
◆　e-mail  nisida@mocha.ocn.ne.jp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆社内報
200号記念 スタッフみ

んなの声 投稿用紙◆
◆ 

★印象に残
っている記

事 

★社内報に
対するご意

見 

などなど 

お名前 

（ペンネーム
・匿名希望で

も OK） 

スタッフみんなの声

大募集

各店にこのような
投稿用紙を準備
していますので、
記入して本部まで
お願いします。
みなさまの投稿を
お待ちしています。

←

社内報にコメントを
お寄せください

2001 年１月に第１号が発行された鮮コーポ

レーション㈱社内報が来月８月で 200 号を

迎えることとなりました。 そこでスタッフみな

さまからの声を募集しています。

社内報
200 号
突入
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東広島市西条土与丸 1518-1　TEL.082-431-3580

・ ・ ・ ・ ・ 　　　　　　　 ・ ・ ・ ・ ・

鮮コーポレーション　店舗情報

●西条店

●呉店

●三原学園通り店

●緑井本店

●山本屋 ( 可部店 )

●西風新都店

●ゆめタウン廿日市店

●三次店

●西条店

●呉店

庄原市西本町 2-19-1　TEL.0824-72-5246

呉市宝町 2-62　　　　　　　　　 　 TEL.0823-32-3155

三原市宮浦 5-3-5　　　　　   　　 TEL.0848-61-3561

三次市南畑敷町 507-7             TEL.0824-62-6778

広島市安佐北区可部 1-6-40     TEL.082-819-1580

広島市安佐南区伴南 4-1-1       TEL.082-849-6866

広島市安佐南区緑井 5-20-27    TEL.082-831-3155

東広島市西条土与丸 1518-1      TEL.082-493-7298

呉市宝町 2-63　                        TEL.0823-32-7298

廿日市市地御前 5-19-14　　      TEL.0829-36-4832

・ ・ ・ ・ ・ 　　　　　　　 ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ 　　　　　　　 ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ 　　　　　　　　 ・ ・ ・ ・ ・

廿日市市下平良 2-2-1 　　        TEL.0829-34-3360

№199

　先日は『都』に連れて行っていただき

ありがとうございました。長年、イーゼル

ポップを書かせていただいていました

が評価していただき感謝しています。

本当にありがとうございました。

　どう考えても、私が普通では行く事

などできない高級店。インテリアから食

器グラスまでとても素敵でした。

　そして、日頃話をする機会のない方々。

私は、社長の隣に座らせていただき、

変な汗をかきつつ（笑）美味しいお料理

をいただきました。

　そしてもう１つ、鮮魚の越道さんと会っ

ていろんな話を聞かせてかせていただ

いたのは、とても良かったと思います。

　 伊勢海老を目の前で焼かれながら、
餡がのった茶碗蒸しを食べトマト風味の
冷麺は目の前で薄くチーズを削ってもら
いました。噛みごたえありすぎるアワビ
は、どうやって食べようか苦戦しつつ口
にほおばり噛み締めました。
　デザートタイムには、社長からたくさん
褒めていただきました。「今回の参加者
の女性は目力がスゴイ!!」と。私のお店
での仕事ぶりなど、社長はよく見てくだ
さっているんだなと嬉しく思いました。
　まさかのお肉でキャンドルサービスをさ
せていただきましたが、キャンドルサービス
というより『ファイヤー!!』でした。素敵な体
験をさせていただきました。とっても当た
り前ですが、ものすごーく美味しかった
です。今まで頑張ってきて良かったと
思いました。素敵な場所でのお食事と
お酒、とても楽しかったです。ありがと
うございました。

   ２回目の『ステーキハウス都』となる祐宗です。４～５年前に行った記憶

がありますが稚アユの揚げ物を食べた記憶とアワビを食べた記憶、チ

ャペル見学した記憶、別室にてデザートを食べた記憶しかありません。

何の賞を頂いて行かせていただいたか？までは覚えていませんが、お

いしかった記憶はあります。

　今回は主演男優賞を頂き、香港とステーキハウス都とダブルで５月、６月

楽しく過ごしていました。こうやって行かせて頂けるのも周りのスタッフ、ま

たお客様のおかげです。あらためて『しぇいしぇい』。

　今回の席はずらーっと、長い鉄板で、鮮魚スタッフは社長よりだいぶ遠い、

話すら聞こえないレベルの位置に座り、そこに小林部長、新人賞の越道さん

自分と座り、ほぼ３人での会話となりました。

　前菜、ちょこちょこっとお洒落に、ソースがお皿の上にしゃっと引かれ、正

直お皿をねぶりたいくらいでした。すると横目が気になる。（やめんさいよ!!)

と言わんばかりの視線を送る越道さん。必死の思いで我慢しました…。

　次々と出てくる。料理。ひと際インパクトがあったのがアワビ、イセエビでし

た。ファイヤー演出もあり、そこで詳しくは見ていないのですが、今月、ご結

婚された山本夫妻のキャンドルサービス。メガネをかけておけば良かった

と後悔。

　いよいよ、お肉。こ

れが一番楽しみでし

た。肉より魚派ですが

普段から魚見ている

と肉が食べたくなる。

鶏肉？NO！豚肉？

ＮＯ！牛肉？ＹＥＳ！

柔らかくておいしいお肉が食べたーい。「ミディアムレア」とお洒落に発音良

くと思って言った一言が（小林部長と同じ焼き加減で（笑））隣の越道さ

ん「けっこう焼いてくださーい！」と焼肉屋感覚で私達は会話していまし

た。とても柔らかく、焼き加減もばっちり、美味しく頂きました。

　冷麺が食事の最後に出てきましたが、自分はてっきり冷製パスタと思

い込み食べていました。「こしがあって美味しいね！このパスタ」と隣の越

道さんに話すと、「え？これ冷麺よ！言っちゃったじゃん。盛岡冷麺て‼

ちゃんと話聞いとる？」と恥をかく自分。ちゃんと話を聞かないといけな

いと感じる。鮮魚でもちゃんと話を聞いていないのかなと反省。最後に

別室にてデザート。都特製アイスを頂きました。

　２回もこの素晴らしいお店に来る事が出来て嬉しく思います。これか

らもこういうお店に行けるようにしっかり儲けます。儲ける事が私たちの

仕事です。そして皆で行こう。を目標にやりぬきます！！

【後列左から】   祐宗チーフマネージャー・難波店長・社長
【中列】            土井店長・鹿ノ瀬さん・小林部長・工さん・伊達店長
【前列】            越道さん・青木さん・山本夫妻

　「美味しいものがたべたぁーい」と、何度も休憩時間、いやっ、日々叫

んだが…。(笑)日頃、社長と話す機会も無く、前の日からドキドキでした。

今回はどうしても社長に話たい事があり、頭の中は『いつ言おう!!』でいっぱ

いでした。

　でも、とりあえず食べよう♡出てくるコースは一つ一つが少量でお洒落で

見た目も美しく、家では絶対に作らないキャロットソースだったり、本当に美

味でした。300グラムあるアワビ!!あの大きさにはビックリ!!食べながらも、社

長にいつ聞こう…。店長、祐宗さんは「はいよ!!って、行けばいいじゃん」と

言われましたが、言える訳がないし、行ける訳がない。でも、今日しかチャ

ンスはない!!

　デザートは別室に移動!!これまた今までにない経験!!そんな時、部長が

ニコニコしながら、「越道さんが、話が…」と社長に話をふってくれました。

正直、『えーー!!!!』と思いましたが、『今しかない!!』社長は目の前に座ってく

ださいました。「海外研修に私も行きたい。そのためには何をすればいいで

すか」これが私の聞きたいことでした。社長は「いままでどうりにすればよ

い」と言われました。『いままでどおり…？』今の私はまだまだです。こんな

んじゃいけん。じゃあ、何をしたらいいのか。社長とお話をさせてもらい私

の目標ができました。

　鮮魚店で働かせてもらう以上、魚をさばく事もどんどん学んでいきたいと

思います。そのためには、いろんな場所に出向き、見て学びます!!私が刺

身を切った後、専務が言われる『心が見えん！』最初は、意味不明でしたが

センスじゃなく、いかにお客さん、自分が買いたくなる商品だと思い始めま

した。『心』なんだと。結婚して子育て、仕事の日々です。ゆっくりとこんな

コースを食べたのは初めてで、これからも今日のような時間を頂けるよう、

日々目標に向かいます。『自分次第』という祐宗さんの名言を信じ、前進し

ていきます。

　
彼女は仕事熱心で、前向きでパワーのある人でした。もっともっとと、仕事に貪欲（良い
意味です）吸収出来るものを全て自分のものにしようとしているところなど、素晴らしいと思
いました。私は、彼女の話を聞いてい自分の足らない所は、そういう所だと思ったのです。呉
店の青木さんも明るくて、楽しくて気配りのある女性でした。話をさせていただき嬉しかっ
たです。とても楽しい時間でしたが、もっと頑張る事が私にもできるのではないかと感じま
した。背筋がピッとなりました。

　改めまして。助演女優賞に選んでいただき、ありがとうございました。いく
つになっても認められ、褒められるって嬉しいものですよね。
　そして今回、贅沢すぎるご褒美をいただき、大好きなワインもいただき♡
とっても幸せな一時でした。中々他店舗の方と交流する
機会もないので、優秀なスタッフさん達の話も聞くこと
ができいい刺激になりました。また、山本大将とも
普段はあまり話すことがないので、今回は隣で
お食事をさせていただき、話もでき色々な一面
を見ることが出来楽しかったです。
　料理はとても素晴らしく、特に…特大サイズ
のアワビが丸ごと出てきてビックリ！感激!!おい
しい!!!目の前で調理してくださったスタッフさんの
笑顔や仕草にうっとり♡そして、大将とも話をした
毎日使われているのにピカピカの鉄板。上の換気
扇も…ピカピカです。やはり、綺麗な場での食事は気持ちいいです。呉店
でもお客様に気持ちよくお食事していただけるようにピカピカにしていきた
いと思いました。
　　最後に前もって「お子さんも小さいし、まず青木さんの都合を聞いてお
きたくて」とお電話くださった小森部長ありがとうございました。

　社長もワインを
　解禁されました

　今年度の決起大会で助演男優賞を受賞させ
ていただき、福山にある『都』さんでのお食事会
へ参加させていただきました。
　自分ではまだまだ認められる程、仕事が出来
ていませんが、色々な方に認めていただけたこ
とは頑張って良かったと思います。
  今回のお食事会で学んだ事は接客や食事の
ことです。
　接客面ではホールスタッフさんや調理をされ
る方の笑顔でした。ホールの方からは細やかな
気遣いをしていただき、調理の方からは丁寧な
料理の説明をしていただきました。自分は、お
客様から「これはどう作っているのですか？」と
聞かれたことがあまりなく、聞かれてもきちんと
した説明をする自信がないのが残念に思いまし
た。今回のお食事会はいい経験になりました。
これからもお客様の為に細やかな気配りが出来
るように『おいしい　おいしそう』を目指して頑張
っていこうと思います。

お肉でのキャンドルサービス　

伊達店長と工さん

ファイヤーも迫力満点　

決起大会で発表された『鮮コーポレーションアカデミー賞』から各賞を受賞された優秀スタッフのみなさんが
福山市にある『ステーキハウス都』に招待されました。そのお食事会の様子ををご紹介します。
決起大会で発表された『鮮コーポレーションアカデミー賞』から各賞を受賞された優秀スタッフのみなさんが
福山市にある『ステーキハウス都』に招待されました。そのお食事会の様子ををご紹介します。

小林部長・難波店長・土井店長・伊達店長・山本大将小林部長・難波店長・土井店長・伊達店長・山本大将【エスコート】【エスコート】

【アカデミー賞受賞者】祐宗チーフマネージャー（新鮮市場）・山本さん（すし辰緑井本店）・鹿ノ瀬さん（すし鮮西条店）
・青木さん（すし鮮呉店）・工さん（すし辰三次店）・越道さん（新鮮市場）
【アカデミー賞受賞者】祐宗チーフマネージャー（新鮮市場）・山本さん（すし辰緑井本店）・鹿ノ瀬さん（すし鮮西条店）
・青木さん（すし鮮呉店）・工さん（すし辰三次店）・越道さん（新鮮市場）

■お客様の声

■リレーメッセージ　･わたしのVIVID

・社長へのハガキ　・図書コーナー感想より

・報奨食事会■V-トピック

■2017　鰻販売

■VIVID情報　　・HAPPY　ＷＥＤＤＩＮＧ

主演男優賞主演男優賞 祐宗チーフマネージャー祐宗チーフマネージャー

新人賞新人賞 越道 裕子さん越道 裕子さん

青木 祐美さん青木 祐美さん助演女優賞助演女優賞

主演女優賞主演女優賞 山本 早緒利さん山本 早緒利さん

映像演出賞映像演出賞 工 桂さん工 桂さん

鹿ノ瀬 修和さん鹿ノ瀬 修和さん助演男優賞助演男優賞

６月１４日６月１４日６月１４日

決起大会
報奨食事会
決起大会
報奨食事会
決起大会
報奨食事会


