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森 富雄さま

弊社は、来年 1 月で創立 30 周年を迎えます。先に、今年 9 月に 30 周年記念パーティー
を開催し、記念誌の発刊をいたしました。このパーティー開催と記念誌発刊に際して、
企画制作をラッシュさんに助けて頂きました。どうも有り難うございました。ラッ
シュさんには、この他、社員マナー研修の講師などもして頂いております。

倉田社長との出会いは、仕事が始まりではありません。私の家内が、趣味のバレーで倉
田社長と同じチームであり、仲良くお付き合いをしていたことが起点で、私とも十数
年前から友人としてのお付き合いが始まりました。そこからのご縁で、仕事のお付き
合いに発展した訳です。

今では、困ったときの “ マミスケ ” として大いに助けてもらっています。忘年会の会場
選びに困ったときに、下見に付き合ってもらったこともありました。倉田社長が大学院に行った時は家族で応援？さ
せて頂きました。そう言えば、娘さんお二人には、弊社のバイトに来てもらったこともありました。

なんでも相談させてもらっているせいか、未だに倉田社長の本業がよく分かっていないのが本音です。分かっていませ
んが、知りたくもありません。知ってしまうと、私にとって、なんでも屋の“マミスケ”ではなくなってしまいますので。

これからも公私共々よろしくお願いいたします。
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今月は「冬に食べたいもの」についてラッシュメンバーに聞きました。やはり鍋が一番人気ですね。
鍋といえば、11 月 7 日は「鍋の日」だそうです。毎年「立冬」になることが多いことと、11（いい）7（な）べの
語呂合わせでこの日になったとのこと。「○○の日」は色々あるのですね。

Wakaha Itou

辻

●東京オフィス移転しました！
今年もいよいよラスト 1 ヵ月となりました。みなさんはどんな 1 年でしたか？
ラッシュはこの 1 年、色々なチャレンジをして来ました。本社の引っ越しでオフィスの広さを
2 倍近くにして新年をスタート。
新卒 4 名の採用、契約社員だったメンバーから希望者全員を正社員とし、産休・育休は 2 名が
取得、東京オフィスの引っ越しに加え、東京での社員雇用も新しい媒体の Wantedly で
チャレンジし、この後、12 月末に向けてラッシュ全メンバーが集合しての
来期方針説明会＆忘年会も計画しています。

来期の課題は「人財育成」です。
30 代半ばより上の「ガッツと根性世代」とは違う「ゆとり・さとり世代」と言われるメンバーが
少しずつ増えてきました。彼ら、彼女らをまるで腫物に触るように扱わないと、ちょっと嫌な
ことがあると、すぐ辛いとか辞めるとか言い出すから・・・という話もよく耳にします。
確かに、若い世代に対しては「伝え方」は変えていかないといけないことが多々あると
思います。それでも仕事の基本は、今も昔も変わりません。誰かの役に立って喜ばれる
からこそ、仕事は楽しいのです。そして人の役に立つためには、知識を付けたり、
できないことができるように努力したり、お客さんや一緒に働くメンバーの
ことをちゃんと親身に考えたり、ということが必要です。時には失敗し叱られ
ながら、悔しい思いを経て成長していくからこそやりがいも持てるように
なり、結果、評価されて報酬がもらえるのだと思います。プライベートを
大事にしたいなら、仕事も同じように大事にする、そういうことを若い
世代に伝え、仕事の本当の楽しさ、達成感、やりがいをいかに教えて
いけるか、それが「育成のカギ」なのかな、と思っています。
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グリーン × ホテルをテーマにデザインされた
共用ラウンジ

オフィス内には 4～5 名の仕事スペースと
2 人掛けの打合せスペースがあります。

●東京オフィス移転しました！



今月のお題
『冬に食べたいもの』

弊社スタッフからの情報発信コーナー

冬の旬といえばふぐやあんこうのコース料理
ですね。ふぐは近所の「百福」、あんこうは 1 年
前から予約が必要な老舗の「得仙」、魚ばかり
になりますが、鰤しゃぶは私の行きつけの「居
酒屋文」が絶品です。熱燗や焼酎のお湯割り
で、更に幸せ度 300％です。

代表 倉田

寒くなってくると、近くのスーパーに煮込み用の
うどんが陳列されるようになるので、土鍋で味噌
煮込みうどんをよく作ります。赤味噌を適当な量
入れて、鶏肉とたっぷりの野菜、最後にポトンと
卵を落としてグツグツ煮れば完成～。唐辛子を
たっぷり入れて、さらに体が温まります♪

チーフディレクター 桑山

冬になると「ピザまん」が食べたくなります！高
校時代、友人と学校帰りにコンビニに寄り道を
して、アツアツのピザまんを食べながら恋愛
トークで盛り上がったのを思い出します。あの
頃は若かった～

ディレクター 堀田

冬はやっぱり鍋が食べたいですね。最近は色々
な鍋スープの素が売られていますが我が家では
もっぱら水炊きです。大根おろしとポン酢でい
ただくお野菜やお肉は本当においしく、白菜な
んかは一度に半玉は使ってしまいます。

アシスタント 伊藤
鍋です！冬は毎日鍋の時もあります。鶏だんご
が好きなので、毎回入れています。自分では
スープを作らずに、便利なプチッと鍋シリーズ
の色々な味を試しています。鍋パとか久しぶり
にしたいです～。

アシスタント 永易
寒い時に食べたいものは中華まんです。年何回
か大阪のお土産で 551 蓬莱の豚まんをもらっ
て食べるので、コンビニの肉まんではちょっと
物足りなく感じます。時々あんまんも食べたく
なりますが、あんこはつぶあん派です。

アシスタント 早川

定番ですが鍋ですね～！
週に一度は必ずします。家族も毎日鍋でいいと
いうくらい好きです (笑 )
個人的には寒くなると屋台のラーメン屋さんが
とにかく気になって気になって、一度は食べて
みたいなぁと思っています。

大西
寒くなると、やっぱりお鍋ですね。子供達と私は
豆乳鍋が好きでよく食べます。旦那さんは、嫌い
みたいなのでいないときしかたべれないです
が。。。あと、マクドナルドの期間限定グラコロ
バーガーも寒くなると毎年食べたくなります。

長谷川

冬は美味しい食べ物が沢山あって迷いますが、
鍋が食べたくなります。赤から鍋のシメのチー
ズリゾットが好きで素を常備してあります。現
在、家では週一で鍋が食卓に出てきます（笑）

小島
冬になるとみかんを食べたくなります。
もうみかんの季節なので、箱で買ってこようと
思いわくわくしています。みかんがとても好き
で、あればあるだけ食べてしまうので今年の冬
は食べ過ぎに気をつけようと思います。

辻
冬になると食べたくなるものはトマト鍋です。洋
風で、シメをリゾットにして食べるのが最高なん
です。また、加熱したトマトは美容にも効果的と
言われているので、今年もたくさん食べて、お肌
が綺麗になったらいいなと思います。

三谷

寒くなってきたら、もつ鍋が食べたくなります。
ポポロのもつ鍋を食べてから大好きになりまし
た。去年は行けなかったので今年は絶対食べに
行こうと思っています。

中西

定番ですが、寒くなるとあったか～い鍋物が食
べたくなります。シンプルな水炊きが良いです
ね。くたくたになるまで煮詰めた白菜が大好き
です。

定番ですが、寒くなるとあったか～い鍋物が食
べたくなります。シンプルな水炊きが良いです
ね。くたくたになるまで煮詰めた白菜が大好き
です。

髙木

鍋やシチューも食べたいですが、一番は大好き
な「数の子」です。
お正月の食べ物でもありますが、夏は回転寿司
屋にも置いていなくて、入荷をずっと待ってい
ます。

杉山

冬に食べたいもの、というかつい作ってしまうも
のはシチューです。
大体クリームシチュー、たまにビーフシチュー。
翌朝の朝ごはん、二日目の夜まで食べるほど大量
に作ります。子供の頃はなぜかクリームシチュー
が大嫌いでしたが、その理由は思い出せません。

リーダー 東中

私の冬になると食べたくなるものは、蟹です！北
陸の方に行って、蟹とか寒ブリなど海の幸を食べ
たいです (^^♪
蟹しゃぶ、鰤しゃぶで寒い冬に暖まりたいです。

太田

鍋です！寒くなってくるとやっぱり温かいもの
を食べたくなってしまいます。野菜がたくさん
入っていてヘルシーかと思って、ついついシメ
まで食べてお腹いっぱいになってしまいます。

清野

冬に食べたくなるものは「豚汁」です。ごぼう、里
芋、大根、人参、豚肉、お豆腐、こんにゃくなどな
ど具沢山で、栄養たっぷり、冷えた身体もぽかぽ
か温まります。

杉原
食べたくなるのは、定番の鍋です。今までで一
番びっくりしたのは熊野の宿で食べた味噌み
かん鍋で、みかんの酸味とかは全くなく、出汁
がまろやかで優しい味で美味しかったです！
今はレモン鍋が気になっています。

近藤

冬になると食べたくなるものといえば牡蠣です。
この時期になると牡蠣小屋へ行ってぷりっぷり
の焼き牡蠣を食べる事が毎年楽しみです。

西川
冬になったら食べたくなる物は鍋料理です。
野菜もたくさんとる事ができ、調理も簡単！
アツアツの鍋を食べると冷えた体も温まるの
で寒い時季には食べたくなります。

田中
鍋やおでんも大定番で好きですが、冬になると
雪見だいふくが食べたくなりますね。基本、アイ
スは大好きなので季節問わず一年中食べてま
す。さむ～い日に暖房をガンガンかけて、冷たい
アイスを食べるのが冬の楽しみです！

リーダー 中島

寒い冬こそ、ミニストップのベルギーチョ
コソフトが最高です。夏には氷系のアイス
を食べてしまうので、おいしくいただける
のはまさにこれからです！いま子どもとミ
ニストップへいつ行こうか相談中です♪

野々垣

冬になると食べたくなるものは、コタツで
◯◯です！
みかんとかアイスとかココアを、コタツの
中に入って食べたり飲んだりするのは何だ
か落ち着きますし幸せに感じます！（笑）

成瀬
少し寒くなってくると、中華まんが食べたく
なります。
コンビニに行くと今はいろいろな種類があっ
て、とても魅力的です。

加藤

冬になると鍋が食べたくなります。鍋の種
類は色々ありますが、中でも一番好きなの
は、もつ鍋です。実家の母が作る醤油ベース
のもつ鍋は格別。自分でも作るのですが、な
かなか母の味は出せません。

ディレクター 武田

只 今 産 休 中  ！

冬になるとみかんを食べたくなります。
もうみかんの季節なので、箱で買ってこようと
思いわくわくしています。みかんがとても好き
で、あればあるだけ食べてしまうので今年の冬
は食べ過ぎに気をつけようと思います。

冬に食べたくなるのはみかんです！
寒い時期に暖かい部屋でみかんを食べると
「あぁ冬だな～」と思います。1日に何個も食べて
しまうので冬はみかんの消費率がすごいです！
（笑）ちなみに私は甘いみかんの方が好きです！

土井
冬は美味しい食べ物が沢山あって迷いますが、
鍋が食べたくなります。赤から鍋のシメのチー
ズリゾットが好きで素を常備してあります。現
在、家では週一で鍋が食卓に出てきます（笑）


