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    社長と田中さんと吉森さんと、たくさんの勉強と練習の機会があるので私はよく習えて頂きました。フランスで

大学に、日本の文化を勉強しましたが、経験は本当に違います。例えば、案内中、私が詳しく聞いたり見たりしま

す。お客さんのグループの中に誰が一番大切な人か調べたり、年上の人と相談するのはどうすればいいかよく聞い

たりします。ミーティングの時と案内の時に、挨拶をだんだんできるになっていると思います。しかし、時々自信

がない場合もあるし、日本語が全然わからない場合もあるし、大変ですがこういう体験のおかげで、もっと速く習

うことができると思います。    

    

    浪花浪花浪花浪花。。。。。。。。。。。。何何何何？？？？    

 大阪に来た時から、できるだけ色々な所に行ったり、食べたことがない飯を 

食べたり、浪花っ子に会ったりします。写真を取ることは興味があるので、大 

阪で嬉しくなりました。印象的な反対が多いからです。大阪港から緑地公園ま 

で、梅田から動物園前まで、自転車で散歩して、狭い道に行って、写真を取り 

ます。疲れるになった時に、休憩して、美味しいから揚げとかお好み焼きとか 

和菓子とか食べに行きます。 

    

    奈良 奈良 奈良 奈良 ｖｓｖｓｖｓｖｓ. . . . 京都京都京都京都    

 日曜日に奈良に行きました。ホーンマにがっかりしまた。人は多すぎたし、鹿はつまらなそうだったし、お寺は

綺麗じゃない感じがしました。それに好きだ狭い道が見えませんでした。 

 先週の日曜日、京都に行きました。空は青くなかったですが日光に行ったことがなくても京都の雰囲気は結構で     

            した。もちろん清水寺に人が多すぎましたが、あそこの隣 

            に静かで美し道がありました。それに駅から清水寺まで歩 

            いて行って、途中こういう好きな雰囲気のある所が多かっ 

            たです。嬉しかったです。 

             その後宵の口で、祇園に行きました。着物と店の色と光 

            は素晴らしかったです。 

             すぐもう一度行く予定です！ 

                          ニコラ（原文のまま） 

 

 

 サービスについて考えてみる。 

 国語辞典には1-1）客をもてなすこと。接待。1-2)無料

の奉仕・案内・世話。1-3)値引きすること。2)景品とし

てそえること。３）サーブ。と記載されている。 

 英語の「service」について書き出すと長くなるのでや

めるが、「無償の行為」といったこと思い浮かべる。見

返りを期待しない行為という意味である。相手に何も求

めず相手に奉仕する、役に立つ行為を行う、そんな動き

のことである。 

 本当にそんなことができるのであろうか。理想的かも

しれないが、相手のことを考え、相手を見つめて行動す

るにはどうすればいいのだろうか。 

 一番難しいのは、自分の意向が入っていないかどうか

という点ではないか。自分の都合とか自分の思いとかが

混じりこんでいないか。完全に自我を離れて虚心坦懐に

相手のために行動できるかどうか。 

 サービスを提供する業務に服していて、何とか人の役

に立ちたいと願っているものとして、ちょっと頭を悩ま

して考えてみた。 

                    杉浦勝昭 

 

   平成24年7月ー8月予定 
 7月4日（水）16:00-20:00 

  杉の実I-go勉強会（古家裕子インストラクター） 

 7月11日（水）18:00-20:00 

  杉の実ネクスト異業種異世代交遊会  

      「フランス大統領選以降」など 

 7月13日（金）12:30-13:30 

  杉の実不動産ランチの会 

 7月25日（水）14:00-16:00 

  杉の実サロン「落語と落語家の話」桂枝女太氏 

  

 8月1日（水）16:00-20:00 

  杉の実I-go勉強会（古家裕子インストラクター） 

 8月2日（木） 会社設立記念日 

 8月7日（火）16:00-20:00 

  介護セミナー（兼高齢者向け住宅内覧） 

 

 8月11日（土）－8月16日（木） 

      お盆休み 

 

 参加ご希望の方はお問い合わせください 



８月２日、レンタルスペースショップ緑橋がオープンしました。今年の８月で１０周年です！！！ 

押入れ産業のレンタルスペースとしては、大阪第１号店でした。ＲＳＳをオープンするまでの準備期間は初めての

事ばかりで、何をどうしたら良いのか？もわからず、不安ばかりでした。 

 まず先に東京でオープンしていた店舗を見学しに行きました。レンタルスペースとは、

ビルやマンションの一室を１畳前後の広さに間仕切りした収納用の賃貸スペースなのです

が、トランクルームと違って、スペースを賃貸するので、季節用品や趣味の道具など出し

入れが自由に出来て、自分のクローゼット感覚で利用でき

る使い勝手のよさが特徴です。緑橋でレンタルスペースを

認知してもらうため、自分たちでチラシをポスティングし

たり、ティッシュを配ったりと、スペースを満室にしたい

と思いでみんなで頑張ってきました。 

 そんな中、気付けば「今年１０周年やん？？」何かしなければ・・・ 今、イベ

ントを考えています。この杉の実だよりが発行される頃には、盛大な？イベントが

決まっていることでしょう！ 

                               （みるて） 

 父親が永眠して半年が経つ。経験がお有りの方もいらっしゃる

ことだろうが、諸手続のややこしいこと。間違いを起こさないた

めに当然と言えば当然だが、それにしても厄介である。役所、金

融機関そして年金関連等々への書類の入手、記入及び提出。 

 まずは、本籍地と現住所が異なったためにそれぞれの役所への

出向きと申請と提出。それでもこれはまだ近かったから良かっ

た。ところが、金融機関の口座凍結の解除のための申請で、転籍

のため一定期間のデータが不足していると指摘が出た。遠方（約

1000ｋｍ）だし、目的からは不要じゃないかと掛け合ったが許し

てもらえない。そこで当該不足期間の転籍以前の住所をインター

ネットで調べたが、数十年前に合併して当該町が見当たらない。

かなり調べてそれらしい市役所に質問メールを送った。便利なも

ので、また丁寧に担当者から回答を得ることができ、手続きをし

てはれて謄本を入手した。（それはそれは手書きで判読が難し

い。）そして、金融機関に提出し凍結が解除になった。このこと

で、手続きのこともさることながら、今まで知らなかった私の三

代前の出所が分かった。 

 その２、母親の年金の仕組み。遺族年金に切り替えた。やっと

決定の通知が届いたが内容が分からないという。そこで母に書類

すべてを私宛に送ってもらって見てみ

た。「こりゃ年老いた母には分からん

わ」というのが感想。じっくり読んだ

が、私にも分からない。結局、年金機構

に聞きに行った。「老齢年金」と「遺族

年金」は別々に計算入金されること、調

整があること、物価スライドで前年と額

が違うこと等郵送されてくる資料ではな

かなか理解できない。皆さんはどうして

おられるのだろう。ただ、内容とどこの

年金機構事務所でも調べて

くれるのが分かったし、活

用すべきであろう。                           

       （ネプ） 

 八尾でう

ろうろする

ことの多い

私は、よく

八尾で食事

をします。

たまに無性

に行きたく

なる焼肉屋さん、それが「焼肉みき」。 

 駐車場完備で明け方までやってますし、

何かと重宝するんです。店の雰囲気は昔な

がらの焼肉屋さん、お肉の質もまあまあで

すし、何せタレが美味い！焼肉はやっぱり

タレですね！白いご飯が何杯でも食べれま

す。あとテールスープ！とろとろのテール

とテールからしみだした味が絶品です！ 

 一番のおすすめは、みきのおばちゃん。

小さなおばちゃんですがすごいパワフル！

あの小さな体で365日休み無しでやってるっ

てだけで元気がもらえます。 

 是非一度パワーを分けて貰ってきてくだ

さい。なかなかの八尾の隠れた名店です！ 

 ああ、書

いてると行

きたくなっ

て来ました

～～                     

                 

             

（しんぢ） 

                ホームページをリニューアルしました 
 より楽しく、より使いやすいホームページに変身しました。 

ブログにもっともっと書き込み、みなさまへの情報発信をここ 

ろがけていきますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、ホームページ制作にあたりましては 

(株)レイ・クリエーション様に全面的にお世話になりました： 

 http://www.raycreation.co.jp/ 



 幾度となくラーメンに

関する記事を書かせてい

ただいてきましたが、こ

のたび原点回帰とでもい

いましょうか、再びは

まってしまった奈良の彩

華ラーメンについて書き

たいと思います。ご存知

の通り彩華ラーメンは奈良を代表するラーメンのひ

とつで、いわゆるスタミナラーメン（にんにく、白

菜、豚肉の入った醤油ベースのスープ）です。 

 私は中学生の頃から通っていてラーメンを食べに

行くといえば彩華というほど頻繁に食べてました。

当時はもっぱら屋台でしたが、ところがいつの頃か

らかテレビでも取りざたされ、客も増え店舗を構え

チェーン展開をするようになってから味が変わった

ように思えて足が遠のくようになってしまいまし

た。とはいえ、昔の味が忘れられず何度か食べに行

くことはあったのですが、やはり違うなということ

で、私の中のラーメンリストから消えていってし

まったのです。 

 ところが最近になって屋台の彩華ラーメンを食べ

る機会があり、あまり期待せずにスタミナ小チャー

シュトッピングを頼んでみると、なんとほぼ私の

思っていた味に復活？していました。店舗と屋台の

差なのかもしれませんが、今や、我がラーメンリス

トのトップに立とうぐ

らいの勢いになってお

ります。 

 是非、奈良に行った

ときは、屋台の彩華

ラーメンを食べてみて

ください。               

   （ならづけ） 

今回は美味しく新鮮な魚介類が自慢のお店をご紹介します。とにかくご主人いわく「魚には絶対の自信アリ！」

とおっしゃるほどでとにかく魚料理が美味しいです。 

 魚介類はモチロンなのですが野菜もご主人が厳選された旬野菜を提供していただけます。 

 そして、その新鮮食材の数々をご主人の作るお出汁や盛り付けにより一層美味しくいただけるのです。店内はカ

ウンターに８席程と奥に２卓のお座敷スペースがあるこじんまりとしたアットホームなお店ですが、美味しい料理

と地酒をいただきながらご主人と奥さんとの楽しい会話、そんなことをしていると

ついつい時間も忘れてしまいます。 

 とにかくお魚が好きな方には1度行っていただきたいそんなお店です。 

 

    住所：大阪市東住吉区照ヶ丘1丁目８－２ 

    電話：０６－６７０６－１５５３ 

    営業時間：17：30～0：00 

    定休日：木曜日                    （虎）     

５月の連休、祖父の家に帰

省した。郷は私たちを旬物で迎

えてくれた。 

鍬をもって裏の竹林

へ・・・自由気ままに生えてい

る筍（タケノコ）の先をさが

す。先を見つけたら、土の中の

タケノコの根っこの向きを想像し、大きく振りかぶっ

て、鍬の先を根っこに目がけて一気に振り下ろす。そし

て、掘り起こすと美味しそうなタケノコがサクッと採れ

る。小さくやわらかい１４本を収穫。家の裏で採れた山

椒の葉を添えて・・香り高い「筍ごは

ん」をはじめ、まさに「たけのこ御

膳」を堪能した。（写真は、筍ごは

ん・筍のお味噌汁・筍とウドの木の芽

和え） 

お店でも、長い形をして見かけるウ

ド。 

ウド株を入れた箱に籾殻を入れ、籾殻

の上に芽が出た独活（ウド）を収穫。

梅味噌和えも良いが、ウドのしゃき

しゃき歯ごたえをより感じる「筍とウドの木の芽和え」

が祖母のお薦め。 

 大阪では、父が愛情込めて育てた無農薬の苺（イチ

ゴ）が連日届く。今年もめちゃくちゃ甘く美味しい。 

野菜ひとつにしても年中食べられるという便利さの半

面、旬の大切さを忘れかけているこの頃、我が家の食卓

の原点をたどる機会を与えてく

れた祖父や父のおかげで、今し

か採れない旬の野菜を・・それ

も無農薬で味わえる幸せと感

動・・そして「地産地消」の大

切さを感じた。                

     （ノッポさん） 

杉の実倶楽部にご登録ください！（無料） 
 「杉の実だより」やさまざまな催し物のご案内を郵送またはメール送信させていただきます。 

 また、メルマガ「うごくもの・うごかないもの －人・企業・不動産－」（まぐまぐID99461）毎月中旬無料配   

 信いたします。 是非お友達にご紹介ください。 



不動産となかよくつきあう 杉浦実業株式会社 

不動産について 何でもご相談ください 

価格査定 担保評価 相場 境界問題 測量 契約書 貸したい 借りたい 買いたい 売りたい  

 TEL：０６－６９７６－６１９４  

 夏になると友人を誘って、日本海の竹野海岸に毎週のように行っていました。海は遠浅で、波の穏やかで、ま

るでプ－ルみたいな海で、第二の故郷みたいな所です。出発は夜中に出て、朝に着き、朝か

ら昼過ぎまで遊んで、温泉に入り、海の物を食べて帰って来ると言うのが、夏のパタ-ンでし

た。 

 でも、家族が出来ると日帰りでは出来ていないのが現実です。しかし、家族には家族の楽

しみ方があるもので、我が家の夏の楽しみは、自宅から車に乗れば３０分位で付く市民プ－

ルに行きます。私が小学校の時に行っていた市民プ－ルですが、今でも健在で子供達も楽し

みにしています。近くて・安心で・安い市民プ－ルに今年は何回行けるか楽しみにしていま

す。                          （ヨッシー） 

（３級問題例） 

１ 大阪ことばで食べものに関する名詞でないものはどれ

でしょう？ 

 ①あめちゃん ②かしわ ③ややこ    

 ④あて 

２ 大阪には多くの大手菓子・食品メーカーが本社を設置

していますが、大阪市内に本社を設置している企業は次の

うちどれでしょう？ 

 ①森永製菓 ②不二家 ③江崎グリコ ④明治製菓 
 

（２級問題例） 

３ 次の大阪市内にある地名の読み方の正しい組み合わせ

はどれでしょう？ 

 新喜多（城東区） ― 石町（中央区） 

 ①しんきた―こくまち ②しんきた―せきまち 

 ③しぎた―こくまち  ④しぎた―せきまち 

４ 大阪人が普段、大阪ことばと意識せずに使っている大

阪ことばも多数あります。次の文具関係のことばのうち、

大阪・関西以外の地域で、最も理解されにくいことばはど

れでしょう？ 

 ①ホッチキス ②けしゴム ③筆ペン ④押しピン 
 

（1級問題例） 

５ 標準語や全国共通語であるように

みえて、大阪・関西以外ではほとんど

通じない表現が意外にたくさんありま

す。次のうち、大阪・関西特有の表現

でないのはどれでしょう？ 

 ①蚊にかまれる 

 ②ご飯を茶碗によそう 

 ③家のぐるりを散歩する 

 ④部活で走らされてかったるい 

 
（答え） 

 １ ③「ややこ」は赤ちゃんのこと 

 ２  ③  西淀川区歌島にある本社には

「江崎記念館」という資料館もある 

 ３ ③ 東大阪市にも「新喜多（しぎ   

    た）」という町がある     

 ４ ④ 共通語は「画鋲」 

 ５ ④ 大阪人は「しんどい」「だる 

    い」などという 

 フランスからの研修生ニコ

ラくんと会話していると、日

本語のむずかしさにもまして

大阪弁を再認識する日々で

す。（♪大阪で生まれた女や

さかい～♪） 

 大阪弁でも翻訳できる電子辞書があるよう

で、簡単な大阪弁なら理解できるようです。 

 そんな折、７月１日に第４回 “なにわな

んでも大阪検定”が実施されます。この検定

は、大阪が持つ歴史・文化の奥深さを再発見

し、多様な大阪の魅力を知ることを目的とし

た試験で、主催する大阪商工会議所は、この

検定を通じて、大阪を知り愛する運動を推進

し、大阪の都市ブランドの向上を目指してい

るようです。 

 １級・２級・３級とレベルがあり、マーク

シート四者択一（１級は語句記述あり）で各

級ごとに「今年のテーマ」にそって出題され

ます。大阪府域の「歴史」「文化・芸能」

「産業」「観光」「ことば」「自然」「地

理」 「スポーツ」などの分野から出題。歴

史的事項から現代的事項に至るまで幅広い知

識・情報を総合的に出題されます。 

 また、大阪府下指定ご当地検定というのも

あって、各ご当地検定合格者には大阪検定２

級受験の際に５点加点される特典もあるそう

です。そして大阪検定合格者には、いろいろ

な施設での割引や招待などがあるようです。 

 大阪を愛する人は受験してみてはいかがで

しょう。歴史や文化の分野は結構むずかしそ

うですが・・・ 

 そこまで興味がなくても、大阪検定のＨＰ

から簡単な問題例を抜粋しましたので、チャ

レンジしてみてください。（大阪人なら簡単

すぎますが・・）                

               （ゆず） 

 


