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さわらび誕生について

尾争引ｒＦ犀窒皇毎

㈱さわらび代表取締役

ｋ慨マル･ｆ

本年も昨年以ｋに､知勝ちを--.つにして2008年の

スタートを切りました。発':''にあたって、さわらぴ

誕生についてほんの部だけ思い出してみました。

さわらびというﾈＭ'iは父が45年ほど前に大変お

1胴1mになっていた兄の友人の故簡柵索平氏がつけ

てくれた祉:i,iで､当初｢さわらび巧典｣といいました。

早春の陽射しを浴びてこれからぐんぐん'1''びょう

とするわらびという恵味だそうです。

私が代表になった23年前に､｢巧裟｣をなくし㈱さ

わらびにしました,原点は､花と貝を索材にしたも

のだけの商いで､そのM'時はパートさん5fiほどの

個人商店のようなものでしたが、多くのお容榔､沢

山の素晴らしいメーカーさんに忠まれ今日に蕊り

ました｡そしてliiIよりも素附らしいことは皆さんと

の御縁を頂き、･--締に|t』lが緋けられたという小で

す｡私の|':｣|での宝物は祉興の梼さんでもあります．

兄から父へ､父から私にとバトンタッチしてきたこ

のさわらぴは私の生きがいでもありました．一番賎

初のスタートでは兄が沖純より、サンゴを輸入（そ

のときは本-ｋではありませんでした｡）し､近隣ホテ

ルなどに納品しておりました｡私は初めてサンゴを

兇た時は、こんな災しい典っｌＬｌなＩＬｌ然の物体に感動

してしまいました。何でも光れた時代でもあり、輸

入しても､輸入してもがI言'その美しい典っ白なサン

ゴだけで売上は家族とパートさんを賄うことがで

きた良ざ時代でした。

その後､だんだんとテーマバークが下雌県'ﾉﾘにで

きはじめ、お客櫛も,|,iii広くなってきました｡私もI'i'’

早くから夜遅くまで、’''MI1IIも休日も無くがむしゃ

らに働きましたが､今､思うと杵いからできたのだ

と勝え、嘘のようです。

会社のショーケースの中に､父がコレクションを

した大切な貝が沢山所狭しと置いてあります｡300

万円くらいする「オキナワエビス」から、めったに

手に入らない、とっても縁起の良い南洋星:j§(私は

フィリピンを訪れるたびに、この旦に巡りあうごと

に災い求めています｡)から､数百mlのいちごｕまで、

皆､私の原点です｡その中にトタン板をぶつつけた

小さな倉庫の写真があります｡私にとってもそれも

火切な人切な写真なのです｡その写真を兇るごとに

父や母の苦労が1-1に浮かんでくるからです｡それは

まさにさわらびの原点です。

今は率せなことに、世の中に物があふれ返ってい

ます｡売上と利益のみの追求が商売のありかたみた

いな今日この頃ですが、どのような時代になっても

私は､常に原点を火切にしたいと思っています､あ

の当時､兄が沖純から持ってきてくれたサンゴによ

って今があります｡その兇も先日三'''1忌の法要が終

わりました。これから先､どのような時代になっても、

又自分が悩んだり、迷ったりした時、さわらぴの原

点を見つめlI4I:したら、そこに答えがあるような、そ

んな弧がします』
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当時輸入した貝
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翰入されたサンゴたち

創業当時の倉庫



ゴ

ｖｏｌ､72008年２月１日発行号
回、⑪｡。①ｏｏｏａｏｏｏＯ①。｡●｡｡。｡。｡｡●。｡。、。□。｡。。。。｡。。。。。。｡。■｡●｡＠⑪｡｡。｡⑪、⑪｡｡｡⑦｡｡｡⑨、｡＠ゅの、｡、＠Ｇ,@｡｡、⑥ ｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡、｡I

ネグロス島にて 専務取締役石黒弘史

f'iIiiIをよく兄る。ベ|､ナムとI.{,えば､１１１１を想像しま-ﾘー?胤は峡

IlIIiの兄過ぎのせいか、ジャングルの上をヘリコプターが飛び

''１１り川の''1では兵士がライフルを両手で濡れないように高く

掲げ棚断してる瓜紫。我々の飛行機はメコン川を眼下に兇

ながら州峨態桝にはいった。砿々 もililtl州態勢にはいった，

今'111のi；な'|的は、Ｆ作りガラス細Ｉ:の|ﾘ雌を兇ること、

''11111'『を陥惚すること、'ﾘ能性を兇,''１すことであること。ポリス

トーンおよびABS業材のバーツのＭじく品質､可能性、ロット

の確認です。両祉ほぼクリアーしていると確信しました‘残

された|Ｈ１脳も少々 ありますが111能性としては|･分あると判断

します。後は､桝堆ｻｲドとのｲ1ち合わせのｌＩｌで虹なる'１１能

性と新規性を打ち川していくかがキーとなります。いろいろな

N･jlll価値を兇出し､より良い物を作っていきましょう。

雌終回、５回の

裏の攻喋。ここ迄

編Mｺｰﾙド敗け

の危機にあったチ

ームは､‘1点蝦を追

いかけてこの回に

入った。ホームベ

ている、女子選手は泣き叫

び腰を肱かして立てない

選手もいる響私は歓喜の

輪の中にいた淵務と共にガ

ッツポーズで。社長は?野

球を知らない社長は何が

．Ｖ‘壇

灘

１１)12111より桝堆部、IIilIl次災とベトナムへ↑j:きました。

ノ,L本''１１i鞭をお知らせいたします。Ili』い‘'''１、ベトナム社

会i畠義共和1.k１．人'１、約８３１２ﾉj人。ｉ'i､部、ハノイ。公川

語はベトナム語、ｌｔｵ1:では北京柵が多く災椛が全くと!i,って

いいほど皿川しなかった。通１１ｔはドﾝ。lドン().()()75111．’''１

は133ドﾝにlilIiする“しかしながら外Ｉｌｔｊ雌｝が炊く米lIilドルが

ほとんどの｣l》所で使える。’'1からドﾝへのlIIj件は鞭港、メジ

ャーホテル､銀行で可能だがそれをｊＩｌった犯罪が多いためあ

らかじめ米凶ドルを細かくし川患して行ったほうが良い。

さて、前祇きが長くなりましたが戒々 が肋れたのはベトナム

のホーチミンシティー、地似lで!;うなら・僻下のほうである。

1975年までは､サイゴンと呼ばれていたjﾙﾙiである。呪/Iﾐも

サイゴンと呼ぶ人は多い、まちのあちらこちらでｻ･イゴンという

起きたかわかっていなかった、しかし選手の姿に感動、

感1,ﾉ12007年11月１FIフィリピン､ネグロス島サンカルロス

ｼﾃｨ、村川カップ女ｆソフトボール大会に参加､上峰社

艮スポンサーのハイスクール「ドン･カルロス」が奇跡を起

し大きな感助をひえてくれた。その夜の社長詣催の祝賀

会でひとりの女子選手がそっと社長に手渡した､今迄自

分がつけていた準運のﾈｯｸﾚｽを、「サンキュー｣の言葉

一スでのタッチアウトが続き2死満梁。が年いちども勝てな

かった対戦相子だ､又負けかと皆んなが思った，その時

1t瀞舟3をつけたバッターがファーストオーバーのヒシI､、３

走省がホームベースを蹄んだ､背恭)粥は3塁へ、ベンチ

は盛り上がり観客と共に大さわぎ､あと１点、あと１点のコ

ール､私はコーチのところに上り指でlを作り大きく振った、

コーチは､大きくうなずいた。背瀞号lが1.つた、サードゴ

ロ、ノブ琳休すと思った時､サードが後逸､サードランナーが

返り'11点、勝ち越しのランナー1Ilf僻号1は2蝦へ、もう避

手は泣いている､相手選手は浮き足立ち先腿迄の強さは

もうない形勢逆転。背番号5が強振、しかしショートゴロ、

１塁へ投げた､あっ於投…。

ホームベースは歓欝の渦､逆il砿サヨナラ、コーチは州っ

と共に。Ｊjえ続けてきた

ことが、こんな大きな感

動というプレゼントとして

返ってきた。

これからも与え続けら

れるよう社長を応援しよ

うと私は舞った。

ポリストーンエ鴨にて ホーチミン市内にて

１
１

可

⑥｢ベトナム｣はじめました。 常務取締役上候長永ベトナム探訪記
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蝋輪読表彰

がんばった人に｡ガンバル明日にん力

1M砿晒応
:感動ｶー ド表彰･総撫徽６５通

四本人コメント

入社して､早いもので22年が過ぎようとしています。

この22年間営業として業務に携わらせて頂き､営業マンとし

て､また社会人としての教えを頂けたことが今の自分であると

感謝しております｡４B期１２月１日より､営業から管理部門に新

たな道を歩むことになりました｡初心在忘れることの無い様業

務に励み全うしたいと思います｡地域性新商品､高収益商品、

価格肋向､部門の連結等の!|１１報網を拡大し､実践計画書を理解

し各部署の方々が活動しやすい管理体制を築き上げ.厳しい時

代を乗り越えられる体質を目指し頑張ります。

宜しくお震い致します。

』
Ｎ
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さわらびでは、毎日のこと、日々のこと、積み重ねて

いくことを折りにふれて思い返し、明日の糧にしてい

ます｡2007年の社内において表彰を紹介します。

年間最優秀社員賞｡感動カード｡輪読表彰
1年間鼓優秀社興置

されリーダーは「ハイ」と返耶をし前に出ます。

本日の既むページ数を伝え､今日の日付(-)月ｏ日ｃ曜日、

タイトルを脇み上げます｡初めの数行をリーダーが読み「ハ

イ」といって区切ります。そこから暁み手に変わり読み手も

｢ハイ」と積極的に意思表示して続きを読みます。またリー

ダーが「八イ」と区切り次の読み手に交代します。これを繰

り返し､再び最後の数行をリーダーが暁みます。その後リー

ダーから感想が述べられます。そして全員で今日の心がけ

程元気よく唱和します。今日の心がけは毎日変わり職場の

敬譲に宙かれています。これがなかなか奥深い冨葉です。

そんな参加型箔読で多く参加した方に剛られる賞です。

憐業部藤井浩一291口’

'1ｉ業部中尾広次

蕊嘉慧

今年も活躍された方に剛られる年間優秀社員賞､この賞は100％やってあたりまえ当社の目指す120％の貢献･援助に対して与えられます。今年も選考に

対し難航しましたが1名枠の決定をさせていただきました。

⑩受賞コメントやすい環境作りにも大変､気を使って努力したつもりです。ま
「賞は､オリエンタルランド社様に納めたキャラクター商品のた､作業を進める上においてお世話になった前村さん､関口さ

作業が評価されたようでありますが､思いがけない賞を頂き光栄ん他､作業に協力して頂いた方に､紙面をかりて心から感謝申

に思っております｡振り返りますと､この作業においてプライスし上げます。有難うございました。この作業を通して得た教訓

の貼り間違い､数量の間違い等々において留意するとともに、は､今後の作業においても、きっと役立っていくものと信じてい

作業者を大勢お願いしたこともあり､作業場の清掃等､作業します｡Ｉ

管理部主任鬼塚彩
2002年入社。出身地:千葉県鴨川市

好きなスポーツ「スノーポード」

四本人コメント管理部仕蛎凪縦

入社して6年目を迎え､今回｢管理部主任｣という役職を頂き、

最初お話を聞いた時は恐縮と同時にいろいろなプレッシャーを

感じていました｡しかし､今は自分の仕事が認められたんだと束

の間の喜びに浸っています。

これから今の初心を忘れず､仕串に対しスピード感と責任感を

持ち､後鯛の育成にも力を注いでいきたいと考えています。

そして､周りに必要とされる人になりたいと思います｡肩抑き

に恥じないように益々頑張っていきますので､これからも宜しく

お願い致します。

管理部取締役部長曽根友衛
１９B6年入社。出身地:福島県

好きな言葉「初心忘るべからず」

日々生活している中で感動を与えたり感動する撒会は少ないことと思います｡そんな方は

ちょっと周りを見渡してみませんか?いろいろなことに気付きませんか?そんな気付きの中

から感動を生みだし見出します｡ちょっとした感動から大感動､いろいろありますがすべて個

人の受ける感動を形に残しましょう｡そんな感動カードです｡今回も感動した方､感動され

た方に賞が与えられます。

②感動を与えた人祷哩部鬼塚彩１４)画
｢鬼塚さんへ」

お盆の南房パラダイスのヘルプありがとうございました｡手際のいい動き配

慮とても助かりました｡

朝礼の中で唯一自主参加型の輪跳。

臓場の教養(倫理研究所発行)をも

とにし､毎日轄読リーダーのもと行

われます。

朝礼進行より声高らかに「職場の教

護賭厩、リーダーニー○さん」と指名

力わらびの騨

９月１４日青山美佐子

⑳感励を与えられた人営業部商梨兇ｉｉｌ９〕、
｢上峰社長へ」
10月の研修旅行に行かせて頂きありがとうございまし

た｡良い勉強をさせて頂きました。

１０月21日高梨晃司

さ



あり､私にとって一生心に残る－日となりました｡ちなみに主人は休

暇村館山に勤務しています｡まだまだ､未熟な2人ですが､頑張って

いきたいと思いますaこれからも､どうぞよろしくお願いします。

、。g瓜ＭｑＲＡＢＩＩＨＥＷ圏
vol､７２，８年２月１日発行号
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社内ニュース

れた桜スポットとして市原市

のキッズダム(旧干葉県こど

もの国)がお勧めです。

この春､房総のさまざまな花

たちに触れ合ってみてはいか

がでしょうか？

、格

早春の房総を人気列車が走る

この春､南房総には様々 な｢春ならでは｣の列車が走ります｡

｢快速リゾート南房総８１号｣が木更津から南浦･館山へと走り

ます｡そのほかにも、「快速リゾート1号｣は館山を出発し勝浦

へ､２号は勝浦から館山へ｡この便は２月29日(金)のみの運行。

春の花畑へのお客様を運ぶ｢花列車｣といえそうです．（全席

指定席です）

結婚しました！
本間妙子

南房パラダイス所属

出身地:千葉県館山市

この度､１１月25日に皆様の祝福を受

けて､結婚式を挙げることができました。

天候にも恵まれ､新郎からのサプライズも

二
基

鰯
１１月23日に社長の友人であり､㈱房総間

１ 発様で働いている葉山恒夫さん､そして鹿野山カントリー

倶楽部様で働いている多恵子さんの結婚パーティーが行

われました。

会場は鹿野山カントリー倶楽部で､パーティーには１８０

名近くの方がおいでになり､お二人のご交友の広さを感じ

るとともに㈱マザー牧場様の温かい社風を知ることが出

来ました。

ゴルフ好きのお二人ならではのゴルフコースを使った式

からはじまり､花火を使った感動的な演出に驚かされました。

パーティー会場では㈱マザー牧場の前田社長様の素哨ら

しい挨拶からはじまり､数多くの方のお祝いの言葉や記念

品の贈呈があり､当社からもお二人の写真付きオリジナル

ワインをプレゼントさせて頂きました。

最初は緊張されていたお二人も､催しやイベントに終始

笑顔｡温かな雰囲気のパーティーでした。

当社社内でよく｢人に与え続ければ必ず自分に返ってくる」

という事が話されますが､改めて感じた式でした｡これか

らもお二人の幸せを願い続けたいと思います。

＃

i綱パザｰを開催しました

い賊謹の装いに。

道の駅｡おおつの里(花倶楽部)では､５月上旬まで八ウスの中

で､金魚草やキンセンカ･ストックなどの花が咲き､花摘みがで

きます｡さらに館山ファミリーパークでは､１月から３月にかけ

てポピーフェスティバル開催中｡一面のポピー畑がお客様をお

迎えしています。

お隣の南房パラダイスの売店(直営店)では､花をモチーフに

した商品を数多く揃えています｡花のシーズンに向けて､さま

ざまな商品を取り揃え､売店の衣替えをしました。

そして千葉県には有名なお花見スポットが多くありますが､隠

普段では高めの価格でも､バザー価格というこ

とで多くのお客様から｢安い!｣という声がありま

した｡そして､バザー収益金の一部は特に遅れ

ているといわれる聴覚障害者の支援にと､安房

郡市聴覚障害者協会様に10万円寄付させて

いただきました。

毎年､ポスターを貼り出していただいたり､周

りの方に声をかけて来ていただいた方々ありが

とうございました｡これからも宜しくお願い致しますの

吉田次長

第２子誕生誕生しました！

2007年１０月30日に､第２子が誕生しました｡性

別は､女の子で名前は彩葉(いろは)に決めました。

長男同様変わった名前がいいと思っており､苗

字が角ばっているので､名前は斜めのバランスが良いと本に書かれ

ていました。由来は､私の妻が埼玉県出身で､埼玉は｢彩の国｣と

言われていますので､そこから｢彩｣そして私が千葉県出身なので、

そこから一文字｢葉|を抜き、「彩葉|にしました。

南房総の春は､色鮮やかに花が咲き､イベントもりだくさん。

マザー牧場では､１月中旬から４月中旬頃まで菜の花やポピー

が咲きます。１月中旬は､菜の花､２月中頃になるとポピーの花

摘みができます｡菜の花はなんと､３００万本が咲き乱れ､黄色

〆

１１月23日(金)本社ショールームにてさわら

びバザーを開催しました｡日頃､お世話になって

いる地元の方々に何とか還元したい､という思

いから始まり､今回で5回目となりました。

当日は寒い中､開場30分前からたくさんの人々

に来ていただき､開場した時にはなかなか身動

きがとれない状態にまでなりました。

今年のメインは色鮮やかなクリスマス商品。

房総の春｡花満開Ｉ

、


