日（火）館山カントリークラブ

vol,102009年８月１日発行号
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謬鼠灘謹Ｉ
1Ｗ)1;¥猟に腹げていけるブランドと鵬

じております。

しかしながら､まだまだお容様からの認

知を十分に得られず､又新たな販売

ルートの確保も思うように確立してい

ら従来の惣雛物とされるた

づくり､耐i蛮波群にも独特の

l:夫をこらしたもの､又レトル

トバｯｸでおいしく食べられる、

いわしのロールキャベツなど

に渡りますこれらの商砧は、

いわしの折しい価値をｉＩ１ｉＹｆ

千葉県認証ブランド
～いわしファクトリー～

鈴木敏禾［

｢いわしファクトリー｣の立ち上げと供に櫛々 な試行#NI桃や､｣釧｜

に波る準liHi段陪を総てようやく柵l《メッセでの発炎11W縦公を迎

えたのは､今ｲドの2Ill811のIlfでした。

その時の件ﾘｊ業1,11休猟からのlAlい合わせや｣畔ﾘの多さに少な

からず手ごたえを感じました。

その後､弊社のお客様にもご協ﾉJをITIき､各道の駅･商述道路Ｓ

Ａ･ＰＡなど2()数箇所にて発表発光イベントを2112111（ｋ)～2

11221~1(11)に行い､実際の販光へと以降してい匙ました

｢いわしファクトリー｣のｌ１ＷｌＹ１は､ＤＭ;9ﾌ'イテム2()1'nを伽え､かた

くちいわしのハウダーを練りこんで作ったお雌ｆ､せんべい航か 私ども｢いわしファクトリー｣は､そのお客橡

の声、「とてもおいしかった｡次はどこで買

えばいいのかしら?｣というﾉ鮪にこたえるべ

く､販売のルートを更に広げていかなけれ

ばなりませんいまだ4kみの勝しみの真っ

只中ではありますが､弊社としましても微

力ながらこれに全ﾉJをもってあたらなければ、

という思いです

ImulloW

ないのが現状です。

又､j〕,l/I:にＪ１錨|H1も、Ｆ雌.』越榔、Ｆ雌そごう様､松ﾉrlﾉﾄ郷)､l様、

|;l‘111Ｗ;j雌撤､新術小１１１忽嫌(lllnfllil)などのデパート､ダイエー

榔各店舗でのイベント販売などにも破概的に参加しております。

先11も611411～1611までに6ヶ所ものイベントが重なり､まだまだ勝

ｆの知らないフフ･クトリーメンバーが占往ﾉ,曾往､休Ij返'二で取り

組み､'111とか雌'1#に終え､そしてお客械の'kのｊｌｉにふれ､大変

に参必となった||々となりました．
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201Ｏゆめ半島千葉国体
｢ｵﾌｲ望ヤルサブ言イヤ=｣に趣り

空
手 畠

Ｍ

Ｌ

表
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チーバくんをメインマスコットとするゆめ半島千葉国体もいよいよ来年

の秋には開催されます｡2005年に千葉きらめき総体が開催され弊社も

多少の関わりを持っていそがしく各会場を飛び回った事を思い出します。

今回開催される国体には｢オフィシャルサプライヤー」として物品の

協賛を主に今回の国体を成功させるべく関わっていく事としました。

チーバくんをキャラクターとし､「さわらび｣ならではの視点で､かわい

くて､ユニークで従来にはない新しい商品を作っていこうと考えております。

県民の方々や､他県から参加される選手､応援のみなさんに広く支持

していただけるチーバ＜んグッズを作り､それをみなさんに手にしていた

だく鞭が､201oゆめ半島千葉国体を広く知っていただき､興味を持

っていただく事､そして国体を楽しんでもらう事の一助になるのでは､と

思います。

千葉県の事業者として何としてもこの大会が成功してもらいたい､そ

れには｢オフィシヤルサプライヤー｣として積極的に参加していく事だと

考えております。

そして又､今回も各会場をいそがしく飛び回って活動していければ何

よりうれしい事です。

Ｉ瀧鍾i１11,吉田正弘 藤井浩一脇

｢知っている人も知らない人も」
営業部部長吉田正弘

この度､６月１日に辞令を頂き営業部長になりま

した｡社内報をご覧になられている得意先様､取

引先様､今後とも宜しくお願い致します。
趣味プロレス捌哩特授早食い

家族妻､一男、女
昭和四十四年生水れ三十九弓j′

重みと責任営黄部次長藤洲:浩一
辞令を頂き新しい名刺を手にした時､その重み

と責任を強く感じました。さわらびは６月度より

第50期が始まっています｡世の中は不況･不況と

厳しい時代ですが､今この時間を大切に成果､結

果が出せるよう日々努力していきたいと考えてい

ます。
ｋ

、

ｰ＝=髭麓Ｐ０戸’鯨ﾂ Ｉｊ与甲『

『 Ｆ刃

〆

し

５月１７日､上候社

長のお誕生日です。

社長は､いつも社員

のことを考え､社員

全員の誕生日には、

社長嫌雌逼｜
識ぬ竃iどうご誉いま蔵1１

－－‐ノ

ブルの上にありました｡いらしたお客様の何人かの方々から､高級レスト

ランで食歌をしているみたいでうれしかったとのお言葉｡いつもながら池

用支配人の細かい心遣いにうれしく思いました｡ありがとうございました。
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鹿野山カントリ…に鷲
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５月１９日に鹿野山カントリーで第１１回のゴルフ

コンペを開催させていただきました｡そのときの

パーティーの席上に本日のメニュー表が各テー

(崖野山カント｣－高梨料理長の手作りケーキです）

金木菊枝

仕事の前に…荒井祐司
毎朝､社内･駐車場などの掃除してから１日が始まります。

前職では社内掃除は週１回程度しか行っていませんでした。

最初は大変かな?とも思いましたが､社員全員､気づいた

ところを協力してきれいにする｡毎日欠かさずに続ける。

雪が積もって大変なこともありましたが､きれいな環境

で仕事ができることに感謝し､これからも毎日掃除します。

藤井 浩 一
箭髄…

輪
も

f型

感動しました。
いつもの様に､月一度の遠方への出張での出来事で

す｡岐阜県の｢日本昭和村｣様に訪問させて頂いた時、

鰻華堂売店の大堀よしみさん(写真)･山内富美江さ
んより弊社の封筒の束を預かりました。

｢請求書を頂いた時の封筒をためておいたのでまた
使ってください｣とのことです。

必ず｢プレゼント｣と｢メッセージカード｣を

添えていただいています｡カードには心のこ

もった言葉が書いてあり､いただくたびにあ

りがたく感謝しています。社長と一緒に仕

事ができる事を誇りに思います。

上篠社長の笑顔が大好きです。

、

初めての体験でびっくりしたとともに､とても感動しました｡お二人の心づ

かいとても嬉しかったです。



行っていたときに電話が入った｡４０基くらい天然大理石でベンチ

を作りたいのだが協力してくれる?当然私はＯＫの返事を出した。

もしかして一本つながりかい?と聞いてみた｡そうだれって返事だ

った｡予算は?あまりない．．

そうですか｡一本つながりとは天板のことで､ちょうど座るところが

原石から切り出したときに割れ目が無いことを意味していた。

2人座れるようにかい?そう｡友人とフィリピンのためにやってみる

か…と大理石ベンチに座りながらこのやり取りを決め早速作業を指

示した｡数ヵ月後色々困難はあったものの仕上がってきた｡皆の心

が一つになった作品といえよう。
ノ

チョコの苦味と甘さがいわしの匂

いを消し､コクのある旨みが楽しめま

す｡独自のしっとり感､口に広がるチ

ョコの味､そしてちょっとした苦み。

‘ぜひお楽しみ下さい。

均AWjWu廻ＩＮＥＷ畠］

鴨川にハワイの風が炊く1１

ちなみに千葉県で一番のお勧めは鴨川市金束です｡金束と言えば、

さわらびです。みどりに囲まれたとても良いところです｡もしお近く

に来られることがあれば､是非､お寄りくださいね｡８月１日には800

円になりますので１コーヒーを入れてお待ちしています。

落合頭南葵

凸
竺、

６月7ｐ今年も｢シーフエスタ2009inKamogawa｣が棚川『|f前

脱海岸で開雌されました。

ヤシの木が立ち並ぶ南国ムード満点の海岸線はまさにＲ本

のハワイ展

1'fい索にキラキラ輝く海を1-1の前にし、

今年も大勢の人でにぎわいました｡私

''1身さわらびに入社して二|､１月のシー

雪
鑑
牝

フェスタ｡大好きな地元でこんな活気があって素附しいイベン

トに参加できた堺を嚇しく思います｡何より速〃から米られた

〃､地ﾉ6の〃々 ､皆柵が笑顔でくじらコロッケを美1M《しいといっ

て食べてくれた聯に葛ぴを感じました。

お客様・人一人の笑顔にやり甲斐を感じさせて頂いた思

い出に残るイベントでした。

干 葉においでよ野村祥生

川崎市と千葉県木更津市を結ぶ東京湾アクアラインの休日通行

料1000円にする割引が始まってから3ケ月が過ぎました。

交通量は増加し､これまでアクアラインはほとんど使わなかったが

1000円なら抵抗がないというお客様も多く､海ほたるパーキングエ

リアもにぎわいをみせています。

房総半島も週末になるとたくさんの他県ナンバーの車で溢れて

います。

観光施設によってはETCカードを提示すると入園料やお土産品

の価格など割引くサービスなど始めている場所もあります。

さわらびも師年参加しており､今年

はくじらコロッケやアイスクレープ､いわ

しファクトリーのチョコフイナンシェやひと

くちサブレの販売を行いました。

前1.1からの懇天候も嘘の様な晴天。

ロゼ淵＆

観光客増を狙った景気対策だっ

たが大都市から近場の観光地は

素通りされるなど明暗が分かれて

いるようです。

この様な観光のお客様のニーズ

にあった商品を開発･提案をしてい

きたいと患います。

地産地消商品｢くじらコロッケ」

一年カサたちました。
NewiＩＥ さわらびから

新しい商品が
発売されました

ﾉﾉこ○ 曽根友衛

くじら肉入りコロッケ販売開始より一年が

たちました｡催頭･祝日･土曜･日曜の限定

販売ではありますが､お陰さまで好評です。

現在はﾌﾗｲﾔー での実演販売のみですが、

いずれは販売許可を取得し冷凍販売を検

肘中です｡南房総の名物コロッケに育て上

記

、

琴
雁２

／
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今年はキューピーのキャラクター生

誕100年｡弊社でも新しいキューピー達

が産声をあげました｡千葉県の特産品

に包まれ誕生したキューピー達をよろし

くお願いします。

・房総戦隊みやげんジャーＱピーストラ

ッブ，落花生キューピー八イハイ根付.

びわキューピーハイ八イ根付．びわキューピーボールペン／シャーペン

げ､コロッケの独り立ちが出来ればと考えます｡南房総の名物コロッケ

を目指しがんばろう｡お客様からの｢おいしい｣の声を励みに！

いわしパウダーを生地に練りこん

だ新感覚のお菓子です｡ひとくちサ

イズの食べやすさと､サクサク食感。

フレッシュバターの濃厚な旨みもお

楽しみ頂けます。

、

ひとくちサブレ

上篠長永

チョコフィナンシェ 千葉県密里市日吉台のメイン通

りに大理石で出来たベンチが設置

されています｡市や商店会･商工会

が中心になって40基ものベンチを

設瞳しました。

ちょうど私がフィリピンに出張で


