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突然のモノマネ大会開催。

勁草を目指して

拝啓 盛夏の候、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平

素は格別なお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます

さて、今年のステイホーム期間は自宅にある小さな庭の草むしりをよ

く行い、たくさんの雑草と出会いました。他より立派に育っている草、

小さいのに大きな根を張っている草、ほとんど土がない場所に生えてい

疾風に勁草を知る （しっぷうに けいそうを しる）

る草など、たくさんの逞しい草に触れ、次の故事を思い出しました。

正面玄関のストレチア

懐かしの
ベスト保険設計オフィス
５ 絶景 極楽鳥花

初めて花を咲かせました。

鮮やかな鳥のよう。こんなに

沢山ありがとう。

草むしり、植木の剪定、机の

環境整備もしよう！

中の整理、動いた後は、ハー

ゲンダッツの高級アイス食べ

たいわいね。

７

敬具

奇跡の１枚か～！！

女性陣からは「おっ、いい感

じ！」連写何枚撮った（笑）

2009 年

６
年 4 か月弊社の担当をして頂

この「疾風」とは速く激しい風、また「勁草」は強い草を指し、普段

スーツも細身にチェーンジ。

４
東京海上を定年退職された、

通りの穏やかな風が吹いている時は分からないが、強風が吹いて、はじ

めて強い草と弱い草の違いが分かるという喩え。この「疾風」を我々が

遭遇しているコロナという困難や試練、そして「勁草」を人や会社に置

き換えると身が引き締まる思いがします。

先が見えない厳しい状況下で、変わらぬ自分でいられるか。たとえ事

態が最悪でも最善のシナリオが必ずあると信じ、コロナだから何もでき

ないではなく、コロナ故にできる次の一歩を皆様と一緒に探し、未来を

見つめ、そして踏み出したいと思います。

末筆ですが、コロナや豪雨災害等の影響を受けている多くの方々に、

６ コロナだから

心よりお見舞いを申し上げると共に、今はただ皆様のご健康をお祈り申

ジに上田が挑戦！公約通りに

し上げます。

力強く一歩を踏み出すイメー

上田 喜之

ヨシユキ・キューブ獲得やじ。

代表取締役

７ 次の一歩

４
全員で夢を語りあおう。勿論

４
５
６
４ 新たな人生の始まりに

１
２
1
戦略会議
コロナだから○○しよう！

悩みも生まれる。笑顔溢れる

清幸らしい会議が実現。これ

からも挑戦は続きます。

2 わいわい ZOOM ランチ

わいわいランチが進化した。

（なんと同じ部屋なのよ・・）

さあ「やってみよう。
」

今年も皆さまのお陰で年間優
３ 全国コンベンションＶ８

績表彰制度基準を達成する事

ができました。改めて感謝・

御礼申し上げます。

太田千佳さん。2009 年から 1

きました。いつも笑顔の太田

さんから学ぶことは多く、本

当にお世話になりました。

清幸くんの

和風中華

女将

招龍亭

澤田 文代さん

■

6 月 1 日営業再開
こんなに待ち望み迎えた日はなかったかもしれない。
今まで出会ったお客様は、本当にありがたい。
「会いたかった。愛しの女将。
」
いつものお客様が笑顔で訪れる。
京都か
から名古屋、そして・・・
京都から名古屋、そして・・・
京都嵐山で生まれ育った。そして住友銀行へ就職。実家から満員電車に揺られ大阪へ通勤。
（ご
本人大変ストレスと感じていたご様子）その後、一般企業社長から声を掛けて頂き転職。
そこで社長秘書に専念、充実した日々を過ごす。
プライベートもです。ご主人様との出会い！その方は社長の後輩にあたる方！どちらから？
「恥ずかし、忘れました。
」うま～く話しを胡麻化されてしまいましたが、きっと
他の男性からお誘いもあったであろう、そしてなんとも物凄い経歴をお持ちです！
京都での新婚生活、その後ご主人の転勤で家族は愛知県へ。2 人の子宝に恵まれ、このまま名
古屋での生活が続くものと思いきや、長男の小学校入学一週間前、金沢への転勤辞令！
3 月末の雪が残る中、一路金沢へ しらさぎは進む。
「暗～いし、雪は積もってるし、じめ～っとしてる。なんて処へ来てしまったの！！」

2
男
皆

◇
◇

◇
◇

金沢の温かさ
知人のいない土地での生活は寂しかった。ところが娘の幼稚園のお母様方とのありがたい出会いが訪れる。
「お茶やランチ一緒にいかがですか？」と声をかけられ、この地で温かく包まれる環境へ感謝。そんな皆様を自宅へお招きするよ
うになる。そこで手作りお菓子を振舞った際、大変評判となり、
「お菓子教室」ここに誕生。
生徒紹介は、全てお母様達。なんと生徒さん総勢１００名いたそうです。名古屋で９年間、いろんな教室で学んだ澤田さんの
お菓子、美味しさも見た目もデパ地下レベル。あっ、箱を見るだけで幸せも溢れます。
招龍亭でおもてなし
長男さんの大学進学を機に、専業主婦だった澤田さんに新しいチャレンジが訪れる。
「お手伝いして頂けませんか？」菜香樓グループ 総支配人 魏社長様から緊張感ある嬉しいお誘い。初めての飲食業に
戸惑いながら・・・当時を、にこやかな表情で語る澤田さん、あれから今年で１７年目を迎えるそうです。
今、菜香樓グループはこれまで経験した事のない状況下、県内で先頭といっても過言ではないマスク寄付活動をスタート。
「豊中物産㈱は既に輸入ルートが整っていて、マスク不足が深刻な時期、学校、医療機関へ寄付すること
本館
」
から始めました。そのうち、いち早く輸入を手掛けた魏社長の人脈の広さ、素晴らしさを実感しました。
今回の自粛期間を経て思う事、そして深く思い続けている事も話してくれました。
」
「この度のコロナの事は忘れてはいけない。深く心に刻み活かしていきたい。
素直な心は隠せないようで・・・
「これからも招龍亭に来て頂けるお客様と永いお付き合いを
招龍亭・菜香樓グループ
したいですね。
」 ---「ひと」
「人」
「ヒト」賑やかで楽しい出会いが訪れますように。---

３８

秋冬
冬
春夏秋冬
現在は単身赴任生活を無事終わらせたご主人と、ここ永住の地金沢で仲良し二人生活。
新館
7/4〜営業中
季節の節目、金沢の自宅には家族が集まり、賑やかな食卓を囲む幸せ。
食べる事が大好き。振舞うことも大好き。ズバリ、金沢の良いところは？
「食材がいい！こんなに四季をしっかり感じられる土地は京都と金沢しかないのかな。雪は苦手ですけど・・
（笑）
」
澤田さんの周りはこれからも、
「ひと」が集う愛おしいところ。
虜になる理由、そこには澤田オリジナルのスパイスがしっかり添えられているのかも。 （取材：白潟・粟 / 文：白潟）

趣き日和
ｆ

金沢市・奴間さん

趣味で幸せ見つけませんか

レディ
歳です︒ママの
バッグから 貴重な マスク
を持ち出して遊んでいたら
亀コスの刑にされてしまい
ました︒

「四季折々が楽しめる盆栽」
「四季折々が楽しめる盆栽
盆栽」
盆栽
栽

3

レージデージちゃん

種類：ティーカッププードル

村中 邦一さん
盆栽歴４５年の村中さん、樹齢 100 年以上の松【真柏（しんぱく）
】を手に『盆栽
は「春の芽出し、夏の新緑、秋の紅葉、冬の落葉」と四季折々が楽しめるところが
良いんや』と楽しそうにお話しくださいました。

上：出
白：？
粟：バ
太：ひ
吉：年
澤：お

■ＮＥＷ ＦＡＣＥ

きっと幸せが見つかるＴＯＰＩＸ

2020 年 6 月 1 日 待望の
男の子が清幸に仲間入り
皆さま宜しくお願いします。

清
こ

さわの

まさ ひで

はじめまして 澤野 将秀です

勤。
（ご
転職。

から？

のまま名
！

◇行ってみたい国：インド
◇もし一つ夢が叶うなら：金田正一投手との対戦
（長嶋茂雄のデビュー戦 4 三振の投球で）
◇アピールポイント：中年の笑顔
◇メッセージ：清幸の信条「人を幸せにする人が
幸せになれる」とあります。これに感動を覚えた
ことが私の入社の動機でした。思いやりの心と
笑顔をお届けし、皆様の幸せのためにお力にな
れるよう頑張ります。
見るからに苦戦組

きするよ

んの

。
本館

デキテシマッタ

■上田が母校で記念講演 ～ 想いから、一歩へ ～
２月７日、金沢市立長田中学校「立志のつどい」にて、２年生
の皆様を対象にお話をさせて頂きました。熱い想いを語る
上田。生徒達はだんだん興味が湧いてきたのか…前のめり
態勢へ。目をキラキラさせていたのが印象的でした。

やる気はマンマン

せ
■健康経営優良法人 2020
健康出前講座で汗・あせ・アセ
3 月、健康経営の一環として
講師の方から 3 種類の運動指
導を受けました。なかでも立ち
上がりテストに皆苦戦！

３８８８

い

こ

う

コロナだから○○しよう

Seiko Museum Art.サイネン

ひゃくまんさん創造の世界展

開館中

グループ

コラボ塾 IN 金沢

営業中

上：出口くん、うまいな～
白：？？？
粟：バレーの〇〇ちゃん？ニッポンチャチャチャ
太：ひどいな～
吉：年子の兄弟や
澤：お兄さんの胸の物は、帯ですか？

『盆栽

2016 年 SP ゲスト

ころが

コラボ塾で対面★
してますよ～

粟：親指や
自信ありげの吉田！！
白：おにぎりさん。中に誰か入ってるよ。
太田も気合の入った鉛筆で書いたのだが・・
さらさらっと書く網さん・大変よくできました。
お題は「ひゃくまんさん」 何も見ずに、全員せーので書いてみた。
制限時間 10 分、このありさま。皆様もぜひ TRY！TRY！

清幸ご案内致します

教えるよ！清幸さん

ＨＡＰＰＹ

Ｂａｂｙ

オフィス MTG 始めました

お子様の誕生

おめでとうございます

かずは

馬場 和葉ちゃん ５月８日生
スクスク元気に育ってね

3,300ｇ

書類作成や引受など悩ましい案件をオフィスメンバー全員で
共有。知識 UP！UP！支社からも参加頂き、困ったことはその
場で解決。感謝☆（安心してください。ZOOM 使ってますよ。
）

パパ＆ママより

「火災事故」

清幸

今年 4 月、火災によってお客様所有の建物が全焼
する事故が発生しました。幸いにもけが人はありま
せんでしたが、お客様の落胆したご様子が印象的で
した。それでも私たちはお客様に寄り添い、火災保
険という経済的な安心をお届け出来たことはこの
仕事に携わる喜びだとあらためて思いました。
皆さま、くれぐれも火災にはご留意いただければ
と思います。

太田現場へ・・・・

あんしん
お届け運動
＼万が一のときにとっても便利なスマホアプリ／
登録お願い致します

損害サービス部長

太田 敏明

石川県金沢市 現場の様子

清幸伝言板 ＼せいこうへ遊びに来ませんか？(^o^)丿／
●夏季休暇のお知らせ

駐車スペースはたっぷり
ございます。空いている

８月 14 日(金) － ８月 16 日(日)

所をご利用下さい。

●清幸ホームページが生まれ変わります！乞うご期待

保険の事・お困りの事などお気軽にご相談ください。
ゆっくりお話しできるお部屋をご準備しております☺

編集後記 HP 用の個人写真を先日プロのカメラマンに撮影して頂きました。ありのままの、いつもの姿を・・・とは建前であって、当日
に向け髪型の変更、（刈上げ具合も重要）、できるだけ顔が小さくなるように禁酒（そんなん、できるんけ？）、あれ？今日はコンタクトな
ん？素直な私達、美に対しても同様でありました。翌日メガネに戻って、「いつも通りになりました。」あらっ！清幸に来られた際は、ぜひと
も「実物のほうがキレイやね。シュッとしとる。」魔法の言葉お待ちしております。きっといつもより多めにチョコやらサービスありますよ。白潟
きっと幸せが見つかる保険代理店

東京海上日動火災保険株式会社代理店
東京海上日動あんしん生命保険株式会社代理店

〒920-0024 石川県金沢市西念３丁目１３番１０号

Ｔｅｌ．(０７６)２３３-３８８８
クスリのアオキ

電話番号の登録をお願いします
【営業時間】 9：00-17：00

事故・故障時の連絡先 24 時間受付

自動車

ドミノピザ

西念 西念町
三丁目
西

西念町

【定休日】 土日祝

０１２０-１１９-１１０

超保険専用

０１２０-１１０-８９４

