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新年明けましておめでとうございます。 
 

 新しい年の始まりでございます。皆さまは昨年、どのような年を過ごされたのでしょうか？ 

２０１３年１月にブログで私は、巳年という事でヘビから脱皮したニワトリ、という突飛なイラストを書かせ

て頂きました。だから、という訳では決して無かったのですが、２０１３年は社長交代および会長就任と、新

たな体制でのスタートで始まりました。新社長となった私自身にとっても社員にとっても、中々に新しい事尽

くしの一年だったと思います。自分の殻から、少しは脱皮出来た一年だったのではないでしょうか。 
 

 さて、２０１４年は午年ですね。どんな一年になるのでしょう。 

駿馬のように颯爽と、格好良く過ごしたいものですね。もしくは馬車馬のごとく、働きづめの一年でしょう

か。商売繁盛は大歓迎ですね！ 

生き馬の目を抜く世の中です。馬耳東風にならぬよう、皆さまのお話に耳を傾けつつ。馬力があると言われる

ぐらいに仕事をさせて頂き。手綱を締めて頑張りたいと思います。（インターネットに感謝！） 

 

２０１４年も杉浦実業株式会社、社員一同、宜しくお願い致します。 

 

それでは今号も杉の実だよりをお楽しみ下さい。                               杉浦美雪 

平成26年1月ー2月 予定xxxx 
 

 1月 6日（月）初出 

 1月 9日（木）14:00-18:30 
           杉の実囲碁の会 
          （古家裕子インストラクター指導碁） 

 1月10日（金）12:30-13:30 
           不動産ランチの会 

 1月14日（火）14:00-16:30 

           ＲＣ囲碁の会 
          （古家裕子インストラクター指導碁） 

 1月28日（火）18:00-20:00 
           ネクスト交流会  

 2月 4日（火）18:00-20:00 
           HIT不動産情報交換会 

 2月 6日（木）12:30～ 田中の会 

 2月13日（木）14:00-20:00 
           杉の実囲碁の会 
             （古家裕子インストラクター指導碁） 

 2月18日（火）14:00-18:30 

           ＲＣ囲碁の会 
          （古家裕子インストラクター指導碁） 

  2月27日（木）18:00-20:00  
     第十九回 杉の実サロン(Face book交流会)  

 

新年あけましておめでとうございます    

 平成25年10月21日（木）「第十八回杉の実サロン」には 15名が参加いただきました。 

 タイトルにヌードデッサン教室としたのは実際にモデルさんにポーズしてもらって 

 デッサンすることがいかに貴重な体験であるかを知ってもらいたいがため。 

 じっくり描ける1ポーズ20分間。次は15分間・・5分間、最後は、2分間。 

 2時間があっという間に終わりました。 

   

  高岸建築研究所 残像メンタルトレーニング研究会 

   http://www.zanzo.jp/takagisi.htm 

第十八回杉の実サロン「高岸デッサン教室」第十八回杉の実サロン「高岸デッサン教室」第十八回杉の実サロン「高岸デッサン教室」第十八回杉の実サロン「高岸デッサン教室」    

 2012年にも大騒ぎをして柿を知り合いに配りました。 

 中には種を植えた人がいます。一年経った2013年年末には写真のよ

うに育ちました。大阪市東成区の街中で南からの太陽を受け大事にさ

れて大きくなりました。 
 

 どんな種から成長したのか、柿を食べながら種の中をのぞき見て生

命力を素直に嬉しく思いました。 
  

      2014年の新年に当たり、我社の会社の活動が 

      これからも順調に育っていくことを願うととも

に、皆さんひとりひとりの活動がた

くましく成長していくようお祈りい

たします。 

         （杉浦勝昭） 

芽を出し一年経ちました芽を出し一年経ちました芽を出し一年経ちました芽を出し一年経ちました    

早く芽を出せ柿の種 桃栗三年 

育ちは八尾市 

(株)高岸建築研究所 

高岸弘氏 



 神戸の六甲山にオルゴール

ミュージアムがあります。 

 19世紀後半から20世紀初頭

にかけての欧米の人々に親し

まれていた自動演奏楽器をコ

レクションしているミュージ

アムです。展示だけでなく、

季節ごとにテーマをかえてオルゴールの魅力や音色を楽しめ

るコンサートも鑑賞できます。 

 なかでも、高さ約4.6ｍ、幅約7.8ｍの世界最大級のダン

ス・オルガン“ケンペナー“は、ダンスホールなどで楽団の

代わりとして活躍してたそうです。その大きさと迫力ある演

奏に当時のダンスホールにタイムスリップした気分になりま

す。 

 ほかにも、なつかしいアニメ“母をたずねて三千里“に出

てくるような手回しオルガンや、コインを入れると動き出す

ディスク・オルゴールなど、精巧なつくりの自動演奏楽器に

感動です。 

 また、ミュージアム内にある「オルゴール専門店」は、お

手ごろなものから本格的なアン

ティーク・オルゴールまで幅広い品

揃えで、オルゴール好きには見てい

るだけで楽しいです。 

 オルゴールの組立体験もできま

す。 

 ウィーン風のカフェでオルゴール

を楽しみながらゆっくり食事やお茶

をするもよし、池のある裏庭を散策

するもよし、日常の忙しさを忘れて

のんびりした時間を過ごすことがで

きるおすすめスポットです。        

（ゆず） 

 

新年あけましておめでとうございます。平成26年は幸せな年であることを祈るとともに、

昨年と変わらず杉浦実業をよろしくお願いいたします。 

 さて、新年第一回目の杉の実ですが、我が愛車のプチカスタマイズに関してその後の経

過をご報告させていただきます。前回は外装中心のいじりを掲載させていただきました

が、外装に関しては、ある程度コンプリートしつつあるので、今回は内装（電飾関係）に

手をつけてみました。 

 写真の通りエアコンパネルのＬＥＤ化と、シフトノブにＬＥＤイルミネーションを取り

付けてみました。エアコンパネルのＬＥＤは以前から興味があったのですが、はんだ付け

等の繊細な作業が必要だったので、ある意味諦めていたのですが、ふと寄ったカーショッ

プで、はんだ作業不要のうち替え済みキットが売っていたので、思わず飛びついて買って

しまいました。若干の気を遣う作業は必要なものの、セット化されているので簡単に取り

付けることができました。もうひとつのシフトノブのイルミネーションですが、パネル内

の配線に取り付けるだけで、いたって簡単に取り付けることができました。両方とも白色

のＬＥＤ電球で、エアコンパネル下の純正ＬＥＤ（緑色）と多少違和感があるものの、と

ても気に入っております。 

 次からは、まだ残っている純正球を徐々にＬＥＤ化していこうかなといろいろと作戦を練っております。 

                                           （ならづけ） 

 新年明けましておめでとうございます。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。 

 年々、一年過ぎるのが早く感じます。昨年度の研

修生アリスとは、浪速探検ツアーやＢＢＱ、たこ焼

きパーティーなど個人的に良く遊んで、私もすごく

楽しい日々を送ることができました。 

 弊社で研修を終えたアリスが、そのあと12月まで

東京で研修するというので、10月末に東京で再会し

ました。2日間アリスとたっぷり観光地を巡り、

いっぱいしゃべって、もうアリスと会う機会もない

んだろうなあと思いながら楽しい思い出を胸に東京

から帰ってきました。 

 数日後、アリスがもう一度大阪へ来たいと言うの

で、またみんなで予定を練り今回は神戸で再会。異

人館・相楽園・南京町やかわいい雑貨屋さんなど見

てまわり、短い時間ながらまたまた楽しい時間を過

ごしました。神戸での再会は思ってもみなかったの

で、「また大阪へ

来たい」って聞い

たときはびっくり

しましたが、アリ

スの気持ちが本当

に嬉しかったで

す。 

 この杉の実だよ

りが発送される頃

はもう日本での研

修を終えフランスへ帰っていますが、また日本であ

るいはフランス？で再会できることを願っていま

す。 

 アリス就職がんばれ～！！   （みるて） 

プチいじりプチいじりプチいじりプチいじり    

アリスと再会アリスと再会アリスと再会アリスと再会    六甲オルゴールミュージアム六甲オルゴールミュージアム六甲オルゴールミュージアム六甲オルゴールミュージアム    

杉の実倶楽部杉の実倶楽部杉の実倶楽部杉の実倶楽部    ニュースニュースニュースニュース    
パリ・パリの会パリ・パリの会パリ・パリの会パリ・パリの会    

 パリの日本人会会長浦田良一氏の来訪を機会にパリ好きが集まり懇談しました 2013年11月26日 



 新年明けましておめでとうございます。 

 本年も元気にラーメンネタで押して行こうと思いますので

宜しくお願い申し上げます。 

今回は奈良で行列が出来る

有名店、「まりお流らーめ

ん」のご紹介です。 

実はこのお店、以前から気に

はなっていたのですが営業時

間が夜の時間帯のみというこ

とで、なかなか仕事の都合で

機会がありませんでしたが、

休日に奈良へ行く用事があり

その帰りにようやく機会がめぐってまいりました。 

オープンは１８：００と知っていたのでその時間に合わせて

行くと、すでに10人以上のお客さんが外で待たれておりまし

た。１５分ほど待って名前を呼ばれていざ入店です。 

さっそくメニューを開くとあっさり味から超こってりまで、

お客さんの好みに合わせて注文ができます。 

しかし、このお店はこってりスープが売りで、中でも「富士

山」と銘打たれたラーメンは日本一濃厚なラーメンとメ

ニューに書かれておりました。こってり派の私は迷うことな

くこの富士山を注文しました。 

スープは確かに超濃厚でおそらく私が今まで経験してきた

こってりスープの中で１番の濃厚さかもしれません。です

が、このスープは確かに濃厚なのですが口当たりもまろやか

で、どんどん入っていく感じで、すごく食べやすい印象をう

けました。また、チャーシューはいわゆる焼き豚と言うより

ローストビーフのように少しレアでやわらかく、上質なお肉

を頂いてるようなそんな印象さえ受けました。 

こってり系ラーメンの苦手な方でも十分満足できるお店だと

思いますので、ぜひ奈良へお出かけの際は行ってみてくださ

い。                                          （トラ） 

住  所：奈良市尼辻町433－3 

電  話：0742－35－1102 

 最近は子供の応援で写真を撮る事が多くなり、学校では運動会・休日はミニバスケットボ－ルや学童保育所な

ど様々な場所で頑張っています。 

 先日、小学校の運動会で広報委員８名と私で写真を撮り、なんと6,000枚の写真になってしまいましたが、今年

の写真はとても良い写真ばかりでした。前年度まではＤＶＤの販売をしていましたが、あまり反響も良くなかった

ので展覧会と販売を行う事にしました。しかし、確保出来た場所の広さが限られている為、全部の写真を展示する

訳にはいかず全校生徒に別けて展覧することにしました。準備は子供達が頑張ってくれたおかげでスム－ズに行き

全校生徒に別ける事も出来ました。展覧会で写真を手に取って頂いた方はとても良い笑顔で喜ん

で頂いたと思います。 

 デジタルカメラで写真をデータで残すのも良いですが、感動は現像して写真を手に取らないと

解らないものです。 

 子供達には少しでも頑張っている姿を写し、現像して思いでのアルバムを残したいものです。 

                             （ヨッシー） 

 皆様、旧年中は大変お世話になりました。本

年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

 今年で40回目のお正月を迎える事となるので

すが、今年の2月で私も前厄というものに突入い

たします。 

 これから三年間厄年とお付き合いしていかな

ければなりませんので、厄というものをちょい

と調べてみました。 

    厄年は出典が無い事から迷信ともされている厄年は出典が無い事から迷信ともされている厄年は出典が無い事から迷信ともされている厄年は出典が無い事から迷信ともされている

が、それを踏まえた上で厄年の説明なども行わが、それを踏まえた上で厄年の説明なども行わが、それを踏まえた上で厄年の説明なども行わが、それを踏まえた上で厄年の説明なども行わ

れている。れている。れている。れている。 42 42 42 42歳は青春期を過ぎ、中高年期への歳は青春期を過ぎ、中高年期への歳は青春期を過ぎ、中高年期への歳は青春期を過ぎ、中高年期への

過渡期に当たる事から、人生のうちでも曲がり過渡期に当たる事から、人生のうちでも曲がり過渡期に当たる事から、人生のうちでも曲がり過渡期に当たる事から、人生のうちでも曲がり

角でもあり、男性の場合は 社会的にも責任が重角でもあり、男性の場合は 社会的にも責任が重角でもあり、男性の場合は 社会的にも責任が重角でもあり、男性の場合は 社会的にも責任が重

くなり、それゆえ精神的・肉体的にも疲労などくなり、それゆえ精神的・肉体的にも疲労などくなり、それゆえ精神的・肉体的にも疲労などくなり、それゆえ精神的・肉体的にも疲労など

が多く、非常に多忙な時期でもあり、不慮の事が多く、非常に多忙な時期でもあり、不慮の事が多く、非常に多忙な時期でもあり、不慮の事が多く、非常に多忙な時期でもあり、不慮の事

故やけ が、病気なども起こりやすいとしている故やけ が、病気なども起こりやすいとしている故やけ が、病気なども起こりやすいとしている故やけ が、病気なども起こりやすいとしている

が、統計的にはそのような物は存在しない。が、統計的にはそのような物は存在しない。が、統計的にはそのような物は存在しない。が、統計的にはそのような物は存在しない。

（（（（WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia抜粋）抜粋）抜粋）抜粋） 

 なるほど、青年期を過ぎ中年期に入るわけで

すね、なんか寂しい、人生の曲がり角、なるほ

どねえと言う感じです。統計的には其のような

ものは存在しないと言われても、周りの人の話

を聞くと「色々あるでぇ」て言われるんですが

ねえ・・・ 

 とりあえず、門戸厄神さんか、清荒神さん、

信貴山毘沙門天さんどこかに行って厄祓いはし

てこようかと思います！ 

 まあ、なんやかんや言

いながらも、今年も一年

元気に前向きに突っ走っ

て参ります！よろしくお

願い申し上げます！                 

                 

（しんぢ） 

厄年厄年厄年厄年    まりお流 

思い出のアルバム！思い出のアルバム！思い出のアルバム！思い出のアルバム！    

千手院（信貴山） 

厄除けで有名 

杉の実倶楽部杉の実倶楽部杉の実倶楽部杉の実倶楽部    

囲碁の会囲碁の会囲碁の会囲碁の会    
 毎月２回 

 古家裕子インストラクターの指導碁 

不動産の会不動産の会不動産の会不動産の会    
 毎月情報交換会 

 ネットワークと情報が命 



書き初め書き初め書き初め書き初め    

 あけましておめでとうございます。 

 昨年も、皆様とお会いできる機会があったおかげで、色々な面で勉強になり

ました。いつも気にかけ、温かく見守っていただき、本当に感謝しています。 

 2年前から始めた書き初めが恒例となりました。 

 今年も皆様の少しでもお力添えにできるよう精進いたします。 

午年とばかりに、少し飛躍してみようと思います。これからも末永くよろしく

お願い致します。 

 今年の抱負・・12キロ増えた体重を、去年の抱負通り6キロ減らしに大成功!! 

今年は更に6キロ戻して元のノッポさンを目指します。          

                           （ノッポさん） 

杉の実倶楽部杉の実倶楽部杉の実倶楽部杉の実倶楽部    

 2013年12月4日 ホテルニューオータニ大阪で忘年会を開催しました。 

お仕事やほかの忘年会など行事が多くお忙しいなかを多数ご出席いただき、盛大に行うこと

ができました。 

  一年の憂さを忘れもっぱら「楽しく」を合言葉に3時間をご一緒できました。90人を数

える参加者はお食事と音楽を楽しんでいただき、交流を深めていただくことができました。 

 音楽はクラシックと河内音頭で、もはや恒例になったようにオペラのアリアを聞きまし

た。社長の同級生テノールの谷浩一郎さんと坂口祐子さんによるミニコンサート（ピアノは

北野友梨さん）で、モーツアルトとシューベルトを堪能しました。「フィガロの結婚」「ド

ンジョバンニ」それに外すことできない社長の好きな「魔笛」を聴きました。有名な「夜の

女王のアリア」Der HoelleRache の迫力には圧倒されました。 

 

 その後は参加者の紹介を交え、名刺交換など交流を図りました。 

いろいろな出会いがあり、来年に向けてお役に立て

ば幸いです。 

いろいろ不手際もあったことでしょうが、無事終え

ることができました。 

 

 皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 これからもよろしくお願いいたします。    

柿柿柿柿    百変化百変化百変化百変化    

会長の家にある2本の柿の木。 

これがタワワに実をつける。 

11月は柿とりで大忙し。 

 

家では食べきれないのでお知り合いに配

達。 

自慢ではないが甘くて美味しいと評判。 

去年の種から芽を出す後日談もお聞きし

た（参照本紙第一面）。 

社長挨拶 

谷浩一郎 坂口裕子 ピアノ北野友梨 

甘い柿が 

甘～い歌声に 

変わりました 

柿の実を持っていくと、「ちょうど良

かった、このCD渡そうと思っていたと

ころ」とシャンソンに変化したりす

る。 

食べきれない柿を冷凍にするとか、 

ジュースにするとか、 

ジャムにするとか、 

いろんなお話を承るが真偽のほどは明

らかでない「柿 百変化」である。    

事の始まりはこの樹である 保存食？ 

冷凍 
真っ赤な山積み 家族親戚総動員 

2013201320132013年年年年    


