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拶してくれます。突拍子もないことを言

先日、山口さんの声掛けでスタッフを集めBBQをしました。地

御前初の試みでしたが、肉の調達から仕込み、花火の買出しま

で1人で皆をもてなしていました。何より感心したのは「スタッ

フの慰労会だから何か足りないからと途中で買出しに行くと

いうことはしたくない」と言っていたことです。スタッフの事を

考える事の出来る男です。

巻き寿司、鰻のイベント時

にキャンセルが出てしまい困って、原さ

んに「もし購入してくれそうな方がいれば

売って下さい」とお願いをすると「わかっ

たよ」と快く引き受けてくださり、売れる

と心配しないようにと連

絡を下さいました。ま

た、本部からの突然の

出荷でダンボールが必

用な時もフレスタで空

きダンボールを探して
下さり、本当に感謝ばかりです。原さんい

つも助けてくださりありがとうございます。

年齢も近いせいか凄く気の

合った間柄です。閉店後の

日課は、いつも２人で包丁

を研いでいるのですが、荒

木さんが慣れていない事を

西田さんが突っ込んで対応

している所が微笑ましく見

ています。

一緒に技

術が向上

していけ

ばと思っ

ています。

毎日コツコツと包丁を

研いでいます。綺麗に

切れるように研ぐ事は

まだまだ出来ませんが

それでも毎日、研いで

います。また、お客様

に声を掛け、断られる

事もありますが、こち

らから声を掛けていこ

うという想いは感じら

れます。今は出来なく

てもきっと出来るよう

になり楽しく感じる事

があると思います。

新人スタッフさんに対しての
温かいメッセージ、届きました！

言って、皆を笑わせてくれたり、困惑させ

たり…。夏には自らBBQの企画をし食材の

手配や下ごしらえなど、皆が楽しめるよう

に準備をしてくれました。スタッフを巻き

込んで盛り上げてくれる山口さん!!ありがとう!!

先月、新入社員研修を行いました。

（第３回目）半年前は何も分から

ない、荒木さん・徳岡さんの２人でしたが入社半

年、一生懸命取組み、握り、ネタ切り、接客と少

しづつですが力をつけてくれています。半年です

が、一回り大きく感じました。これも、現場の店

長を始めパートスタッフさんの教えやフォローが

あればこそ。２人の頑張りとサポートしてくれて

いるレギュラースタッフさんに感謝です。

いつも笑顔で大きな声で挨

大倉さんが緑井本店に来られて『こぼれる笑顔』
って大倉さんみたいな人だと思いまし
た。彼の笑顔は、お客様もスタッフ
皆んなも笑顔にしてくれる最高の笑
顔です。常連のお客様も「すごく感
じのいい人が入ってこられましたね」
と何度か声をかけて頂いてます。
私は「息子なんですよ」（笑）と
答えています。
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■　認める社風委員会
　　・マーブル賞・エンゼル賞ｖｏｌ.18
　　（ＮＥＷ FACEコーナー）

■　お客様の声

■  リレーメッセージ『わたしのVIVID』　

■　親睦会　カープ観戦  　

認める社風
委員会より
認める社風
委員会より

盛り上げてくれて、ありがとう!!

●マーブル大賞●マーブル大賞

鄙の料亭 地御前
山口 領さん　
鄙の料亭 地御前
山口 領さん

★【エンぜる賞】★【エンぜル賞】

住田 宏美さん　住田 宏美さん

人懐っこさ抜群♡

　　　　　　　　　   勤務２年目の大学生でこれからの主力候

　　　　　　　　　　補のスタッフさんです。７月の15周年祭

　　　　　　　　　　でお客様に喜んで頂けるビンゴ大会を企

　　　　　　　　　　画しました。お客様の懐に入るのが上手

　　　　　　　　　　く人懐っこい性格の彼を担当にしました。

　　　　　　　　　　ビンゴ大会での景品でビー

　　　　　　　　　　チグッズ、生ビール、

ジュース、花火などがあり、お子様が２名で

おにいちゃんがビーチグッズが当たり弟さん

がジュースが当たってグズっていたのを見て

指示をしなくてもビーチグッズに変えてあげ

たり、お客様も凄く喜んでいました。

9月9日の手巻きの日。ミニメニュー

の裏面へ私達の行っている手巻きの

手順をイラスト付きで頼んで、直ぐ

に自分の仕事もある中で描いてもら

いました!!お子様連れのお客様が３組

に１組は持って帰ってくださる姿は

本当に嬉しく山口さんへの感謝で胸

が一杯でした。ありがとうございます。

Ｖｏ.18
９月

Ｖｏ.18
９月

決起大会の動画
見てください！
決起大会の動画
見てください！

いつも感謝しています!!

すし辰に6月に入店

した時、何も知らず、

何も出来ず迷惑ばか

りかけ心が折れそうになりました。私の変化

に気が付いて下さり、相談に乗って下さいま

した。「大丈夫。うちがおるから大丈夫」私

は、その言葉に救われ前向きになりました。

山野さんは私が一杯一杯になっていたら「大

丈夫？」と優しく声を掛けて下さり、丁寧に

教えてくださいます。私も、いつか山野さん

の様に人に接する事が出来るようになりたい

です。

裏面へ
イラスト

♪ ♪ ♪

№190

西田 将さん西田 将さん荒木 敦也さん荒木 敦也さん
すし辰三次店すし辰三次店

　第２回認める社風委員会が9月15日（木）広島市西区観音のマリオマリーナにおいて行われました。この期間は8月の繁忙期があ
った為か、当初は投票が少なくやきもきしましたが、最終的には57件となりました。そんな中「今日こんな認める出来事があった、
だから投票用紙を書こう」と、コンスタントに投票して下さったのは、すし辰緑井本店です。本来ならそれが望ましいです。締切り
に左右されることなく、認める出来事があったタイミングで（より印象深い状況で）記入して下さることを歓迎します。
　さて、今回も5人の委員の満場一致で採用となった１票がありました。また５票目を決める際には、3回選考を行う（第３次選考で
決まった）など、「5票といわずもっとたくさん載せた～い」と唸ってしまうものもありました。（そういうケースは本部の朝礼や本
部のありがとうノートで紹介してるんですけどね）店舗での状況が思い浮かぶ良い投票を、これからもお待ちしています。【伊藤】

４月に行われました決起大会のピックアップ動画を、インターネット動画配信サイト【You　Tube】にアップしました！
全映像の中から、１時間58分に縮めたものですが、５分割しています。(制作会社の分割に従っているので、切れ目が途中の場合もアリ)URL(インターネット上の位
置情報)でも見られますし、ＱＲコード(二次元コード )をスマホでかざせば、いつでもどこでも見ることができます。一応、You Tube上では【限定公開】という形をと
って、URLを知っている人だけが見れるように、一般公開はしておりませんのでご了承ください。　　

①開会宣言～実行委員長　山本　高士　挨拶まで
URL･･･https://youtu.be/7-J-0O3EiVg
長さ･･･27分58秒

②マジックポット　前田　社長　ご挨拶～個人賞
URL･･･https://youtu.be/5mfb6xF49Bo
長さ･･･27分59秒

③個人賞つづき～スタッフ賞
URL･･･https://youtu.be/Z-cd5EoG8Ao
長さ･･･28分02秒

④スタッフ賞つづき～年間売上　利益目標達成賞
URL･･･https://youtu.be/Afupub2dU84
長さ･･･27分58秒

⑤社長　お礼の言葉～閉会
URL･･･https://youtu.be/Ewuy3PyUOQE
長さ･･･5分30秒

※《Wi-Fi》環境が無いところだと、時間がかかったり、
料金がかかる場合もありますのでお気をつけ下さい。

感謝で胸いっぱいです!!

言葉に救われました!! ＮＥＷ　ＦＡＣＥコーナーＮＥＷ　ＦＡＣＥコーナー
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