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前略、今 月も業 務に専 心いた だきあ りがと うご ざいます 。すっ かり秋 めき、 早朝出 勤を常 とし
ていただ いてい る調理 担当の 皆さん は、夜 明け 時間の異 なりで 季節の 変化を 感じて おられ るこ と
と思いま す。
さて 10 月も多 くのお 客さま からお 褒めの アン ケートや お言葉 を頂き ました 。詳細 は社内 新聞 に
記載させ ていた だいて います 。新店 舗の「 大正 三徳庵」 料理長 の赤瀬 君はお 客様の 御見送 りの た
びに「美 味しか ったよ ！」
「あ りがと う！」のお 言葉を頂 き、や りがい を感じ るとい つも言 って い
ます。三 徳庵の 店舗の 配膳ス タッフ も名指 しで 誉めてい ただい ていま す。い つも申 し上げ てい ま
すが、私 たちの 仕事は 「お客 様喜ば せ業」 です 。他のお 店より もより 優れた 商品（ 接客を 含め ）
をお客に 提供す ること 、もっ と言え ば他社 より も「断然 いい商 品」を 提供出 来て初 めてお 客様 は
私どもの お店を 選んで いただ けます 。その 結果 がお客様 からの 「あり がとう 」の言 葉と感 謝の 気
持ちとな ります 。お客 様から の「あ りがと う」 という言 葉は私 たちサ ービス 業（飲 食業） にと っ
ては魔法 の言葉 で、ど んなに しんど い仕事 であ ってもど んなに 眠たく てもそ の言葉 を聞く と自 分
と自分の 仕事の 存在価 値（レ ゾンデ ートル ）を 感じるこ とが出 来ます 。私も お客様 からの お褒 め
のアンケ ートを 見たら 天にも 昇る気 持ちに なり ます。「 お客様 の喜ぶ ことを する」「 お客様 の望 む
ものを提 供する 」ビジ ネスの 本質は これに つき ます。
残念な話 ですが 、過日 にお宮 参りの あとの 食事 をお客様 に仕出 しでお 届けを しまし た。そ の子
供さんの 料理の 御飯の 上に私 どもの 従業員 のも のと思わ れる「 まつ毛 」が乗 ってい ました 。お 客
様から連 絡を頂 き、す ぐに作 り直し てお届 けし ましたが 「食事 の時間 は終わ ったの でもう 結構 で
す」とお っしゃ られ、 また料 理代金 の返金 も「 それも結 構です 」との ことで した。 私ども のス タ
ッフもま つ毛を 乗せよ うとし て乗せ たわけ でも なく、す でに起 こって しまっ たこと は仕方 がな い
のですが お客さ まの悲 しみを 考える と本当 に申 し訳なく 社長と して情 けない 思いで いっぱ いに な
りました 。一生 に１回 しかな いお宮 参りで 、せ っかく私 どもの お店を 選んで 注文し てくれ たあ り
がたいお 客様に 対して 取り返 しのつ かない 「事 故」を起 こして しまっ たとい うこと 。逆の 立場 に
なると何 ともや るせな い自責 の念に かられ ます 。この会 社で起 こる事 故や失 敗の最 終責任 は私 に
あります 。まだ まだう ちの会 社は２ 流であ ると 感じまし た。私 たちの 仕事は プロで ある以 上一 流
を目指さ なけれ ばなり ません 。そ れは、お客さ まと私た ちのお 店との「約 束」な のです 。
「異 物混
入」「欠 品」「届 け時間 の遅れ 」など もって のほ かです。 常に高 みを目 指し、 お客様 から「 誉め ら
れ」「期 待され」「喜ば れ」続 ける仕 事を全 員で 目指しま しょう 。

「一膳入魂」
「私たち はお客 様のた めに常 に新し いこと に挑 戦し、食 生活に 新たな 価値を 創造し つづけ ます ｡」
すべては 自分の ために 。
すべては お客様 のため に。
すべては 会社の ために 。
すべては 社会の ために 。
来月も一 緒に頑 張りま しょう 。
草々

