社員旅行前 日、西 日本から低気 圧が近づき夜半から 雨になるとの予報。明 日
の朝、みんな本社に来れる のだろうかという 不安がつのりました。
一夜 明けて、雨は思ったほど でありませんでしたが風が強かった ので交通機関
のダイヤが乱れ ている のではないかとおもいましたが、電車組はなんとか大丈夫
でした。ただ、道路が渋滞している箇所があったよう です。全員が集まった のが３
０分遅れ でした。本来 であれば、遅刻者は現地集合 でしたが 天候がこのような状
態 ではという ことで今 回だけ、特例 で待っていました。
今 回は、当 日キャンセルもなく予定 の４０名が全員揃 って出発です。
道路状 況は、強 風のためアクアラインが通行止めになった ので都 内が非常に混
んでいるという ことな ので、東関東から常磐道、そして東北道を通ることになり
ました。
昼食が、那須の森 のビール園です。ここではバイキン
グ ＆ジンギ スカンの昼食、ビールを味わいながらおいし
くいただきました。ここで食べ過ぎ ると旅館 での夕食が
食べられないという ことにもなります ので注意して欲し
かった のですが、ライスを４合ちかく食べる強者もいて
予想が当たりました。
この森 のビール園 の周りに桜があって満開でした。千葉
では桜もほぼ終わっていましたがちょうど良い時期だっ
たかもしれません。
森 のビール園を出て予定通りに行くと「
塔 のへつり」の散
策 でしたが、天候も 悪く、時間も押していた のでこの場所は、残念ながら削り、
次 の「
大内宿 」
に向かいました。
「
塔 のへつり」
を楽しみにしていた方には、申し訳ござ いませんでした。
さ て、「
大内宿 」
に到着。ここは江戸時代の町並み
を残す宿場です。街道 の両脇には藁葺き屋根 の民
家が並び 、お土産、食べ物 屋さんがあります。特に
ねぎそばが有名 ですね。食べた人もいた のでしょう
が、その前 の森 のビール園でかなり食べた のでそこ
ま での食欲があった人はごく 一部 でした。小高い丘
があってそこに登ると大内宿が 一望 できる絶景ポ
イントでした。ただ、この日は気 温が低く薄着 で来
た人にはつらかったでしょう ・
・
・
以前訪れたときには６月という こともあって真 夏 日のように暑く、両脇に流れ
る水路 の水が冷たくてラムネがそのまま冷やしてありました。さすがに今 回の
ように寒いとラムネよりは甘酒ですね、やっぱ り。

「
塔 のへつり」の散策を削った のでほぼ 予定通りに宿に着きました。「
大 川荘」
です。老舗 の旅館らしさがあり古いことは古いのですがまた、それも情緒があ
ってよかったです。棚 田を模した湯船にはそれぞ れ 別 々に温泉が注がれ て 一定
の温度が保たれ ているそう です。温泉につかりながら景色を見ていると落ち
着きますね。でも夜だった ので景色は見えなかったかも ・
・
・
宴会も終わり、二次会 のカラオケで楽しんでいると旅館 のイベントで餅 つき
大会があったそう です。その場にいた人はつきたてのお餅を食べられた のでし
ょうね
２日目。朝食も終わり宿を出るときに小雨が降っていました。明け方は晴れ
ていて今 日はいい天気かなと思った のですが、残念 です。
小雨の中、「
鶴ヶ城 」
に向かいます。小雨でしたけど 「
鶴ヶ城 」
に行くとかなり
の観光客がいました。それもそのはず です、「
鶴ヶ城 」
はさくら満開で、「
さく
ら祭り」
と題したイベントが開催中 でした。雨の中 の「
鶴ヶ城 」
と桜はこれも情
緒があってとても良かったです。
「
鶴ヶ城 」
を 見学したら次は、猪苗 代湖に向かいまし
た。この雨で遊覧船に乗っても 面白くないかなぁと思
ったら、雨はやみ薄 日が差してきました。
猪苗 代湖 の遊覧船 のはくちょう号に乗り込みました
猪苗 代湖を 取り巻く山 々がよく見えて、頂には雪も
残っていましたね。ただ、残念な ことに風が半端なく
強い！そして寒い！そんな遊覧船 でした。
そして最後に「日新館」
。ここで食事をしてから 「
赤
べこの絵付け体験」
を行いました。真 っ赤な赤べこに
白、黒など で好きな模様を描いていきます。それぞ
れ個性が出ていますね。
絵付け体験が終わるとちょっと時 間がある ので
「日新館」
を 見学しました。ここは会津藩 の教育
の場所でありました。「
ならぬも のはならぬので
す」で有名な 「
什 の掟」
を基本に人材育成 の場所
であった のです。いろいろな資料がある のでひと
つひとつ廻ったら良かった のですが、この時は低
気 圧の関係 で東北地方に強 風注意報が出ていま
した。まさにそのまっただ中にいるよう で風が猛
烈極まりもなく、それに寒い！みんな 見学もそ
こそこにバスに集まりました。全員集まった ので
予定より少しだけ早く出発しました。

そして１９：
００を 過ぎた頃に実籾本社に到着 です。
春 の嵐 で始まり春 の嵐 で終わった、社員旅行でした。
次 回２便に参加する方は、楽しみに待っていてください。

新 入社員 のみなさん、
おめ でとうござ います

装いも新たに、

今までのショップイメー
ジとはまったく異なる
新コンセプトです

RENEWAL OPEN !

四月 三日に入社式が行われました。
今年 の新 入社員は、総勢 七名 です。いまだかってな
い人数 の仲 間です。
新たな 人生 のスタートともいえます。これから覚
える ことがたくさんあって、くじける こともあるで
しょうが、ステップ ・
バイ ・
ステップ。どんな ことでも、
何かを達成する場合にとるべき方法はただひとつ、
一歩ず つ着実に立ち向かう ことです。これ 以外に方
法はありません。笑顔 で頑張っていきましょう ！
携帯販売代理店が対象のセミナーです。田中電子とともに大きく成長しましょう！

船井 総研主催 セミナー、
常 務講演 す る！
船 井総合 研究所 の携帯ショップに特 化し
たコンサルティング の部署が開催したセミナ
常務が講師として招か
ーに当社 の田中 秀(）
れ講演しました。
このセミナー のキャッチフレーズは、
「
たった半年 で全 店舗がランクアップし
て、キャリア最高評価を１年 以上継続した
商材多様 化時 代のビジネスモデルと経営
の考え方 を 公開」
これからこんなケー スは多くある ことで
しょう
11

第4回 IRCAA野球交流戦

５月３０日に野球部の試合があります。ｱｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝさんとハヤブサさんとの３
社で行う交流戦です。昨年は３位でしたので今年こそは３位から脱出しなくては
いけません。皆さん、応援よろしくお願いします！是非、岩槻まで応援に来てくだ
さい！野球経験のある方、一緒に野球しましょう！

【日時】平成29年5月30日（火）
【場所】野球大会 川通公園野球場（岩槻）
開始時刻 ９：３０（集合 ９：００）
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮825-5

Step by step. I can’t see any other way of accomplishing anything.

