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1 
2023 

2023年もよろしくお願いいたします。 
皆さま、明けましておめでとうございます。今年の６月でおかげさまで創業２０周年を迎える年となり、

大きな節目を迎えます。同業の中でも若手と思っていたら、中堅どころか、ベテランの年代になって

いました。専門家として日々の情報収集やスタッフ全員の知識や対応力を磨いていくよう努めてまい

ります。年末に個人の１０大ニュースを考えてみました。嬉しかった事、新たに始めたことがランクイン

しました。あと一つ、何をいれるか迷っていたところ、やろうと思ってやっていなかったこと→ピアスホー

ルを１２月に開けました。年を重ねるにつれ、顔周りの華やかさを補うためにイヤリングを付けるように

していたのですが、耳が痛い。そこで、今更ながらのピアスをしようと決断。病院で開けてもらいまし

た。大変恐ろしく、まず右耳にパンっ！とピストルのようなものでファーストピアスを装着。トラブル発

生。ピストルが取れない事態に。ヒエー。看護師さん３人がかりで、やり直しじゃない？の声も聞こえ、

全身に冷や汗びっしょり。１０分がかりで取れまして。左耳どうします？と聞かれましたが、やるしかな

いでしょ、笑。無事に両耳とも穴が開きましたが、穴が落ち着くまで、もう少しの辛抱です。 

 

大西 美佳 
（みかりん） 

大阪オフィス 

第 205 号 

尾崎 貴子 
（たかちゃん） 

桐谷 鈴奈 
（れいちゃん） 

 

新しい年がスタートしました。今年もどうぞよろしくお願いいたします！ 

本年もよろしくお願いいたします。（気になっていることをスッキリ！！） 
昨年中は大変お世話になり、ありがとうございました。 

昨年から始まった WEB セミナー＆座談会では、様々な顧問先様にご参加いただくことが出来まし

た。ありがとうございました。今年も引き続き開催してまいりますので、ご参加のほど、よろしくお願いい

たします。今年度から、新しいサービスとして、働き方改革診断や会社の風土診断、就業規則診断

などもご提供してまいります。皆様の課題解決のお役に立てるよう、寄り添ったサービス提供を進め

てまいりますので、気になる課題をスッキリさせていきましょう！ 皆様の様々な「気になっている」や

ご要望などを、お聞かせいただけると嬉しいです。新しいサービスは改めてご案内いたします～(^^)/ 

 

 私事では、長く気になっていたこと（古本の整理、指輪のリフォーム、etc・・）を昨年から実行してい

っていますが、家中の断捨離はまだ一部しか手が付けられていません。(-_-;) ミニマリストは無理で

も、断捨離で、「スッキリ快適」を目指したいと思います。 今年もよろしくお願いいたします。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします 
明けましておめでとうございます。昨年は、仕事に復帰し、仕事と育児の目まぐるしい日々で、あっと

いう間に年が明けてしまいました。時間が経つのが早く感じるものの、娘が生まれてから、季節やイベ

ントをより大事にするようになり、楽しみながら過ごすことができました。秋には落ち葉の絨毯で遊んだ

り、冬にはクリスマスツリーの飾りつけをしたり、色んな遊び方を娘に教えてもらっています。子供向け

のテレビ番組や絵本などで、初めて見る動物や昆虫を目の当たりにし、まだまだ知らないことだらけだ

と発見の毎日です。充実していた一方、娘が保育園での洗礼（風邪など）で、 

私自身の急な休みでたくさん迷惑をかけてしまいました。対応してくださったビジ 

ストメンバ－には本当に感謝しています。周りの方々に支えられていることを実感 

しています。2023年の目標は、定期的に体を動かして、健康な体づくりをするこ 

と。そして、娘を連れて宿泊有りの旅行に挑戦したいと思います。まだ日帰り旅行 

しかしたことがないのでドキドキします・・・。本年もどうぞよろしくお願い致します。 
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本年もよろしくお願いいたします。 

明けましておめでとうございます。 

旧年中は大変お世話になり、ありが 

とうございました。本年もよろしくお願 

いいたします。 

ビジネススタイリストに入ってもうすぐ 

2年になります。まだまだ未熟ですが 

丁寧、正確さを心がけ、一生懸命、 

仕事に取り組んでいこうと思っており 

ます。プライベートでは、昨年嬉しい

ことがありました。息子の就職が決まりました。上の娘の時に

もそうでしたが、求められるものの基準がわからず、悩んでい

る姿をただ見守るしかありませんでしたが、決まってくれて本

当に安心しました。ただし、勤務地は東京なので、一人暮ら

しになります。今から寂しい気持ちがしていますが、よくドラマ

などで、実家から食べ物などを段ボールに詰めて送ってあ

げたりするのを見ますが、自分でそれをすることを想像する

と、何だか楽しいかもと思ったりします。息子から、物よりお金

を送れと言われそうですが（笑）。子育ても一段落です。 

今まで子供中心の生活をしてきたの 

で、これからは、自分のために時間 

を使いたいと思いますが、相変わら 

ずの無趣味なので何をしようか困っ 

てしまいます。 

今年こそ何か夢中になれるものを見 

つけたいと思います。 

 

2023年もよろしくお願いします！ 
あけましておめでとうございます。 

ビジストに来てあっという間に１年が 

過ぎました。自分なりに頑張ったつも 

りが空回りしてしまったことも多々あり 

ましたが、先輩方の惜しみないバッ 

クアップやフォローがあり、私自身大 

きく成長できた気がしています。 

本年も少しでも良いお仕事が提供で 

きるよう頑張りますので、どうぞよろし 

くお願いいたします！ 

さて、年末年始は皆さまはどのようにお過ごしでしたか？我

が家は昨年のクリスマスに久々に鉄板焼に行ってきました。

正確にはクリスマスは予約が取れずで一週前倒しでしたが、

美味しさは変わらないので問題ナシです。 

鉄板焼ってその場でプロの調理を見ながら出来たてをいた

だけるのがいいですよね。そして程よい量の美味しいお肉…

今回はフランベの時に、写真撮影のためにわざわざ照明を

落としてくれました。いまやSNS時代、こういうサービスも当た

り前なんでしょうかね？？ 

昨年は節約節約（できていたかは別） 

の１年だったので、久々のご馳走が本 

当に美味しくて嬉しくて、良い心の栄養 

補給になりました♪頑張ったご褒美は 

大事ですね。２０２３年は＋投資で 

資産形成を頑張りたいと思います！ 

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
                   明けましておめでとうございます。 

旧年中は大変お世話になり、あり

がとうございました。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 昨年も上司、先輩、同僚そして、

お客様に支えていただき、前向き

で明るく、何よりも気持ちよくお仕事

させていただけました。皆さま本当

にありがとうございました。本年は、

昨年までの教訓を生かし、丁寧に 

仕事に取り組みます。そして、昨年よりも少しでも多く、皆さ

まのお役に立てるよう努めて参ります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 さて、プライベートですが、今年は来年からの運気上昇の

準備の年だそうです。今年の頑張りが、来年以降に関わる

とのこと。頑張ります。ただ、健康には注意とのことですの

で、ちゃんと体を休める日を作ったり、睡眠時間を削り過ぎ

たりしないようにしたいと思います。 

 そして、私個人のクレドにある『接客を心から楽しみお客様

を幸せにできる人、お店、会社を増やすこと』ことに邁進しま

す。加えて、「自分のやりたいことがわからない」「このままで

いいのかな？」とモヤモヤしている方に、本当にやりたいこと

を見付けていただくプログラム『自分発見！My クレド作成講

座』も開講します。目標に向かうとワクワクしますね。 

皆さまのワクワクもぜひお教えください。 

 

 

藤本 峰子 
（みーちゃん） 

本年もよろしくお願いいたします！ 

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりまし

た。今年もよろしくお願いいたしま

す。 

この 1、2年「笑顔になれる選択を

する」をテーマにしてきました。

日々、穏やかでない時もあります

が、起こったことは何かしらの意味

があって、自分の糧になるだろう

と、笑顔を心掛けるようになると、 

結果良い方向へ動いているものだと実感します。 

新しい事にチャレンジすることも然りです。あれこれ考え、チ

ャレンジに及び腰でも、笑顔で「これはチャンス！やってみよ

う！」と口に出してみると勇気が出てきます。 

そして、今年のテーマは、「研ぐ（とぐ）」です。これまで自分

に足りないモノや能力を獲得することに私なりに頑張ってきま

した。得難い経験もあり、力になったり、上手くいかなくて、自

分にがっかりすることもあったりと、充実してきました。 

そろそろ私も５０代後半。自分の中にあるモノを研いで、使っ

ていくことに意識を変えていきたいと思います。 

ありがたいことにビジストでは、自分に 

合った分野を担当させていただいて 

おります。Ｎｅｗｓや、ブログ、メルマガなど 

の発信を今後も皆様のお役に立てるよう 

頑張ります！ 

澤井 文枝 
（ふみさん） 

西村 眞理 
（にしむらさ～ん） 

米田 幸子 
（さっちゃん） 
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2023 

新たな旅の楽しみ 
昨年は JRの企画にのっかり、２つの新たな旅をしました。1つは「サイコロ切符」です。 

サイコロを振り、行き先が決まるというドキドキな旅ができます。交通費がなんと往復で 

5000円。最大 82％割引お得すぎる～。私は倉敷が当たり、大原美術館、美観地区 

後楽園を訪れました。第三弾が締め切られたところですが、大人気のようです。 

もう一つは、名探偵コナンのミステリーツアーです。コナン君の漫画はほとんど詳しく 

ありませんが、謎解きも楽しめるのかなと年末に挑戦してみました。行き先は、下関 

門司港、小倉です。まず下関からスタート！最初の目的地はバスで 30分かかる場所。 

これは結構時間がかかる予感（汗）。冊子を読み、料亭の家宝を盗んだ犯人を捜す 

のですが、行くべきポイントごとにコナン君の看板を見つけると、ヒントがもらえます。 

ヒントというか、ほぼ答え・・・(笑) 謎解きとしては全く面白くなかったのですが、 

おかげで自分では行かない観光ポイントをたくさん巡ることができて、楽しかったです。 

 

大西 美佳 
（みかりん） 

大阪オフィス 

第 206 号 

尾崎 貴子 
（たかちゃん） 

桐谷 鈴奈 
（れいちゃん） 

 

寒さ厳しい折、暖かくお過ごしください。今月もどうぞよろしくお願いいたします！ 

福利厚生で楽しむ 
映画は見たいけど、最近は家でもすぐに見られるようになるし…、と映画館に足を運ぶことは滅多に

なかったのですが、１月は映画を２本も観に行ってきました。１本目の『すずめの戸締り』は、新海監

督が作品に込めた思いを聞き、これは観たいと思って映画館に足を運びました。その後、夫が会社

の人から、「会社の福利厚生を使ったら映画が３００円で見られますよ」と聞いてきたため、そんな値

段で観られるのであればと、早速２本目を観に言った次第です。恥ずかしながら現金なやつらです。

今の映画館は足元も広くて座席も快適だし、映画館で観るとテレビ画面とは全く違うから、などと夫婦

で言い訳？しつつ、早速２本目の映画を観に行こう！と、なりました。 

因みに 2本目はキムタク主演『レジェンド＆バタフライ』です。とても良かったです。 

毎週末の行動が、基本は同じ区内のスーパーマーケットに行くことのみである 

出不精の夫が、足を延ばして出かけるきっかけ作りになっていることが、 

私としては、とても嬉しい効果だと感じます。次は何を観に行こうか、検討中です。 

海遊館に行ってきました 
1月に入り、家族で海遊館にいきました。子どものころに何度か行ったことがありますが、その頃と比べ

て変わらない姿で、まるで年月が止まっているかのような感覚に陥りました。入ってしばらくすると、壁

一面の大きな水槽に、様々な海のいきものが泳いでいました。私は学生時代、水泳部だったこともあ

り、水が流れている音やその姿を見ることが好きなのですが、たくさんの魚が水槽の中をゆったりと泳

ぐ様子は、海の中にいるようで落ち着きました。娘が、どんな反応をするのかなと観察していると、じっ

と水槽の中を観察し、「おさかなー！」と言ってはしゃいでいました。そして娘が一番興味を示したもの

は、水槽の中でお掃除しているダイバーの方。確かに、何をしているのか気になりますよね。お魚より

夢中で 5 分ほど立ち止まっていました（笑）偶然、幸運にもジンベエザメのお食事の時間を見ることが

できました。大きな口を開けて、海水を飲み込み、エラから吐き出していました。大きな体で、エサが

プランクトンだというので、驚きますね。非現実を味わい、大人になってからの方が楽しいかもしれない

と思う程、大満足でした。娘を追いかけるのに必死で、素通りする水槽もいくつもありましたが（笑） 
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時代は変わる 

1月に大寒波が到来し、関西でも雪 

が降りましたね。私は東北出身なの 

で雪には慣れているはずなのに、何 

となく非日常の気がして慌てました。 

さて、先日テレビで今では信じられな 

い昭和のあれこれについての番組を 

見たのですが、駅の伝言板やどこで 

もたばこが吸えたなど、懐かしくて面 

白かったです。普段は気にしていな

くても、時代はどんどん変わっているのですね。それを実感し

た出来事が、姪の結婚式でした。式場に入ってみると、何と

なく違和感が。牧師様にしては服装が普通のスーツだなと

思っていた人は、やはり牧師様ではなく、やめる時も健やか

なる時も…のような言葉はなく、新郎新婦が誓いの言葉を

述べて出席者がそれを承認するということで、？？のうちに

式は終了。後で知ったのですが、人前式という最近流行っ

ている挙式のスタイルなのだそうです。時代は変わったなと

思いましたが、こういうのもいいなと思いました。披露宴もオリ

ジナリティ溢れる演出と、温かい雰囲気で楽しかったです。 

ただ一つ残念だったのは、乾杯の挨

拶をした私の夫です。緊張から頭が

真っ白になり、しどろもどろ。そういえ

ば、数十年前の新郎の挨拶でも間

違えていた夫。時代が変わっても変

わらないことがあるようです。 

 

はじめてのお留守番 
年が明けたと思ったら、もう 2月です 

ね。あっという間に過ぎていく日々の 

中、ニュースになるようなことといえ 

ば年末にまで遡りますが…2年ぶり 

に横浜へ帰省したのですが、うちに 

猫が 2匹いるので、帰省中のお世話 

を初めてペットシッターさんにお願い 

することにしました。 

知らない人に家に上がってもらうこと 

に最初は抵抗があって悩みましたが、いざ問い合わせてみ

ると、どのシッターさんも年末は予約でいっぱいとのこと。すご

くニーズがあるんですね！ 

そんな中、やっと引き受けて下さる方が見つかり、面談をし、

家の鍵を預け、前払いで料金をお支払い。盗るものは何も

ないですが、このまま逃げられたら終わりだなーとは、やっぱ

り考えてしまいますね…来てくださったシッターさんも、どちら

かというと寡黙な方で、サービス精神旺盛、という感じではな

かったのですが、うちの子たちを抱っこした時にふと見せた優

しーい笑顔に「この人ならお任せできる」と確信しました。笑 

人好きな猫とはいえ、見知らぬ人が出入りしたらやっぱり怖

いかなぁと少し心配でしたが、上手におも 

ちゃで遊んでくれるシッターさんは 3日目 

には大喜びでお出迎えされたそうです！ 

おかげで我々人間も猫たちも、楽しい年 

末年始を送ることができました。シッターさんに感謝です♪ 

 

新たなものが生み出される時 
                    皆さま、こんにちは。寒さが厳しいで

すね。食事や睡眠に気を付けて元 

気に乗り切りたいと思います。 

 さて、先日 3年ぶりに開催された社 

中の初釜に参加しました。お茶席で

は濃茶と薄茶をいただきます。伝統

的な茶道の世界も、with コロナで新

しい生活様式が生まれています。 

もともと薄茶は、1人一碗で提供さ 

れるのですが、お濃茶は、3～4人分を 

1碗で提供し、回し飲みをします。 

しかし、感染症の流行により、濃茶も 1人 

一碗で提供されるように変化しています。

お茶をいただく作法も細かく決まっていま

す。その中で 1人一碗に変わり、作法も 

所々変化しています。感染症が収まれば、元の作法に戻る

ため、元来の作法を念頭に置きつつ、あたふたしながら特

別仕様でお茶をいただきました。 

今回の初釜で、伝統を重んじるお茶の世界でも、「こうし

て強制的に変化し、新たなものが生み出さ 

れていくんだなぁ」としみじみ感じました。 

TVなどで「コロナによって世の中が変わる」 

と聞いていましたが、それを実感しました。 

それにしても、久々のお茶会。 

とてもいい時間を過ごせました。 

 

 

藤本 峰子 
（みーちゃん） 

テレビ体操、ラジオ体操 

ある日、健康番組で専門医が「運 

動習慣のない人がいきなりやっては反 

って危険です。ラジオ体操位から始め 

ては」という言葉に、これはもう私に向 

けられている！と、次の日から「ラジオ 

体操」を始めてみました。今はラジオ 

ではなく、ＮＨＫで「テレビ体操」、「みん 

なの体操」というのが平日 3回、土日 

は1回ずつ放送されています。確実に

できそうな朝、6時 25分から 10分間の体操から始めること

にしました。ちなみになぜラジオ体操は 6 時半からなのかと

調べてみると、早起きの習慣を付けるためで、小学生の夏

休み期間の乱れがちな生活リズムを整えるため活用されて

いるとのことです。 

第 1 と第 2、計 6分間で 20.79ｋｃａｌ。女性ならば 3回す

るだけで一日に必要な最低運動量を満たせるそうです。朝

の時間は 10分間続けてやるときもあれば、1つだけの時もあ

ります。残りの時間は日々テーマがあって、足や腕の強化日

や、ストレッチの日、脳を活性化する日など、毎日やっても発

見があります。あらゆるアングルからのショットが斬新です。さ

らに、みんなの体操、リズム体操と体操がどんどん増えて

…。一日中体操することなる～(笑)。11月頭から始めて3カ

月。不覚にも 1日だけ寝過ごしてしまった日があります。1月

1日「新春テレビ体操」。特別な体操なのか？ 

悔しいので、来年こそはと心に誓っています。 

 

澤井 文枝 
（ふみさん） 

西村 眞理 
（にしむらさ～ん） 

米田 幸子 
（さっちゃん） 
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3 
2023 

懐かしいひと時 
先日 25年ぶりに、短大時代の友人３人と会いました。 

年賀状でお互いに「会えるといいね！」コメントを書くこと、うん十年。「早期退職しようかなぁ」という一

人の LINE メッセージをきっかけに、全員で集まろうとなり、ＳＮＳでつながっていないメンバーには、手

紙で連絡し、やっと 4人のＬＩＮＥグループができまして、無事にランチ会が実行されました。 

若いときのイメージとは違い、それぞれ年を重ねた風貌になっていましたが、話しだすと、話し方やた

たずまい、言動の雰囲気など、人って変わらないんだなぁと実感。 

話題の中心は、健康問題(笑)。そして、だんな様が定年、再雇用となり、これからの資産運用をどう

したらいいのかや、子どもの結婚などでした。みんなそれぞれいい人生を送っている様子で、楽しい時

間を過ごせました。専業主婦とパート主婦もいるので、ランチの予算はどれぐらいなのかと心配してい

ましたが、予算高めでもOKのようで、世の女性たちは、いくつになっても、消費活動に貢献しています

ね。今後は定期的に集まろうと、幹事待ち回り制にしたので、次回も楽しみです。 

大西 美佳 
（みかりん） 

大阪オフィス 

第 207 号 

尾崎 貴子 
（たかちゃん） 

桐谷 鈴奈 
（れいちゃん） 

 

日に日に春めいてきました♪ 今月もどうぞよろしくお願いいたします！ 

採用選考で見極めたい！ 
先日、採用に関するｾミナーに参加した際、講師の先生が、「前職で問題をあった人は、再び繰り返

して問題社員化するケースが多い。問題行動で解雇され、訴訟を起こすことも繰り返している。人は

変わらない。」と、話され、「やっぱりそうだよね」と思いました。しかし会社側は、人手不足のため応募

してくる人を選べない状況で、とりあえず採用されることもあり、悩ましいところです。問題社員を採用

してしまうと、その後に費用や精神面等々、様々な負担増に繋がりかねないため、採用時に見極め

たいものです。実際のところは、面接だけではわからないことが多く、適正検査や実技試験 

等を実施されることがお勧めです。 適正検査では、在職社員に受けてもらい、 

優秀な社員はどんな結果が出るのかを参考にして、採用に活かす方法も 

有効です。その他、リファレンスチェックで、前職での勤務状況や人物像等の 

情報を収集して採用の見極めに活かす方法があります。欧米では一般的らしく 

日本でも実施する企業が増えているそうです。ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 

久々の大阪駅で… 
先日、友人と会う約束があり、娘と 2 人で大阪駅へ出かけました。少し時間があったので、グランフロ

ントの中にある、ボーネルンドが運営しているあそび場「あそびのせかい」に行こうとしたものの、数年ぶ

りの大阪駅で大苦戦…なかなかエレベータが見つかりません。周辺を探索し、エレベータを見つけ乗

りこむと、怖くなったのか急に娘が泣き出すハプニングも。知っている道に出て調子よく進んでいると、

その先には必ず障害物（階段やエスカレーター）が現れます。地下へ行ったり、1 階へ行ったりと迷っ

ているうちに、娘の機嫌が悪くなり「抱っこ」をせがまれ、11 キロの娘と荷物を担いでベビーカーを押

すことに。運動不足の体にムチを打ち、気合で乗り切りました（笑） 「あそびのせかい」に着いた時点

で私はへとへとに。一方、娘は魅力的な遊具やおもちゃに囲まれ、目をキラキラさせ楽しそうに遊ん

でいました。子どもが楽しそうにしている顔を見ると、疲れが吹き飛びます。（翌日は筋肉痛でした） 

先日、雛人形を飾りつけしました。1 つのお人形の高さが 10 ㎝ほどの可愛らしいお雛さんです。お家

の中が華やかになり、良いですね。娘と一緒にお雛さんに話しかけることが日課になっています。 
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お湯に感謝 

お湯が出ない！１月に給湯器が故 

               障しました。18年も使っていたので 

               ついに来たかという感じでしたが、焦 

               りました。ガス屋さんに連絡すると、 

               その日中に来てくれて、部品交換で 

               何とか直りました。しかし、もうさすが 

               に本体を新しくしないといけないと思 

               い見積をお願いして、在庫も確認。 

               ひとまず安心していたところ、ひと月 

もたたないうちにまた故障！新しい給湯器にしてもらうため、

また大慌てでガス屋さんに連絡。しかし、今回は３日後でな

いと来られないとのこと。それでもかなり有難い。そんなわけ

で、２日間銭湯に行くことになりました。幸い歩いて１０分ほど

のところに銭湯があることを思い出し行ってみることに。スー

パー銭湯とは違い、ご近所さんが通う昔ながらの銭湯。料金

は４９０円。レトロなタイルがかわいい浴場。小さいながらもサ

ウナや露天風呂も完備。常連らしき方々が話していたり、こ

ちらでお母さんと入っている子供に「ちゃんと洗えよ」と男湯

から大きな声が飛んできたりと、なかなか良い雰囲気。電気 

風呂は、手を入れたらピリピリしたので

怖くて入れませんでしたが、久々の銭 

湯で体の芯まで温まりました。そして湯 

上りにはコーヒー牛乳をゴクリ。最高の 

気分でした。その後新しい給湯器にな 

り、お湯が出る有難みを感じています。 

 

OMO 7 by 星野リゾートに行ってきました 
大阪いらっしゃいキャンペーン、皆さ 

ん利用されましたか？！私は先日、 

このキャンペーンを使って……では 

ないのですが、新今宮駅前にオープ 

ンした「OMO 7 ｂｙ星野リゾート」に行 

ってきました。 

なにしろ旅行となると猫のことが心配 

なので、近場で、何かあればすぐに 

帰れて、でもちょっと非日常体験が

したい！…ワガママだらけですが、これら全てをかなえてくれ

たのが OMO 7 でした。ラグジュアリーというよりはなにわコン

セプトを詰めこんだ面白いホテルで、ホテル入口に続く通路

（写真）には「たこ焼き」のシルエットが描かれてました！まる

で美術館みたいな雰囲気です。フロント前には大きな窓から

日が差し込むフリースペースが広がっていて、食事やお茶は

もちろん、ゆっくり読書したりお仕事で使うのにも良さそうな感

じ。お部屋は畳にベッド・ソファのある和モダンテイストで、私

の泊まったお部屋は広くはなかったですが、窓が大きくて気

持ちが良かったです。大阪いらっし 

ゃいキャンペーン効果なのかお子 

さん連れがすごく多くて、新世界の 

界隈もすっかりコロナ前に戻った感 

がありました。大人もゆっくりできて子 

供の遊び場もたくさんある、皆が満 

足できる素敵なホテルでした！ 

 

その名の通りまだ青々しています！ 
                    皆さま、こんにちは。三寒四温とは

よく言ったものです。徐々に寒い日と

暖かい日の割合が移り変わり、春に

なって行くこの季節。どうぞご自愛く

ださい。 

さて、昨年12月のお華のお稽古で 

『万年青（おもと）』を生けました。 

葉の濃い緑色と、実の朱色のコント 

ラストが鮮やかな花材です。万年青 

は不老長寿を表し、縁起の良い植 

物とされています。 

「引っ越し万年青」と言う言葉もあり 

ます。これは引っ越しの際、日柄の 

良い日を選んで人や荷物よりも先に 

新居へ万年青を入れる風習です。 

この風習は、徳川家康公が江戸城へ入城する際、万年

青 3鉢を抱えて入城し、床の間に飾り、徳川 300年の繁栄

を築いたという古事にちなんでいるそうです。 

このような花材のため、先生が新年を迎える準備として

12 月半ばにお稽古してくださいました。そこから 2 カ月を超

えて、今も青々としています。切り花なのにすごい！！ 

家康公は、この変わらぬ姿に、 

『安寧の世が末永く続くように』願いを 

込めたのだろうなぁと、いにしえに 

想いを馳せています。 

 

藤本 峰子 
（みーちゃん） 

仕込み 5分で贅沢ごはん？ 

コロナの流行以降、自炊中心となって 

３年、手際こそマシになってきた分、 

メニューも固定化してきました。良く言 

えば、ほっとするいつもの味、悪く言え 

ば変わり映えしない味。モチベーショ 

ンの低下を否めません。贅沢なことで 

すが、日々の楽しみの上位にあるのが 

「食事」。動画やレシピサイトを見なが 

ら挑戦するものの、老眼には厳しいも

のがあります。 

結局料理本が一番しっくりすると書店で見つけたのが「仕込

み５分でフレンチも和食も！」です。フライパン、鍋、蒸籠そ

れぞれに具材と調味料を入れて仕込み、煮るか焼くか蒸す

だけ。ほぼ２工程で完成します。フレンチや和食以外にもイタ

リアン、中華、エスニック、韓国料理のメニューも入っていま

す。なぜか持っているクミンやローズマリー、 

ナツメグなどのスパイスや冷蔵庫に眠って 

いるコチュジャンなども、こういう風に使うと 

お店の味っぽくなるのだなと発見がありました。 

ほぼ１年ごとにチャーハン、ナポリタン、 

焼きビーフンと偏愛ブームを楽しん 

できましたが、今年は丸々この一冊、 

作ってみようと思っています。 

 

澤井 文枝 
（ふみさん） 

西村 眞理 
（にしむらさ～ん） 

米田 幸子 
（さっちゃん） 

フリカッセっていうらしいです 

早速、イタリアンできました → 
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2023 

酵素風呂 
酵素風呂ってご存知ですか。保険代理店を経営している友人が、2年前に始めた「ももじぃの薬草酵

素温浴」。50年研究を重ねた「飛騨産の自然木炭」「薬草 10種」「米ぬか」がブレンドされた酵素。 

ヒノキの桶（大工さんに特注したそうです）に入った酵素の中に、砂風呂のようにすっぽり 

と埋まるような形で入ります。自然発酵により、中は温泉のように熱いので、汗だくに。 

自然の力って不思議ですね、発酵により 60～70度にもなるそうです。 

友人曰く、酵素は生きているので、毎日栄養を与えて、混ぜ返しているそうです。 

1人が温浴した後は、2時間休ませて、酵素を活性化させてから、次の方が温浴 

できる状態になるという、手入れにもかなり手間がかかるシロモノです。 

そんな有難い酵素温浴の効能は、30分で冷え性改善、全身デトックス、お肌ツルツルになります。 

花粉症で鼻づまりだったのに、酵素温浴の部屋に入ったとたん、鼻がすっきりし、快適に息ができまし

た！酵素のおかげかも。箕面にあるので、興味をもった方は、ぜひﾁｬﾚﾝｼﾞしてみてください。 

大西 美佳 
（みかりん） 

大阪オフィス 

尾崎 貴子 
（たかちゃん） 

桐谷 鈴奈 
（れいちゃん） 

 

新年度がスタートいたしました。 ビジストスタッフをどうぞよろしくお願いいたします！ 

高知に行ってきました。 
先日、何十年ぶりかで高知に行ってきました。友人と学生の頃に行った「桂浜」と、「はりまや橋」は、

変わらずでしたが、現地の今は、「坂本龍馬」と「鰹」が前面に出ていて、様々なところで目にします。

鰹好きの私達夫婦は旅行中、毎日鰹を食べてせっせとＤＨＡを摂取した次第です。（笑） 高知へ行

き知ったのですが、高知はアンパンマンの作者・やなせたかしさんの生誕地とのことで、 

高知駅の階段はアンパンマンが描かれ、通りにはアンパンマン達の石像が点在し、 

可愛い発見が多くあります。子供と一緒に見ていた頃のことを思い出して、 

懐かしい気持ちになりました。ほっこりです(^^)  

そして、絶対に行くスポットと決めていた仁淀川「にこ渕」。当初の天気予報が雨に変わ

り大慌てに。「見られますように」と祈りつつ、雨雲の隙間時間を狙い、早朝５時起きで

現地へ向かいました。向かう車中、雨降りが強くなることもあり、不安だらけでしたが、到

着時は雨が止み、綺麗な仁淀ブルーを見ることができました。 神様ありがとう！ 

4年間ありがとうございました。 
お庭に植えたチューリップが、日に日に成長し、春を感じています。チューリップを毎日 

見ていると、新たな発見が！先に葉っぱが成長し、その中にふっくらとした蕾が隠れて 

いました。茎が伸びる前に、先に蕾ができるなんて…キャベツのようで可愛いですね。 

キャベツの状態から 10日ほどで、立派なチューリップが咲きました。 

 

突然ですが、この度、約 4年間在籍しておりましたビジネススタイリストを退職することになりました。 

4月より新たな夢に向かって一歩踏み出します。ビジネススタイリストのメンバーと共に、 

4年間を過ごした日々は、充実したかけがえのないものとなりました。未経験だった業務 

をたくさん任せていただき、感謝しています。顧問先の皆様にはご迷惑をおかけしたこと 

もあるかと思いますが、少しでもお役に立ちたい思い一心で取り組んでおりましたので、 

少しでもその思いが届いていれば嬉しいです。本当にありがとうございました。 

第 208 号 
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桜 

今年は桜の開花が早かったです

ね。お花見は楽しまれましたか？ 

桜の名所は色々ありますが、桜並木

が川沿いに多いのには理由があるそ

うです。享保年間、八代将軍徳川

吉宗の時代。当時の幕府は財政難

にあえぎ、質素倹約が奨励されてい

ました。そして頻繁に墨田川の氾濫

による水害が起こっていました。そこ 

で桜を川沿いに植えて、花見客に地面を踏み固めてもらお

うと考えたのです。桜はたくさん根を張る樹木なので、土砂

の流出を防ぎ堤防に最適。そして、春に咲くので河川の氾

濫の多い梅雨や台風の秋の前に踏み固めることができるの

です。また、吉宗は花見の時だけは無礼講を認めます。倹

約令に反する御馳走もＯＫ。我慢を強いられていた町人が

一気に集まりました。こうして、花見は、武士・町人の身分の

差を超えて同じ場所に集まってハメを外せる国民的行事に

なったのだそうです。 

現代の私たちも、新型コロナで我慢を強いられていたので、 

今年のお花見は制限が緩

和されて、以前のような飲酒 

や飲食を楽しまれたれた方

も多かったのではないでしょ

うか。桜の季節は短いです

が、大好きな季節です。 

 

世の中捨てたもんじゃない 
先日の WBC、本当に盛り上がりまし 

たねー！ 

私は野球はそんなに詳しくはないで 

すが、WBCは巻き起こるドラマが本 

当に感動的で、毎回楽しみにしてた 

りします。 

あの奇跡の準決勝の日、甥っ子が 

東京から遊びに来てたので、近くの 

ファミレスにランチ集合したのです

が、まさに勝つか負けるかのタイミングで、お店へ向かう間

も、席に着いてからもスマホでAmazonプライムのライブ中継

をじっと見つめる親族一同。他のテーブルの家族連れも、皆

同じように各々小さな画面をじっと見つめていました。 

そして村上選手の、あのさよならヒットを打った瞬間、店中に

歓喜の拍手と歓声が（もちろん私たちも大はしゃぎ）。ちょうど

このタイミングに運悪くドリンクを取りに席を立っていた男性が

驚いて振り向き「えっ打ったんですか？！」と話しかけて来た

ので経緯を伝えると、その方も思わずガッツポーズが出ちゃ

ってました（笑）立ち上がって泣いている女性もいました。こ

の騒ぎに店員さんまで奥から出てきて「どうなさったんです

か？勝ったんですか？村上ですか？！」 

と興奮気味に尋ねてきたので、思わず笑 

ってしまいました。見知らぬ人たち同士が 

日本の勝利で一つになって喜んでいるのを 

見て、ちょっとほっこりした藤本でした。 

国産レモン爽やかです！ 
                    皆さま、こんにちは。3 月上旬は暖

かいを通り越して暑いぐらい。今は

10℃を下回る朝晩の冷え込み。花

冷えとは言え、寒暖差が激しいです

ね。どうぞご自愛ください。 

 さて、先日ご近所さんから「庭で育

てているレモンがたくさん実ったの

で」とレモンをいただきました。そして

「無農薬だからね」とのこと。うれしい 

です。早速、スライスしてはちみつ漬けにしました。 

 さて、レモンつながりで･･･先日、カフェに 

行きました。その日は、20℃を超える暖かさ 

その上、暖房が入っていて暑くてたまりませ 

ん。いつもは温かい飲み物をいただくのです 

が、冷たい飲み物をいただくことにしました。 

メニューを見ると『瀬戸内レモンソーダ』と、なんとも爽や

かなメニューがあります。迷わず『瀬戸内レモンソーダ』を注

文しました。 

1/4にカットされ、且つ皮ごととても薄くスライスされたレモ

ンがシロップ炊きされたものに、ソーダが注がれているようで

す。太いストローなので、ソーダだけでなく、レモンも 

一緒にいただけます。レモン果汁の酸味とシロップ 

の甘み、そこに皮の苦みがプラスされ、とっても 

爽やか！とっても美味しいです！！すっかり 

瀬戸内レモンソーダのファンになりました！ 

 

藤本 峰子 
（みーちゃん） 

定年後おむすび屋さんに転身！ 

定年退職を機に「おむすび屋」に転身 

した知人に会いに行きました。元々ホ 

テルで事務職を定年まで勤めあげた 

人なので、食の仕事はもちろん、個人 

で仕事をすることも初めてとのこと。 

周囲や飲食業の人からのアドバイスに 

「私にできるのかな？甘いのかな？」 

と落ち込んだり、不安になったりした 

そうです。 

それを乗り越えたのは、「自分が美味しいと思うおむすびをシ

ンプルに食べてほしい。自分がほれ込んだお米や、塩、海苔

を生産者に近いところから買い求め、梅干しや、漬物、お味

噌は、手間ひま掛けても自分で作ろう」など、拘るポイントを

明確にできていたからだそうです。そして、その働き方も「い

きなり店を構える前に店舗の軒先販売やイベント出店から始

めて、その日の分はその日に完売することに集中しよう」と決

めて、色んな人たちと交流しながら、少しずつ大きくしていこう

と具体的に描いていったそうです。今では地元紙で紹介され

たり、地方で出店したり活動が広がっています。知人とはワタ

シ・ミライ・デザインWSで出会いました。定年後の生き方のヒ

ントにと参加されたと聞いていました。 

キャンバスにもおむすび屋さんとして 

イキイキと働く自分も描いていました。 

そのキャンバスに描いていた通りの 

おむすびは、当然美味しかったです！ 

澤井 文枝 
（ふみさん） 

西村 眞理 
（にしむらさ～ん） 

米田 幸子 
（さっちゃん） 
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テニス始めました 
運動が苦手で体育が大嫌いだった私ですが、50代になり、体力低下がとても気になる。 

10 年以上通っているピラティス、数年前からトレッキング（初心者コースのみ）、2 年前からゴルフ打

ちっぱなしと、少しずつ運動習慣を取り入れています。姿勢が改善されたせいか、身長が 1 センチ伸

びました(笑)。何も運動していなければ、今頃もっと身体の衰えを感じていたことでしょう。 

そして、4 月から夜のインドアテニススクールに通い始めました。20 代の頃、友人とスクールに通って

いたことがありますが、30 年のブランク。できるのか不安でしたが、なんとかラケットにボールを当てる

ぐらいのレベル感でした。コーチが 2名いるので出番も多く、1時間 20分の１レッスン中走り回るので

汗だくになります。ご年配の方が楽しそうにテニスしている姿に憧れていますので、いつか余裕をもっ

て試合ができるようになりたいです。 

さて話は変わりますが、GW のおすすめスポットをご紹介します。長居植物園に常設されているボタニ

カルガーデンです。昼間、植物を楽しむことができる場所に、何やら出現する 

幻想的な光のオブジェやたくさんの光る大玉など。お昼の植物園とは、全く別 

の顔をみせる空間を散策できますので、夜のお散歩にどうぞ！チームラボ 

によるプロデュース「自然が自然のままアートになる」プロジェクトだそうです。 

自然と調和した光のアート作品とその空間を五感で感じてみてください。 

 

大西 美佳 
（みかりん） 

大阪オフィス 

楽しく居心地の良い場を作っていきます！ 
今年も始まりました、毎年４月開講の実践型リーダーシップ研修は、１２期となりました。(^^)/ 

ご参加いただく方々の年齢と、年を重ねていく私とで年齢の差がどんどん開く状況にあり、研修が終

わるとエネルギーを使い果たし、ヘロヘロになりますが、面談で色々なお話を伺う事や、一生懸命な

姿勢で学ばれる受講生の方々とかかわることは、大変楽しく、毎年多くのことを学ばせていただいて

います。今年も、ご参加される方々が「仕事を楽しむこと」、「部下の成長を 

楽しむこと」等、多くのことを楽しく学んでいただけるように、居心地の良い場を作って 

いきたいと思います。 

同じく４月に、初めての総務交流会を開催しました。女性限定の会でしたが、 

８名の方にご参加いただき、楽しい時間となりました。男性の育児休業取得の 

進め方は？勤怠管理はどうしてる？有給取得を促進するには？などなど、様々な『どうしてる？』に

ついて、意見交換を行いました。各社、社員の男女比率やシステム導入状況、働き方など会社様ご

とに違いがあり、苦労していることも様々なご様子。同じような仕事をする者同士、他社の意見や状

況を聞いて、「そんな方法あったのか」、「みんな頑張ってるんだ」など、感じていただけていると嬉し

いなと思います。これからも、皆様が楽しく気軽に話せる場を提供していきたいと思っています。皆様

のご参加をお待ちしております。 

尾崎 貴子 
（たかちゃん） 

新緑が映える爽やかな季節を迎えました！今月もお元気でお過ごしください 
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ありがとうスマスイ 

須磨海浜水族園がリニューアルさ

れることをご存知でしょうか。2024

年に須磨シーワールドになるそうで

す。そのため 2023年 5月 31日に

は営業終了となるそうです。そのこと

を最近知りまして、スマスイが無くな

るなんて、これは最後に行っておか

ないと！と思い先日行ってきました。

スマスイといえば、何度も行った思い 

出があります。中でも娘が歩き始めた頃、まさにペンギンの

ようによちよち歩きの娘を転ばないかハラハラしながら見守

ったことを懐かしく思い出します。三角屋根のスマスイは、35

年ありがとうの看板が掲げられていてちょっと寂しく感じました

が、波の大水槽やいろいろな魚の展示を楽しく見て回りまし

た。イワシは右利きが多いから右回りに泳ぐ、ミズダコは母親

が一人で子育てをしてその間6ヶ月から10か月も一切エサ

を食べずに卵を守り、孵化するのを見届けて死んでいくな

ど、豆知識を 4 コマ漫画で紹介していたり、少ない展示でも

結構見ごたえがありました。ペンギンコーナーでは、ペンギン

が水際まで来て入るのか？と思うと回れ右で戻って行き入 

らんのかーい！と思わずツッコんで 

しまうというお約束の姿を近くで見 

れてかわいかったです。本館のみ 

の営業でしたが、懐かしのスマスイ 

を最後に楽しめて良かったです。 

 

 

黒猫が 2回も横切った日 
昨年の今ぐらいのニュースで触れた 

お気に入りのフレンチのお店が、なん 

と閉店してしまいました… 

テッパンのお店を突如失いがっかり 

していた時、主人が「あまから手帖」 

のライターの方が紹介していた焼肉 

店が気になっているらしく、今年のレ 

ベルアップのお祝いは、そのお店で 

することになりました。 

場所はこれまたビジストの近くで、長堀通を少し中に入った、

割と静かな道を歩いていると、とても焼肉店には見えない素

敵な入口が！思わず写真をパチリ。 

ジビーフという完全放牧で育った野生の近 

江牛を和洋あれこれに創作アレンジし、メイ 

ンのお肉はご主人が目の前で焼いてくれる 

という、完全に焼肉屋の枠をはみ出たお店 

でした。お肉も美味しいんですが、天日塩、麹を独自ブレンド

したお醤油、半年待ちで仕入れるコショウなど、調味料への

こだわりが素晴らしく、どの仕入先もご主人の長年のお仕事

でできたご縁で繋がっている信頼のおける所なのだそうで

す。超・職人なのに、物腰はとても気さくで面白いご主人が、

１つ１つのお肉を慈しむように焼く姿が印象的でした。 

お店へ行く途中、黒猫が 2 回も横切ったのでちょっと心配し

てましたが、今回は完全に吉報！思い出に残る誕生会にな

りました。 

 

日常を取り戻しつつあることを実感しました 
 皆さま、こんにちは。寒暖差が激

しく。毎日、天気予報を見ながら着

るものを思案するこの頃。お変わり

なくお過ごしでしょうか？ 

 さて、4 月は恒例の新入社員研

修のため、関東方面に出向き、３

カ所のホテルに滞在しました。 

いずれのホテルも、ビジネスマンと

新入社員らしき方々が、たくさんお

泊りです。 

一昨年と 3 年前は、オンライン研修あるいは研修中止が

多く、昨年はリアル研修が少し戻りつつありました。しかし  

今年は、ホテルにお泊りの方々から、リアル研修がほぼ復活

しているのではないかと思われます。私は、接客の専門家で

すので、オンラインでは伝えきれない内容が多く、リアル研

修復活は大変有り難いです。 

 そして、出張でもう一つ感じたことは、外国人観光客の増

加です。これまで本当に苦しい想いをなさった観光業界の

方々にとっては、「待ちに待った」という感じではないかと思

います。 

 これに伴い、ホテルの宿泊費も通常 

価格に戻り、尚且つ直前では予約を取る 

ことに苦労しました。少しずつ日常を 

取り戻しつつあることを実感する 

研修行脚でした。 

 

藤本 峰子 
（みーちゃん） 

親しい方の個展へ 

先日、10年来親しくしている方の個展 

に行ってきました。生活が主婦業中心 

で、コツコツと雑貨やアクセサリーを、 

手作り仲間と共にマルシェを開いた 

り、百貨店にブース出店や、ワー 

クショップを開催など、私から見ると 

時間の作り方が上手だなと尊敬する 

ばかりですが、「子育てや介護の日々 

は本当に大変な時間だったからこそ、 

手作りの時間や仲間と発表する場所

が何より支えになったのよ」といつも話してくれる方です。 

 仲間と一緒に出展（むしろ裏方として活躍）することがメイン

だったのに、今回は個展というスタイル。どんな心境だったの

でしょう。尋ねると「今年 60 歳の節目を迎えるから。美大で

専攻していた日本画にもう一度向き合おうと思って」と話して

くれました。新作を描くのは相当な 

チャレンジだったそうです。 

話には聞いていましたが原画は 

やはり魅力的です。 

身近なモチーフや、その筆遣いに 

人柄も感じます。 

訪れた人たちも同じ想いのようで 

会場には、懐かしさと、 

「元気もらったわ」という泣き笑い 

に溢れて、良い時間を過ごせました。 

 

澤井 文枝 
（ふみさん） 

西村 眞理 
（にしむらさ～ん） 

米田 幸子 
（さっちゃん） 
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