人材開発の側面からお客さまの「成果を生み出す人と組織づくり」を支援している、富士ゼロックス総合教育研究所さま。
セミナーの講師をさせていただいたり、アンケートの入力・集計など様々なお仕事をさせていただいております。

株式会社富士ゼロックス総合教育研究所

西日本支社

中部支店

江村

康夫様

Rush さんとは、既に 10 年ほどのお付き合いになります。いつもいつも厳しい納期や、
難易度が高いであろうと思われるお仕事の依頼にも快く対応いただき、ありがとうござい
ます。
弊社側の準備不足で、突発的であったり、短納期であったり、十分に内容が定まっていな
い状況で依頼をしてしまうこともあり、結果的に工数不足から休日対応も含めた特別な対
応を何度もして頂いたように思います。
Rush さんには、これまで上述のように無理なお願いをさせてしまっているにも関わら
ず、弊社側のミスに対する的確なフォローや、納品物の内容の改善に向け積極的にご提案
頂ける姿勢は、ホスピタリティの高さと、仕事に対する責任感の証だと頭が下がります。

江村様

ご依頼させて頂く内容が、時として完全に十分な情報がそろっていなかったとしても、
難易度の高い依頼内容であったとしても、Rush さんであればやり遂げて頂けるであろう
という信頼感を持っています。
ご協力感謝しております。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

どこそこへ行きたい、という話になると、あのアイテムがあればなぁ……と
考えたことがある人も多いはず。
そう、
「どこでもドア」です。
欲しいですよ
ね、誰か開発してくれないでしょうかね！ しかし、実際に誰でもそんなも
のが使えるようになってしまったら、大変です。
のび太くんが入浴中のしず
かちゃんのバスルームに現れる、なんてシーンもあったような気がするので
すが、
プライバシーも何もあったもんじゃないですね。
なかなか行けないからこそ、
行きたい場所で
あり、
行けたときの喜びも大きいのですね。
みなさまの行きたい場所はどこでしょう？

●本棚
ラッシュ
紹介
コーナー

ラッシュの会議室にある本棚です。お仕事に関する内容のものを
中心に、様々な書籍があり、社員が自由に借りられるようになっ
ています。また仕事に役立つ内容であれば、欲しい書籍を買って
もらえることも……知識を付けるため、効率よく仕事をするた
め、前向きな気持ちを持つため、などなど、自己研鑽のために活用
しています。

いよいよ本格的な夏の到来です。
自分が子どもの頃に比べて、最近は四季の違いを感じにくく、春や秋の「気持ち良い季節」
が短く
なって、ちょっと前まで寒かったのに急に暑くなり、その逆も然りという気がします。
（そう思う
のは私だけでしょうか。）
昔と今を比べると、気象だけでなく子どもを取り巻く環境の差は、とても大きいと思います。
それこそ私の幼少期にはスマホやゲーム機などもありませんから、外で友達と鬼ごっこやドッ
ジボールやかくれんぼ、縄跳び、ハンドベースボールなど、少ない道具で身体を使ったあらゆる
事をして遊びました。公園でみんなで遊んで、暗くなる前に家に帰らなくちゃ、という日々を過
ごしたものです。また、家の中でも本を読んだり絵を描いたり、トランプやあやとりをしたりと、
今の子どもたちとは全く違う生活を送っていたんだな、としみじみ思います。
また、私は本を読む中で漢字を覚えたり、四字熟語や慣用句、言い回しなどの表現力を身
に付けてきた、と大人になってわかりました。最初は読めない漢字や意味のわからな
い言葉も、繰り返し出てくる中で、きっとこういう意味で使われているのかな、と
想像し、想像が確証になり、そうやって覚えたものは、受験のためだけに詰め込
んだ知識や、嫌々授業で習った事柄と異なり、年齢を重ねても消えていかな
いものです。それこそが人としての知的財産なんだと思います。今の子ど
もたちは、当たり前にスマホや Google 先生で楽ができてしまう環境で
生まれ育っています。将来、大丈夫なのかなぁ、と日本の未来に危機
感を持ってしまう今日この頃です。

弊社スタッフからの情報発信コーナー

代表

今月のお題

倉田

清野

今、というわけじゃないですが、行ってみたい

「今、行きたい場所は
どこですか？」

今行きたい場所は、ディズニーランドとシー

のは宇宙です。自分の目で、宇宙から地球や月

です！最近あまり行けてないので、新しくで

やその他の星を見たいです。いつか海外旅行に

きたアトラクションに乗ってみたいです。そ

行くような感覚で宇宙旅行に行ける日が来る

してたくさん買い物して夢の国を満喫したい

のでしょうが、それより先に天国に行っている

です！！

と思います・・・

近藤

杉原
東京ディズニーシーとランドに行きたいです。

沖縄の西表島にまた行きたいです。晴れていれ

10 年以上行ってなく、まだダッフィーに会った

ば毎日のように流れ星や天の川の見える星空

ことがありません。今年登場したキャラクター
のステラルーも可愛いので会ってみたいです。

や、イルミネーションのように何千匹もの蛍が
輝く神秘的な光景は今でも忘れられません！

只 今 産 休 中！

チーフディレクター

ディレクター

武田

私はイギリスに行きたいです。学生時代から語
学や文化、音楽に憧れていた国であり、大人に
なって始めた趣味のアロマテラピー発祥の地で
もあるからです。死ぬまでには絶対に行きます。

ディレクター

堀田

ヨーロッパに行きたいです。今は気軽に行け
なくなりました。この小さな日本から脱出し

桑山

田中

西川

リーダー

中島

行きたいところは、
たくさんあります。

富士山です。
何回か登りましたが、毎回、二度と

今、行きたい場所は北海道です。これからの季

行きたい所は、USJ のミニオンパークです。
子供

一人でツーリングキャンプ、近場で良いので海外

登りたくない！と思う程疲れるのに、何故かま

節涼しく過ごしやすそうなところ。自然も豊

達がミニオン大好きなので、私が行きたいとい

一人旅・・・。
一人でぼ～っと過ごしたり、おいし

た登りたくなります。そんな魅力が富士山には

い料理を堪能したり、ゆっくり寝たい！これまで

あります…笑

かでのんびりできそうなところ。何より美味
しいものがたくさんあるので 食べ歩きもし
てみたいです。

行ったことのない場所に、
行ってみたいものです。

うか連れてってあげたい所ですね。９月の下の
子の誕生日にどうかなぁと検討中です。

たいです！ 10 日間くらい何もかも全て忘れ
て観光を楽しみたいな～と思うこの頃です。
ちょっと逃避行したい気分？笑

（出来る限り若いうちに）

アシスタント

永易

ハ ワ イ で す ！行 っ た こ と が な い の で す が、
ディレクター

石川

今、行きたい場所は、
「ブータン」です。
ＧＮＨ
（Gross National Happiness ／国民総幸福量）
」
を国の理念に掲げる、
「世界一幸せな国」
で、日本
を忘れて癒されたいです。いつかはこんな国に
住めたらいいですね。

アシスタント

伊藤

今、
行きたい場所、
いっぱいありすぎますが。
。
。
１位アメリカ在住の友人宅･･･ロス郊外にある

ハワイはいいよ！と良く聞きますし、結構
皆 さ ん 行 っ た こ と あ り ま す よ ね 。実 は 新 婚
旅 行 も 行 っ て い な い の で 、 大 好 き な 夫（ ？ ）
と愛する娘と行きたいです！

リーダー

東中

私が今行きたいところはベルギーです。
チョコレートが好きなので、チョコレートの本
場で大量に買い込みたいです。
特に日本から直営店が撤退してしまった「ノイハ
ウス」の工場直売は、以前行った友達にも日本で

松尾

金沢
今行きたいのは沖縄です。時間を気にすること

若い頃に旅行した海外も良いですが、やっぱり

なく海でボーっとしたいです。
あと、さんぴん茶

日本国内でも行ったことの無い場所へ行ってみ

や国際通りの裏にある定食屋さんのそうきそば

たいです。
特に、
北海道・四国・九州・沖縄といっ

とチャンプルーの定食が食べたいです！

た本州ではない場所に行ったことが無いので、
興味があるし行ってみたいです。

はかなり高価な分、安く購入できるとオススメさ
れたので是非行きたいと思ってます。

大きなお家に遊びに行きたい！！
２位福岡･･･５年ほど前まで住んでいたので、友
達にも会いたいな。
３位 TDL･･･新しいエリアも増えるようなので、
行ってみたいです！

大西
【ディズニーランド】
アシスタント

松島

東京に行きたいです。
お友達もいるし、実は東京
暮らしに憧れています……物価が高いのが難点
ですが！

どこへ行っても楽しいし、美術展や

らライブやら舞台やら、名古屋ではやってない
ものもたくさんあって羨ましいです。

アシスタント

早川

夏フェスに行きたいです。子供が産まれて住ま
いも横浜から名古屋に戻ってからは、気軽に行
けなくなってしまいました。でも今年は好きな

行きたい所の定番ですが ( 笑 ) 高校生のときに
友達と行ったのが最後でそれ以来一度も行けて
ないんです。子供も行ったことがないので夢の
国を体験させてあげたいです。ディズニー大好

野々垣
今、行きたい所ですが、スペインのプラド美術
館です。海外旅行が好きでいろいろ行きまし
たが、スペインに行きそびれてしまい、現在に
至っています。あと 9 年後に友達と行く約束
をしているので、今から楽しみです♪

成瀬
いま、行きたい場所はドイツです！

その理由

は、わたしの好きな海外サッカーチームの本拠
地があるからです！

いつか現地に行ってサッ

カー観戦をしたいと思いつつ早数年…時間もお
金も必要なので思い立ったらすぐ行動！ってこ

加藤
以前から一生のうちに一度は行きたいと思って
いるのは、フロリダにある、ウォルトディズニー
ワールドです☆すぐには難しいかもしれません
が、
いつか実現したらいいなぁと思っています。

とはできないですけど、一度は行けたらいい

きなのでグッズもたくさん持ってます♡♡

なぁっと思ってます (^o^)

ミュージシャンが出ると聞いてすごく気になっ
ています。

お 知 ら せ
太田

岩垣

私の今行きたいところは、ラオスです。日本で

近くの温泉でいいので、美味しい物を食べて、の

は、まだそんなに知名度はないですが、東南アジ

んびりしたいとずっと思っています。
でも、いざ

アの中でも治安がよく、ゆったりとした時間が

行こうかと言う話になると…急に面倒になり、

魅力で、世界で一番行きたい国の 1 位になった

また今度でいいやとなってしまいます。インド

ほどです。

アなのは、
性格のせいかな？

山本
東京ディズニーランドです。息子のいとこ達
と毎年出掛けてます。実は先日行ってきて息
子は初めてビッグサンダーマウンテンに乗り
ました。両手を上げてワ～！とニコニコ笑顔
で乗ってました。そんな姿を夢の国でまた見
たいです。

宮下
私は昨年、二人の孫達と和歌山県の南紀白浜の
海に遊びに行く予定だったのだのですが、孫達
が体調不良の為一緒に行く事ができませんでし
た。
白浜海岸の海は、砂が白くサラサラで、海の
水は綺麗なマリンブルーで、よく行く福井の若
狭湾の海とは比べものにならないくらい綺麗で
した。
行けるなら、今年は孫達とぜひ、白浜海岸
の海に一緒に行きたいと思っております。

中西
今、一番行きたいところは台湾です。
お茶が好き
なので、映画「千と千尋の神隠し」の町並みのモ
デルになった九份でゆっくりと中国茶をのみな
がら、のんびりしたいです。
ついでに足ツボも有
名なので、身体も気持ちもリフレッシュしに行
きたいです。

来月からニュースレターの
編集長が月替りとなります！
お楽しみに～

