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　  お客様と共に
走り続けるパートナー

令和元年９月発行OSHIDORI TSUUSHIN  SINCE 2015

～ご縁をいただいた、あなたにお届けする～

９月と言えば、果物が美味しい
季節です、葡萄・梨・桃です。
若い頃、朝の果物は金、昼は銀、
夜は銅と教わりましたが根拠は
何処から来ているのでしょか？ 
　昔の常識は、現代では非常識
となっているものが多数存在し
ています。私達の時代は部活動

中、水を飲ませてもらいませんでした‼現在はがぶ
飲みです (笑 ) 果物の効果については、時間がある
とき調べてみますねぇ～‼

月 27日～ 28日で新たな柱となる仕事の戦略
合宿を実施しました‼

11：30に東武東上線森林公園駅で埼玉チーム 3人
（車班）と東京チーム 3人（電車班）で合流、日本
海庄屋でお昼ご飯をとりました、人生の勝負所では
必ずカツを食べます‼
もちろん、この日も、
チキンカツカレーを頂
きました一口食べてか
ら気が付いたのですが、
いつも豚ですが…
チキン（しまった、戦略が腰抜けになってしまわな
いか？まぁ～チキンなんでキチンと出来だろう」と
考えていたのは、私だけだろう (笑 )
　昼食終了後、合宿場所のHeritage　Resorts へ
移動、ハートのアートが歓迎してくれました‼

ホテル内に入るとオリジナルゆるキャラ「のんのさ
ん」がいました、早速、頭をなぜなぜしてからパン
チを入れました‼小学生の時にパンチキックと言う

パンチを何回しても起き上げって来る玩具が家に
あった影響で、何かぬいぐるみを見ると、パンチを
入れる癖がついています。今、写真を拡大して見る
と「お手を触れないよう、お願いします‼」と書い
てありました…どうりでフロントの人が苦笑いして
いた訳ですねぇ～。
良い大人がやってしまいました（反省‼）

また、来月からラクビーワールド
カップ2019が開催されます、
熊谷でも試合が行われます、会場
が近いのでのぼりがたってまし
た。「頑張れ日本‼」
　決める事が沢山あるので、早速、
部屋にチェックイン最上階かつ周
辺には高い建物がないので絶景で
す‼このような素晴らしい環境の

中での会議です
ので、良いアイ
デアが次々出た
のは言うまでも
ありません (笑 )
18：00から夕
食を「じゃぽに
か」（学習帳？）
で頂きました。フレンチイタリアン料理とてもおい
しかったです。

最後に「内
福楽」が出
ます。なか
なかギャグ
がきいてい
ます。ご馳
走様でした
(笑 )

　28日は 7：00～チェックアウト迄会議、チェッ
クアウト後に近所の川本ブドウ園でお土産を買い、
埼玉県農林公園でうどんを頂きました‼ 密かに埼玉
一番の味と思っています (笑 )　約一日でしたが、
この夏一番充実した時間を過ごせました (笑 )

８

入り口のハートアート ゆるキャラ「のんのさん」

勝負所ではカツカレーでしょ！ 部屋の窓からは埼玉の大自然が

レストラン「じゃぽにか」と最後に出た「内福楽」？

ワールドカップのぼり

戦略合宿を実施しました！
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みなさん、こんにちは。３０代後半に突入し、４０
代になる自分が恐ろしい今日この頃の、メイキット
の那須野舞子です。今回は私の 8年続けている趣味
である「茶道」についてお話ししたいと思います。

産や育児でお休み期
間もありましたが、

もう始めて８年になるので
すね。お茶の世界では、
80代頃になって、ようや
くベテラン先生という立場
になるので、恐れ多くて「茶
道習っています」と言って
しまうのは恥ずかしい私です。
　2011年、結婚を決めた時に花嫁修業として茶道
を始めました ! というのは口実で、「和菓子が食べた
い！」とあの美しさと甘さに惹かれて、お稽古を始
めました。

　お稽古場は護国寺にあり、マ
ンションの一室をリフォームし
て作られています。リフォーム
とは思えない、とても立派な内
装です！そんな私ですが、２年
に１回「稽古茶事」というお茶
事のお稽古がありまして、そこ
で「亭主」をやります！と手を

挙げ、非常に貴重な経験をさせていただきました。

　お茶事とは、いわゆるお茶の
世界のフルコース料理でして、
亭主はそのおもてなしリーダー
として、お点前を中心にお客様
をお迎えします。亭主をさせて
いただいて、今回一番勉強に
なった事は、「準備からおもて
なしができる」という事です。
お茶事は正客というお招きする
お客様へお手紙を書くことから
始まります。お手紙はいわゆる

便箋に書くのではなく、巻紙という半紙を横長にし
たような紙に筆で書きます。そして、お花、お菓子、
お抹茶選び、そして掛け軸やお茶碗の選定（お稽古
では茶道会館という場所のプロの方にご準備いただ
きます）もすべてに意図、意味があり、そこをどの
ように世界観を創るのか、ゴールも答えもない事が
お茶事のおもてなしです。今回、私は掛け軸等から
ヒントを得て、「人は十人十色であり、答えは自分
自身の中にある。自由だ。」という思いを持って、
おもてなしをしよう！と決めました。5人のおもて
なし側と 10人以上のお客様が一体となる感覚があ
りました。お茶っていいな～とつくづく思います。
一生の趣味にしていきたいです。最後に千利休の名
言をご紹介して終わりにしたいと思います。「何に
ても道具扱ふたびごとに　取る手は軽く置く手重か
れ」。先生からのご指導でも、重いものはかろやかに、
軽いものは大切に扱うという指導をいただいた事が
ありました。人生においても同じだなぁと感じます。
苦しい事を「苦し
いっ！！」と生きる
のではなく、さらり
さらりとこなし、些
細な事ほど、丁寧に
扱う。こんな生き方
を目指して生きてい
きたいと思います。
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未来会計法人メイキット株式会社　担当：那須野お問合せ：03-6457-6072　担当：那須野主催：未来会計法人メイキット株式会社　

2019’  10月開催セミナーのお知らせ

お問合せ：03-6457-6072　担当：那須野主催：未来会計法人メイキット株式会社　

●日時：10月15日（火）
14:00～16:30

「集客からも、営業の不安からも解放される フロントエンドセミナーの作り方」
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私の部屋 シリーズ
MONTHIY   COLUMU 

通常参加費： 10,000円

ホームページ限定価格 5,000円
こちらから

出

今では、子供たちもお茶が大好き！

一二三会　久保先生と

MAIKO NASUNO
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 那須野 舞子 那須野 舞子

「茶道習ってます！」



石田 香

黒田 龍也

瀬川 舞子

那須野 舞子

小笠原 恵美

東海林 将人

編集
後記

STAFF

父方の祖父は 90歳で天国に行き、
勉強や読書をしている静かな祖父で
した。一方祖母は、95歳で健在！
私が 10歳位の時にﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ観戦
へ連れて行ってくれたり、料理上手
で何度も夕飯をご馳走になりまし
た。母方の祖母は 84歳で親族全員
に看取られ天国へ。祖父は 89歳で
健在！農家で今でもご飯はしっかり
食べられて、私の税理士試験合格も
一緒に喜んでくれました。4人とも
優しく孫の私は幸せです♡

私の祖父は皆長命でして、90歳を
超えていた方が 3人もいました。今
でも元気にゲートボールを楽しんで
いる祖父が 1名おります。どの祖父
母もかわいがって下さいましたが、
中でも既に亡くなった母方の祖母に
は特に良くしてもらいました。その
祖母にとって私と弟しか孫がおら
ず、弟の出産時にはまだ 3歳だった
私を1月以上面倒を見てくれました。
朧気ですが、私が寂しがらないよう
にデパートに連れて行って遊ばせて
くれたのを覚えています。

西澤さおり

OSHIDORI TSUSHIN  

今月のテーマ みんなのおじいちゃん・おばあちゃん

OSHIDORI TSUUSHIN  SINCE 2015 令和元年 9月発行

9 月です。昔なら暑さが落着いて涼しくなる～♪と思っていましたが、最近
は 8月と同じくらい暑い！！残暑が厳しいです‥。さてそんな 9月の下
旬にある記念日、【敬老の日】連休ということもあり、おじいいちゃん・
おばあちゃんに会いに行く人も多いのでは？さて皆さん！敬老の日は
何歳からお祝いするのか知っていますか？満 60歳の還暦を迎えた
ら、もしくは年齢に関係なく孫が産まれたらお祝いされるべきと考え
るらしいです。しかし、今の 60歳はすごく若く、元気です♪もう【敬
老の日】だからではなく、日頃の感謝を伝えて、楽しく過ごす！！でよ
いのでは？？？

今回より編集後記に参加させて頂き
ます藤岡です。宜しくお願いいたし
ます。さて今回お題ですが、私の祖
父母は皆他界してますので、思い出
としては遥か彼方ですが、一人だけ
今もいつもそばにいてくれていま
す。母方の祖母ですが、実は私の背
後霊だそうで、いつも優しいお顔で
見守ってくれているそうです。季節
的に寒ーいお話では？と思われるか
もですが、私は都合の良いことは信
じるタイプなので、大好きなおばあ
ちゃんでしたので、信じて安心して
毎日過ごしています。これからも宜
しくね。おばあちゃん

社会人となって実家を出ましたが、
私は以前、父方の祖父母と同居して
いました。祖母は畑で野菜を育てて
いて実家に帰るたびに野菜を持って
帰るように促されます。祖父は帰る
たびに握手をして、チョコレートを
くれます。いつもチョコレートを買
い込んでいるので少し心配です。母
方の祖父母はなかなか会えてはいま
せんが、いつも年始には会いに行っ
てます。夫婦仲良くいつまでも元気
でいてほしいものですね。

私が小さい頃は曾祖父母、祖父母と
4人のおじいちゃん、おばあちゃん
と一緒に 9人の大家族で住んでいま
した。仕事で忙しい母の代わりに曾
祖父母によく面倒を見てもらい、ひ
いおじいちゃんおばあちゃん子でし
た。よく時代劇とお相撲を一緒に見
ていたので、私自身はほとんど子供
番組を見た記憶がありません。祖父
は私に甘く、よく兄弟から妬まれ複
雑でした。祖父母も曾祖父母となり、
曾孫とテレビのチャンネル争いをす
るくらい元気いっぱいです (笑 )

私の両祖父母は既に亡くなっていま
すが、以前母方の祖母と同居してい
ました。ファンキーなおばあちゃん
で、好きなことは、プロレスとパチ
ンコ (笑 ) 真夜中に TVでプロレス
観て、そしておばあちゃんの部屋に
は、パチンコで貰ったチョコレート
がたくさんありました！私が社会人
になった時に、おばあちゃんを連れ
てパチンコに何回か一緒に行きまし
た。また会えるなら、生でプロレス
観戦をしてからパチンコへと一緒に
行きたいです (笑 )

私は母方のおばあちゃんとの思い出
がたくさんあります。とてもオシャ
レなおばあちゃんで、白髪に紫色の
メッシュを入れていました。おばあ
ちゃんの作る「あんころもち」が大
好きで、あんこが入っている普通の
おもちなのですが、あんこの甘さも
丁度よく、毎年お正月に孫たちに一
人ずつ３０個持たせてくれました。
冷凍してオーブンで焼くと皮がカリ
カリで、当時一人暮らしの私の毎日
の朝ごはんでした。今は天国にいま
すが、私もあんなおばあちゃんにな
りたいな～と既に孫ができるのが楽
しみです（笑）

藤岡 充代

亡き母方の祖母は和裁・洋裁の達人
でした！小さい頃はたびたび三人姉
妹の洋服をお揃いで作ってくれまし
た。思い入れの強い、サイズ違いの
赤いコート三着は、今でも大事に
とってあります。もちろん、私の娘
にも幼稚園の頃に着せました。いつ
か、娘に託せたらな～と思っていま
す。母方の祖父はヘビースモーカー
で亡くなる直前まで「ハイライト」
を一日ひと箱以降吸っていました！
祖父のタバコを吸う仕草は幼いなが
らに格好よくみえたものです。
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