
「自己判断」
街を歩いていても、駅のコンコースを通っても、見事にほぼ全員と言っても過言でないくらい
マスクをしている人で巷があふれています。
誰か、マスクしていない人はいないのか？と思うのですが、
本当にマスクをしていない人を探す方が大変です。
もしコロナじゃなかったら、異様すぎる光景ですよね。

私はマスクが苦手です。
ちょっと涼しくなってきたのでまだマシですが、
気温が35度とかあって、マスクするのはもはや拷問です（笑）
でも、どうしてこんなにみんなこぞってマスクをしているのでしょうか？

ニュースなどでも街中を歩いている際にマスクは要らない（もちろん状況によるとは思います）と
さかんに言われています。
幼児にもマスクは不要だとも。
基本、「3密」を避ければ感染リスクは抑えられます。
道の前後左右、濃厚接触に該当するような人も誰もいない、3密のうち、1密もないようなところで、
息苦しい思いをしてマスクをする意味がわかりません。
一人で運転している車の中でマスクをしている人も見かけますが、
もう、よほどマスクが好きなんだな～と思ってしまいます（笑）

私的な意見ですが、日本人は自己判断が本当に苦手な民族だな、と感じます。
「みんなもマスクをしているから」「変な目で見られるのも嫌だから」「マスク警察が怖いから」
そんな感じなのでしょうか。
「なぜマスクをしないといけないのか」を適切に考え、
今、必要かという事を自己判断し、
自分が置かれた状況に合わせて行動していくことが、
私は大事なことと思っています。
私は徒歩通勤なので通勤時にマスクをしたことは1度もないですが、
密だなと思うエレベーターや電車に乗るときや、
お客様との対面の打合せでは、嫌ですが（笑）マスクを着用します。
そして、今は密じゃないし要らないでしょ、と思うときは、
誰がどう思おうがマスクはしません。

マスクをしないことが良いとか悪いではなく、ラ
ッシュメンバーには自己責任できちんと判断し、
どう行動するのか決めていける大人になってもらいたい、と
マスクだらけの世の中を見ていて、切実に思う私です。
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【重要】ニュースレターに関するお問い合わせ・ご意見・ご要望は
　　　　＜news_letter@rush-i.com＞までお願いします。
　　　　お届け先の変更や、ニュースレター送付不要の際もお知らせいただければ幸いです。　

先月号に引き続き、ニュースレターの制作を担当させていただきました。
今月号がいつもと違うところは ...

ラッシュ社員のメンバー紹介を再開したところです！
4月から今月にかけて、一気にラッシュに新しい仲間がふえました。

そのため、個性豊かでおもしろいメンバーを、
ぜひ皆さまに知っていただけたらな、と思います。

10月は朝晩の冷え込みが厳しくなってきますが、
体調管理には、十分お気を付けください。

Teranishi Miki

Editor’s Note
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Message from President

Yuria Noma Blood type :O1997.05.21

Q. 自分の性格を一言で表すと / 粘り強い  Q. 座右の銘 / 為せば成る
Q. 好きな食べ物/ 大好きなから揚げ！毎月鶏レシピも更新しています！
Q. 特技 / 中学から大学までハンドボールをしていました！大学時代の写真です！

サービスのご案内

「SNS 運用代行」
「Facebook」「Instagram」「Twitter」「LINE」など、世の中に SNS と呼ばれるツールが溢れてきましたね。
認知度アップのため、ブランディングのため等、これらのツールを活用する企業が増えてきました。

ラッシュのお客さまでも、SNS を活用することの重要性を感じていらっしゃる方が多く、
数年前よりラッシュでも SNS 運用代行のコンテンツができました。
お客さまのユーザー目線にたち、共感できる配信を心掛けています。

「日々の仕事が忙しくて、SNS 発信まで手が回らない…」
「SNS のことを色々調べて効果的な発信をするのが大変…」
「ターゲット層の視点に立った配信ができていない…」

そんな企業さまのお役に立てればと、
社員一同常に情報をキャッチできるよう取り組んでいます！



ペンギンは飛べない鳥と言われていますが、
東京の池袋にあるサンシャイン水族館では、

まるでペンギンが空を飛んでいるかのような「天空のペンギン」を見ることができます。
都心のビルを背景に、優雅に泳いでいる姿を下からのアングルで見ることができるのは、

サンシャイン水族館だけです。
以前、テレビでも取り上げられた程、人気の水槽なので、ぜひ立ち寄ってみて下さい！

Rush 社員に聞いてみた！

わたしの趣味は●●なんです

最近はありがたい事に、事務局代行のご相談を多くいただきます。

コロナウイルスの影響で一時期は完全に止まってしまっていたのですが、

徐々に経済が活気を取り戻してきているのを感じています。

今回は、別クライアント様の案件でご一緒しているパートナー企業様よりご相談いただき、

SNS を絡めたキャンペーン事務局代行のお手伝いをすることになりました。

まだ来店・来場促進のイベントが開催しづらい状況の中、

SNS で気軽に参加できるキャンペーンが増えてきております。

ラッシュでは SNS 配信、お問い合わせ対応、応募者・当選者管理、賞品の梱包から発送まで

全てを担うことが可能です！

是非お問い合わせください。

今月のご相談

＠rush_info

今回ご紹介するのは、
東京都千代田区神保町駅から徒歩3分のところにある
喫茶店「石窯bake bread茶房 tamtam」。
モダンで落ち着きのある雰囲気は、
ほっと一息つきたいブレイクタイムにピッタリのお店です。
お店の一押しメニューは”石窯で焼き上げるパンケーキ”。
石窯で焼き上げるため、外はサクサク、
中はふわふわの食感を実現しています。
生クリームの甘さも控えめで食べやすいのも魅力的です。
新食感のパンケーキを是非一度お試しあれ♪

おすすめスポットの

ご紹介♪

お役立ちコンテン
ツ

管理栄養士やレ
ストランシェフ

など

食の専門家が自
宅で4人家族4日

分の食事を作っ
てくれるサービ

ス。

申込方法は簡単
2ステップ。

①サイトから好
みのシェフをチ

ョイス　

②申込み・マッ
チング

予約後はシェフ
とSNSで料理に

ついて打合せ。

当日調理器具や
基本調味料を準

備して

シェフの到着を
待ちます。

3時間後には、

16食分の料理が
完成！

現在11都府県で

対応可能です。

自宅でシェフの
料理が

手軽に楽しめる
サービスです。

みなさん一度

試してみてはい
かがでしょうか

。

寺西のペンギン愛寺西のペンギン愛寺西のペンギン愛寺西のペンギン愛

石窯bake bread茶房 tamtam

【旅行】
旅行に行くのが好きです。

温泉と美味しいお酒があるところに
行くことが多いです。

最近はコロナの影響で気軽に
行けなくなってしまったので、
スマホに入っている過去の写真で
旅行気分を味わっています。
落ち着いたらどこに行こうか
今から計画中です！

田中

【シェアサイクル】
自転車を持っていないので、

使いたい時間分だけ料金を払って
使用できる「シェアサイクル」を使って

都内を巡るのが趣味です。
仕事帰りに家まで乗ることも

多々あります。終電後も使えます。笑
都内にはポートが

たくさんあり乗り捨て可能なので
とても便利です！

梅村

伊藤 成瀬 大西 松岡

【レクリエーションバレーボール】

「レクリエーションバレーボール」という、
名古屋発のちょっと変わった

ルールのバレーを楽しんでいます。
小学生から 80才を超える方までが

参加しています。
年に 2回大きな大会があるのですが、

今年はコロナの影響で
中止となってしまいました。。。残念

堀田

【ゴルフ】
まだ自信を持って言えませんが、

ゴルフです。
今年に入ってからは、
まだラウンド１回。

レッスンに通っていますが、
練習不足と先生に言われています。

スコアが良くなるように
ラウンド経験を増やしたいです。

坂本

【AmazonPRIME】
もう一度見たかった作品や、

話題になっていたけれど見逃した作品など
ドラマを見ることが多いのですが、
映画も種類もかなり豊富にあるので

飽きません。
電子レンジで作るポップコーンを
食べながら見るのが好きです。

【体幹トレーニング】
運動不足解消のため、

週 2、3日行い習慣づけています。
1番好きなことはプランク！

両ひじをつけて一直線になるよう
体を持ち上げキープする、という

トレーニング。
キツいけど体に変化が出てくるので、
楽しみながら色んなトレーニングを
試していこうと思います！

【カフェ巡り】
とにかく食べることが大好きで、
美味しいものを食べることが
1番ストレス解消になるので

一日に何軒もはしごしたりします。
アンノンティーハウスという紅茶専門店は
特におすすめで、ホットケーキが最高です。

コロナが落ち着いたら
またカフェを開拓したいです。

「 キャンペーン事務局代行のご相談 」

- vol.4  空飛ぶペンギン -

おススメ！
野間のトリレシピ

＜ 4 品目 ＞柚子胡椒テリヤキ

定番のテリヤキチキンをアレンジ！
ピリッと美味しい、柚子胡椒を加えて、
いつもと違う味を楽しんではいかが？

①鶏肉をカットして下味を付ける
②小麦粉をまぶして油で揚げる
③酒・醤油・みりん・砂糖・
　柚子胡椒を合わせてからめる
④お好みでゴマを振りかけて完成！
ソースをかけたり、大葉を挟んだり
するのもオススメです！
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員
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【バレーボール】
実は今怪我をしてしまい
出来ていないのですが…
週２回練習していたのが
全く出来なくなり、

身体の凝りが出てきたり筋力も低下して
疲れやすくなったりと、

適度な運動はやはり大切なんだなと
気付かされています。
早く復活したいです！

＼ 作り方 ／

シェアダイン


