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さわ5びを支えて頂いた方々く第19話〉

人かう信頼されることの大切さ

わたくしの外見は、ちょっと太めのどこにでもいる「おっ
さんJタイプの銀行員であります。多忙な毎日を猪突猛進

する「前へ」という言葉が好きなスーパー支庖長に憧れて

はおりますが、周囲の印象は違うようです。

このたび「さわらぴニュース」に寄稿させていただくお

話があり、普段は頭の中で考えていることを文章に表せる

機会を与えてくださりました上様社長はじめ社員の方々
に感謝申し上げます。

私はただいま京葉銀行保田支庖に勤務しております。株

式会社さわらび様とは平成29年7月に赴任して以来、 1年
5ヶ月のお付き合いをさせていただいております。銀行員が

綴る文章はとにかくお堅い表現となり読みづらい点が多々

あろうかと思いますが、ご容赦いただきたく存じます。

私は、生まれも育ちも富津市であり大貫駅のほど近くに

住んでおります。昔から町の外観は変わらず、発展という

よりはむしろ後退しているように見受けられる地域です。

が、気候が温暖であり潮の香を運んでくる東京湾の海岸と、

緑が多くきれいな空気を醸成してくれる鹿野山や鋸山な

どの山々のおかげで心豊かな生活ができていると“生まれ
故郷"に感謝しております。

仕事についてお話しますと、保田支庖はJR内房線保田

駅の駅前に位置しており6年前に国道沿いの旧庖舗から

移転閉居したこぢんまりとした支屈です。当行の中では、

かならずしも大型庖とは言えませんが、行員同士の風通し

は良く明るい雰囲気の庖であると思っております。またお

客様も素晴らしい方々ばかりであり、いつも私達に温かい

言葉をかけていただいております。地元の銀行として、こ

のような環境でお仕事をさせていただいていますことを、

この場をお借りして御礼申し上げます。大変ありがとうご
ざいます。

今金融の世界では「顧客本位」とい言葉が掲げられて

おります。ビジネス本から抜粋すると「もっぱら顧客の真

の利益のために、活動すること」とのことです。どの業界

ありがとうございます

株式会社京葉銀行

保田支庖長 岡村 厚 様

においても顧客満足という言葉はあろうかと思いますが、

顧客本位とどう違うのかを考えてみました。一見同じ意味

合いを持つように思いますが、必ずしも全く同じではない

のです。例えば、居酒屋でかなり酔っている人がいて、飲み

足りずに庖主に酒をもっと出すよう注文した場合です。顧

客の満足は酒を飲むことであり、それにより庖の売上も上

がります。しかし真に顧客の健康や帰り道の安全を考える

と「もうそのくらいにしておいたほうがいいよ」という言葉

をかけることが肝要であろうと考えます。この庖主はお客

様の立場に立って、その生活に寄り添って真に需要にかな

っているかを見極められる方であると思います。自分のと

ころばかりが良ければいいということではないのです。時

と場合によっては、お客様に気づきを与えることも大切な

のだと思います。

銀行が預金ばかリでなく国債や投資信託、保険などの商

品を取り扱うようになって久しく時が経ちます。お客様の

資産運用の知識や経験、お持ちのお金の全体的な割合を

考え、その商品を何のために契約するのかつ(将来の年金-

健康を害した時の備え等として)をお客様の立場に立って

接していきたいて・す。

「なぜ仕事をするんですかっ」と尋ねられたら、家族を養

うため・単純にお金を稼ぐため・出世するため等々の理由

があるかと思います。私も確かにその通りであり欲張りな

ことに全部の理由が当てはまります。しかし、そこにもう一

つ仕事を一生懸命に取組む理由として「人(お客様-同僚-
先輩・後輩・友人)に信頼を得るため」という要素が加わり

ました。

思いを巡らせますと、常日頃から上候社長の人に対する

接し方・付き合い方、私に対してお声掛けいただく言葉が、

「人から信頼されることの大切さJを教えてくださりました。

「丸子社長、ありがとうございます。これからもよろしく

お願いいたします。」

岡村支庖長、いつも大変お世話になっておりますことに感謝申

し上げます。今銀行が目指している顧客満足をそのまま絵に描

いたような支庖長だと、私は日頃から感じております。支庖長は

2年から3年以内で異動されますが、とても信頼でき、また相談を

しやすいことに心よりうれしく思っております。これからもよろ
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図o，さわらび杯Jチャリティゴルフコンペ開催
-・・・・ ・・・・・・.. 

-・・・・・ エリアマネージャー野村 祥生

5月15日。朝、目が覚めて「ヨシ!!雨カず降っていない!リ私だけでなく社員一同が

思ったのではないで、しようか? 毎年さわらび杯は、まずは天候との戦いで‘す。記念と

なる第20固さわらび杯は晴天に恵まれました。

館山カントリークラブ様にて312名の参加者により、盛大に行われました。今回は

スタート時にドローンを飛ばし空撮動画撮影を実施致しました。皆様の笑顔と優勝

するぞ!と意気込みを掲げた表情を撮影し、徐々に上空へド‘ローンが飛行し最終的

には風を切るスピードで上昇し、ゴルフ場と周辺の景色や空を映像に映す。壮大な

ι十一!?すrii
ミ経

l:!IiI 園喧霊草

景色や手法に皆様感動しており記念になると喜んで7頁いておりました。 ドローンで記念綴影

またさわらびは多くの女性に参加して頂くゴルフコンペをと積極的に取り組んでおり、第

20回の記念として女性の部の賞品を全員に当たる様にし、例年豪華な景品ですが.景品台

に乗せきれないほどで圧巻でした。されとも一番び、つくりした出来事は表彰の時に起きました。

表彰する前に順位表が手元に届くと同時にホールインワンが出ました!と館山カントリーの

ス夕、yフから言われ、保険に入ってる!?どうする!?と弊社スタyフにも動揺がはしる事態とな

り最終的には皆様の前でホールインワンカf出た事実を発表し事なき得ました。来年はぜひ

保険に入つてのご参加をお願¥，¥します (笑)

お預かりしたチャリティー金は、鴨川市に誕生し

た地域発の女子プロサッカーチームで現在一部昇

女子の部 豪華商品の数々 格を目指して奮闘中のオルカ鴨川IFC様に10万円

寄付させていただきました。チャリティーの主旨にご賛同いただきありが.とうございます。

開催にあたり、今年も多数のご協賛をいただ‘き、ありが‘とうこeざいました。

また、館山カントリークラブ様のスタyフの皆様、準備から協力いただきありがとうご、

ざいます。来年は鹿野山ゴルフ倶楽部様にて5月14日に開催いたします。
オルカ鴨JIIFC辻様(右)に寄付

OPEN 

駅いちかわ
営業企画室 柿還 誠

「道の 駅いちかわ」は、

2018年4月7日にオープンし

た新しい道の駅です。いままでの道の駅とはひとあじ違う、都市

型道の駅というコンセプトで展開しているとのこと。突通情報案

内や木の香りがここちょいお手洗いもある。そして、気になる道

の駅の建物中は、東京でも評価の高いレストラン「アルポンテJ
のカジュアル版。市川で気軽に有名居のイタリアンが楽しめます。

またコーヒー豆自家焔煎のこた.わリカフェ「いちCafeJもあり、

早くも煎りたてのコーヒ一豆を購入するリピーターさんも出てき

ているとか。そして、野菜やお土産が並ぶ「メル力一トいちかわJ。
メル力一トとはイタリア語で「市場」の意味。市川市名産の海苔

や梨などの地元の食材をはじめ千葉県各地から様々な商品が

集まるショップになっています。もちろん、さわらぴ商品も並んで

います。

BayFMのサテライトスタジオ

や様々なイベント、カルチャース

クールが開催されるなど、地元の

方や旅行者、ドライバーさんなど

の休憩に、今後もますます注目の u百 .. ~一一一一 | 

スポ、ソトになりそうな予感です。 111園 田 園 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃圃圃圃園 l 
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• 
営業部長

吉田正弘

2018年4月27日に指定管理者に認定された株式会

社良品計画様のコンセプトに沿って改装され、 「無印

良品みんなみの里JiCafe &Meal MUJIみんなみの

里」 を新たに導入し、「里のMUJIみんなみの里」とし

てオープンしました。

また地域農産物の価値を上げ、農産資源を活用する

ために 「開発工房」を新設し、加工品の研究及び開発、

ブランド化を推進する拠点としても利用できることに

なりました。人とモノ

が行き斐う新しくな

ったこの場所により、

地域が活性化するこ

とと思います。大変

うれしく思います。
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早いもので、Cafeれもんの花をオープンしてもうすぐ1年が経とうとしています。

その問、雑誌や新聞等いろいろなところで、紹介していただき、 100を見て来ました」とい . 

うお客様や遠方からのお客様も来庖されるようになってきました。

お客様からの「おいしかった」との声をいただいて、スタッフ一同とてもうれしく励みにな

っております。また、4月からは新たにランチメニューもはじめ、現在も新しいメニュー作りに

チャレンジ、しておりますD お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。お待ちしております。• 

千葉日報でさわらびとしての

取り組みを紹介されました。

新規・特販部長

藤 井 浩 一

鴨川市のNPO法人鴨川

未来倶楽部の主催する 「鴨

川ふるさとアカデミー」に参

加しました。

これまで、郷土の偉人や福

祉、地域創生、環境、文化な

ど多岐にわたるテーマを取り上げ第18回目となる今回は

「鴨川レモン」を取り上げていただきました。

当日は「鴨川レモン誕生ヒストリー」と題して、水野会長

はじめとする鴨川レモン研究会の皆様と当社、上傑専務が

参加の皆様に鴨川レモン誕生から現在に至るまでの取り

組みや熱い思いが語られました。

ご参加の方からレモンの生産方法、さわらぴの取り組み

など多くの質問をいただき、大変な盛況で会を終えること

ができました。

参加させていただき、取り組みを始めた頃の思いや生産

者の方々との信頼関係、地元へのPR方法など改めて感じ

ることが多くあり、今後の活動に生かしていければ、さらな

る鴨川レモンの誕生 一一一ー

につながるのでは・・-

と感じることができ

ました。
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• 

民亘W事⑬巴A曹習を箇童護屋ゐ
*思2混 ぜど シンガポールにて開催

専務取締役 上保長永

この度、シンガポールにて行わ .ー 一一ー

れましたFOODJAPAN 2018に国面図画

出庖しました。弊社からは、鴨川

産レモンを使ったしおレモンチ、ソプ・

ドレッシングなど計5種類にての

ぞみました。我々の合言葉である、

READY TO EATとは、ちょい足しして、おいしくなるものを創

造することです。ドレ、ソシングなど普段サラダにしか使われな

い用途を打破し、鶏肉やシーフードに至るまでの商品説明と、

どのように作られたかを説明し、生産者の顔が見える安心感

と減農薬である安全を打ち出しました。多くのバイヤーさん

に見ていただき、特にしおレモンチップは、並ぶくらいの盛況

でした。

また、問題点もあり東南アジアに所在する日系食品メーカー

の商品や他国産の類似品などとの競合が見られますが、日本

産は価格面で対抗するのが難しいところです。日本国内流通

規格品が輸出されていることが多く、現地市場向けに口ーカラ

イズされた商品やパ、ソケージが変更された商品は少ないため、

現地の二一ス.にマッチしないことが多くあります。よって、今後

の中間層へのさらなる普及においては競合品に近づけた価

格設定や英文表記による商品説明・調理方法解説の記載、中

身の可視化などの対応が必要です。

消費者感想としては、街で溢れる日本食や日本食品に対し

次のトレンドは何かっという意見が多くみられました。




