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東広島市西条土与丸 1518-1　TEL.082-431-3580
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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

№202

　初の東北と楽しみにしていたら、この前日に集中豪雨により秋田地区が冠水したということで中

止になるかも…！?との報告。空港に向うと予定どおりに開催するというニュースが入り、一安心し

ました。まずは明るいうちに行われる『昼花火』です。聞いたことがなく、どんな花火なのかと見てい

ると、色とりどりの煙と模様で会場の盛り上がりもＭＡＸになりました。『夜花火』の部はテレビでは

伝わらない迫力満点の宴が始まりました。

次々に上がる花火に目をそらす暇も無いほ

どでした。晩御飯は『ちゃわんや』という秋田

　　11：00～17：00 

　会場：広島国際会議場

『中途採用の合同企業説明会』

　　　に参加します!

　　　

認める社風認める社風
委員会より委員会より

ｖｏｌ.24ｖｏｌ.24
9月9月

「マーブル賞」と「マーブル賞」と「マーブル賞」と

「エンゼル賞」「エンゼル賞」「エンゼル賞」

秋田大曲
花火大会
秋田大曲
花火大会
鑑賞研修会鑑賞研修会

繋和会繋和会

　今回、私は勤続２０年の継続表

彰として秋田の大曲を訪れました。

１日目、秋田に着き『あっぱれ寿

司』へ視察に行きました。目の前

にネタケースがあり、一貫からオー

ダーできるシステムになっていて

最初にお通しが出てきました。カウ

ンターに８名の職人が入り、オーダ

ー用紙に注文を書いて伝える為、ストレスを感じることなく食事が出来ました。その後、今回の研

修旅行の目玉である全国の花火師が集まる大曲花火大会へ。１９時からの本番の花火では衝撃

的な驚きがあり、例えるなら今まで見た花火が高校野球で大曲花火はメジャーリーグの野球であ

り、西田社長の絶賛されていた最後は空一面どこを見ても花火で、心地の良い音楽と共に堪能で

きました。もう何年もこうしてゆっくりとした時間を感じたことがなく、毎日が同じことの繰り返しで、初

めての経験をする事もほとんどなくなっていました。今回の研修旅行は非常に貴重な体験をさせ

て頂いたと感じました。【林】

郷土料理のお店を発見。店内には幻と言われるお酒がズラリと並んでいました。ここのハタハタが
とっても美味しく、社長も専務も「今までこんなハタハタ食べたことがない」と驚き感動されていまし
た。３日目は秋田観光に『なまはげ館』に行きショーを見て、今回の研修が終わりました。最後になり
ましたが、２０年間支えてくださった皆さまありがとうございました。【菊間】

『ちゃわんや』の幻のお酒『ちゃわんや』の幻のお酒

廿日市店で最年長（?）の田
中さんですがおすすめが変わ
る度に『レシピをコピーすれ
ば楽な所』をせずに毎回、自
分で書き写してそれをいつも
自分の目の見える所に貼って
いて覚えようとしています。
いくつになっても学ぶ姿勢…
勉強になります。

西村さんの『おすすめ』ここ１年で目
を見張るくらい上手にご注文をいただ
いて下さいます。普段からスタッフに
も優しく心配りが凄いのですが、お客
様にもそのまま人柄が溢れていて、ひ
と皿、ひと皿、丁寧に『おすすめ』さ
れる姿が素晴らしい
です。よくバッシ
ングしながら私
に「角川さんの
おすすめトーク
耳をダンボにし

少し元気が無く、気にかけていた
スタッフさんです。アドバイスを
きちんと守り、声も大きくなって
いたある日、お客様と手話で会話
する姿、その笑顔は誰よりも輝い
ていました。本当の彼女の笑顔は
『これだ!!』と感銘を受けました。
ありがとう!!

★エンゼル賞
　　大谷副店長
★エンゼル賞
　　大谷副店長

段々と慣れてきてくれたのか、声が出たり笑顔が少
しづつ見えている気がします。さんまへのおすすめ
商品変更の時「是非とも自分で黒板を書いてみたい」
と志願してくれました。その出来上がりを見てみる
と、今までやってくれていた先輩と遜色（そんしょ
　　　　　　　　　　く）ない クオリティ!!初めて
　　　　　　　　　　やったとは思えない素晴らし
　　　　　　　　　　い出来でした!!これからもお
　　　　　　　　　　願いします!!

て聞いています」と話をして下さいます。
私も負けられないなって思わせて下さる素
敵なスタッフさんです。

焼魚　さざえの煮込み　トマトとオクラの和物
　　玉子焼き　手まり寿司　はも湯引　
焼魚　さざえの煮込み　トマトとオクラの和物
　　玉子焼き　手まり寿司　はも湯引　

花火の日限定　お通し花火の日限定　お通しちゃわんやちゃわんや

　8月26日（土）～28日（月）秋田県仙台市大曲地区で行われた大曲花火大会鑑賞研修へ20年勤続表彰と
して菊間さん・林副店長が社長、専務と一緒に行かれました。前日は、秋田地区の冠水によりどうなるこたか
と思われましたが、無事に観賞された様子を一部ご紹介します。

【参加者】【参加者】西田社長・西田専務・カルビ屋大福西条店　林副店長・すし辰三次店　菊間さん西田社長・西田専務・カルビ屋大福西条店　林副店長・すし辰三次店　菊間さん

★エンゼル賞
　　角川　里江さん
★エンゼル賞
　　角川　里江さん

●マーブル大賞●マーブル大賞
すし辰　可部店
川西　明穂さん
すし辰　可部店
川西　明穂さん

●マーブル大賞●マーブル大賞
すし鮮　三原学園通り店
平野　翠さん
すし鮮　三原学園通り店
平野　翠さん

●マーブル大賞●マーブル大賞
すし辰　廿日市店
田中　清子さん
すし辰　廿日市店
田中　清子さん

【西田専務から一言】【西田専務から一言】

●マーブル大賞●マーブル大賞
すし辰　緑井本店
西村　由利子さん
すし辰　緑井本店
西村　由利子さん

素晴らしい素晴らしい
できでした!!できでした!!

学ぶ姿勢が…学ぶ姿勢が… 勉強になります☆勉強になります☆

感銘を受けました。感銘を受けました。

ありがとう!!ありがとう!!

素敵ななスタッフさんです♡素敵ななスタッフさんです♡
おすすめする姿が
おすすめする姿が

新商品の値段を見やすく一目でわか
るように一覧のメモを作って下さっ
たり新商品に必要な材料の品目をメ
モしてコンパクトにファイルして下
さって助かっています。ちょっとし
たことですが、お皿の色を間違えず
に出せますし、少しでも時間短縮に
なります。

コンパクトにまとめてくださりコンパクトにまとめてくださり

助かっています!!助かっています!!

★エンゼル賞
    伊藤　準さん
★エンゼル賞
　　伊藤　隼さん

　９月19日、新しいメンバー（惣田さん・菊田さん・山地さん）による１回目の『認める社
風委員会』がゾーナイタリア古田台店で行われました。２か月前に新委員に任命された３名
は早い時期から各店に投票を促し、件数の推移も見ながらこの日を迎えました。当日朝の駆
け込みまで含めると88件もの投票が集まりました。感謝です。７月中旬から９月中旬までの
この期間は、その前期間の傾向『人不足の際のシフト協力に感謝』中心からまた違う傾向が
見受けられ、すし部門では『おすすめ変更に伴う工夫・新たな能力の発揮』や『便利なメデ
ィア・ツールを駆使しての伝達の質の向上』などに感謝の意が寄せられました。また別の面
の特色として、パート・アルバイトさんからの投票数が増えました（西条店・可部店・緑井
店中心）。まだ始まったばかりですが、次の期間の委員さんにはパートさんにも参加いただ
こうということになりました。正式に募集いたします。奮ってご応募ください。　　【伊藤】

●マーブル大賞●マーブル大賞
すし鮮　西条店
黒川　真澄さん
すし鮮　西条店
黒川　真澄さん

★エンゼル賞
　　菊田主任
★エンゼル賞
　　菊田主任

　念願の秋田県である大曲花火大会に行く事が出来ました。テレビで拝見し、いつかは現場で観覧したいと思っていました。

　音とスケールで一発目から「すげー」と感動です。とにかく口は開きっぱなし、首は左右に動かさないと見る事が出来ない位の大きさ。全国から

　集まる理由に納得しました。大曲の皆さん、感動をありがとうございます。また、出席させて頂きありがとうございました。

10月15日（日）10月15日（日）

来春までに

社員８人採用を

目指しています!
★エンゼル賞
　　万代　玲子さん
★エンゼル賞
　　万代　玲子さん

■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

・■繋和会　秋田大曲花火大会鑑賞研修会

■新入社員研修
■認める社風委員会　　

■わくわくセミナー

【左から】西田専務・社長・ 林副店長・菊間さん


