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編集長 モジコのご挨拶

　一見、萌え系 !?　少女マンガかな？　と思うような表紙
で、でも、ビジネス書のコーナーにあるしな…何か気にな
ると手にしたのがきっかけでした。
　野球部に置き換えて、経営学を当てはめてあるところが、
分かりやすく、あっという間に読んでしまいました。良い
本だな。と思ったので、その一部をご紹介したいと思いま
す。
　「所属する野球部に何とか成果を出させたい。そのため
には、自分に何かできることをしたい」そう考えていた、
高校野球の女子マネージャー（以下、名前はみなみちゃん）
は、この本が「自分のために書かれたもの」と確信する。
だから以降、そこに書かれている事を脇目も振らず実践す
るようになる。

野球部におけるマネジメントの役割
　みなみちゃんは「マネジメント」を読み進める。すると
ドラッカーは、マネジメントには３つの役割があると説く。
そこで、それらについて、１つ１つ自分に当てはめて解釈
していく。
１「自らの組織に特有の使命を果たすこと」
　「甲子園に行く事」と解釈する。
２「仕事を通じて働く人を生かす」
　野球部にかかわる全ての人　部員１人１人、監督やコー
チ、そして自分を含めたマネージャーに至るまで　を生か
すことだろうと解釈する。
３「自らが社会に与える影響を処理するとともに、社会問
題について貢献する」

　野球部を含めた野球部に関わる全ての人、学校関係者や
父兄、あるいは地域の人々に「夢と希望と勇気を与えるこ
と」だろうと解釈する。彼らに感動を与え、それらを生き

る力に変えてもらうことこそが、ドラッカーの言う「社会
の問題に貢献する」ことだろうと確信する。
　「だから……」とみなみちゃんは。思う
　「ただ勝つだけではダメなんだ。見る人に、夢と希望と
勇気を与えられるような、正々堂々とした勝ち方でなけれ
ば……！」

最初に実行すること
　ドラッカーは言う。まず「われわれの事業は何か？」を
問えと。そこで、みなみちゃんは、それを自らに問うてみ
る。すると、そこで出てきた答えは「野球をする」という
ものだった。ところが、その先を読み進めてみると、「『わ
れわれの事業とは何か』との問いに答えるには、顧客から
スタートしなければならない」「したがって『顧客は誰か』
との問いに答えてこそ、ここの企業の使命を定義する上で、
もっとも重要な問いである」と書かれていた。
　「顧客！」
　「野球部の顧客とは誰か？」ということについて考える。
野球部にとっての顧客……それは、高校野球を見てくれて
いる全ての人々であるということ。私達の甲子園に行くと
いう夢も、高校野球を見てくれている顧客がいたからこそ、
はじめて抱くことが出来たのだ。
野球部とは何なのか？
　顧客はどこにいるか…何を買うか…
　と、１つ１つを噛み砕いて分かりやすく野球部に例えて
話は進んでいきます。難しい文章
だけで書いてあると、どこから手
をつければ良いのか？　何を考え
るのか？　分からない時ってない
ですか？　この本ですと、考え方
のヒントになるといいますか、自
身に置き換えやすく、なるほど！
と思えることも多かったので、今
年を締めくくる上でも、そして来
年に向けてのアクションのために
も、お時間がありましたら是非、
ご覧下さい！　オススメです！

こんにちは。今年も、あと 2ヶ月ですか～本当に早いですね。今年も、たくさんのお客様にご来店
いただき、多くの素晴らしい出会いをさせて頂けましたことに心から感謝いたします。ありがとう
ございます !! 私達は、美容を通じ、皆様のきれいのお手伝いが 1つでも多く、させていただければと、
今年 1年励んでまいりました。お役に立つことは出来ましたでしょうか？ これからも、もっともっ
と、お役に立てるように、そして、身近な存在であり続けられるように、日々成長できるように、頑張っ
ていきます！ 今年、1年間ＴＪ天気予報にたくさんの愛情を注いでいただき、ありがとうございま
した !! 来年も宜しくお願いいたします！
それでは、ハッピータイムズVOL.52 スタートです !!
今年最終号なので、張り切ってまいります !!

私らしさの方程式

もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの「マネジメント」を読んだら

もし高校野球の
女子マネージャーがドラッカーの
「マネジメント」を読んだら

岩崎 夏海 著

編集長のモジコです
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　さて、またまた大好きなラーメンです。最近多いような気もしますが
そこは目をつぶってください。今回食べに行ってきたのは北名古屋市に
ある、知る人ぞ知る名店「前田家」さんです !! 一見普通の民家の下
にちょっとお店やってますって言う感じのお店で、紹介や口コミがない
となかなか入らないかも知れない感じです。でも、日曜日の夜 9時前
なのに駐車場はいっぱいで、よく見るとタクシーとかも止まっていてお
店の人気ぶりが伺えます。
　実はこちらのお店は名古屋で有名なラーメン屋「万楽」さんで修行を
されていた方のお店なんですが、ベースはとんこつです。見た目とって
もシンプルなそのラーメンはとろみとコクがしっかりあるのに割りと
あっさりなとんこつで大人から子供まで汁までいけちゃう感じです。も
のすごい独特な特徴が
あるかといえばそうで
もないんですが、な・ぜ・

かまた食べたくなる味です。凄くくせになります！ おいしいです！ そして、もう一種類
タンタン麺があったので頼んでみたのですが、これがまた変わっています。普通一般的に
タンタン麺というと赤いスープなんですがこちらのお店では茶色でゴマがびっしりでし
た。でも食べてみるとしっかり辛味がありコクもありこれまた独特でちょっとくせにな
りそうな感じの味です。どちらも麺はやや太麺でもっちりとした食べ応えのある麺です、
そこにメンマとわかめ、そして極上のチャーシューが乗っている非常にシンプルなラー
メンです。でもホントにシンプルだからこそこだわりの味がしっかり出ていてファンを
作っていくんだと思います。客層の世代の広さから見ても絶妙な味であることがわかり
ます。博多系のどとんこつが好きな方にはちょっとあっさりしているかもしれませんが、

お店のオリジナルがしっかりでていてこ
こだけの一つのジャンルを確立している
感じです。ちなみに餃子も変わっていて
蒸篭に入った蒸し餃子が主流になってい
ます。何故か解らないけどもう一度食べ
たくなるラーメン…。そんなラーメンを
味わいたい方はぜひ一度行ってみてくだ
さい。お値段もリーズナブルで味は保証
付です！
PS. どういうシステムかは解りませんが、
「お持ち帰り」のラーメンとチャーシュー
のメニューもありましたよ……。

電　　話／0568-24-3369　　　　定休日／水曜日
営業時間／ランチ・AM11:00～PM2:00　ディナー・PM5:00～PM10:00

 愛知県北名古屋市久地野権現31-1 

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

王子こと　堤　哲郎です。

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回は「ラーメン !!」を食べ歩いてきました!!

こんにちは！ 王子です！！
あっという間に 11月です！ 皆さんいかがお過ごしですか？？ いや～、今年も残すところあと 2ヶ月ですよ！ 年々感じることですが本当に 1年が早いで
す。それだけ充実しているのかそれとも余裕がないのか（笑）。どうせなら前者であると言いたいですよね！ 僕にとってはかなり学びの多い年でした。いっ
ぱい失敗もして反省もして…でもその分発見があり学びがあり成長できたと思っています。そういった経験ができる環境や周りの仲間に感謝ですね！
そうそう、仲間といえば皆さんは「ワンピース」という漫画をご存知ですか？ かなり読んでる方も多いと思いますので今更何をって思う方もいるかも知れ
ませんね。最近たまたまきっかけがあって最初からまた読んでるんですが、やっぱり良いですね！内容は語りだすと長くなるので言いませんが、とにかく「仲
間」の大切さや良さが身にしみて解る漫画です。僕はもともと小説が大好きであんまり漫画は読まなかったんですが、食わず嫌いだったんだなと反省する
くらい良い漫画も沢山あります。さすがアニメ大国日本 !! なんにしても本を読むことは大切です。どうしても活字の苦手な方でも漫画からなら入れると思
います。ちょっと話が飛びましたが今年も残り 2ヶ月、どうせならなんとなく過ごすより自分磨きをしながら過ごして来年を迎えていきましょう !!

※採用させていただいた方には、‘王子’よりステキ？？ なプレゼントをお送りします♪

　寒い時期になってきたので暖かいラーメンや鍋が恋しくなってきました
ね。ま、ラーメンは年中食べているんですが…（笑）最近通りすがりのお店
も含めて何件かおいしそうな鍋のお店なんかも見つけたのでまた順番に紹介
できるとこはしていきますね！ 先にも述べましたが今年も残すところあと
２ヶ月です。手洗いうがいをしっかりして、おいしいものを沢山食べて、ぐっ
すり寝て体調を壊さないように元気に過ごしましょう！ それではまた次回
に！

かまた食べたくなる味です 凄くくせになります！ おいしいです

ラーメン 前田家さん
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取扱店　　稲沢店・江南店・春日井店・北名古屋店・多治見店・桑名店・岐阜店

取扱店　　　末広店・日進店・可児店・豊明店・天白店・各務原店・小牧店取扱店　　　末広店・日進店・可児店・豊明店・天白店・各務原店・小牧店

AVEDAギフトセットには熱帯雨林の先住民族やコロンビアの女性職人が手
づくりするタグアナッツのヘアアクセサリー（１部のセットに含まれていま
す）を通してコロンビアのコミュニティと熱帯雨林の保護を力強くサポート。

AVEDAギフトセットが、あなた自身と贈られる人の心をあたためるだけで
なく、遠く離れたコロンビアの人々と地球環境に、希望という目には見えな
い贈り物を届けます。

・さまざまな希少なオーガニック植物のエキスやオーガニックエッセンシャルオイルを
　贅沢に配合。
・合成化学物質・防腐剤不使用。
・あらゆる髪のダメージが蘇えるオーガニックマジック。
・濡れた髪に１滴。
・オーガニック植物の力によって髪はハリと潤いを取り戻します。
・美容ライターさんや美容師さんにも評判の濃縮オーガニックオイル。

♪贈る人と贈られる人の笑顔を結びます♪♪贈る人と贈られる人の笑顔を結びます♪

スーパーダメージヘア用
オーガニックヘアオイル

AVEDAギフトセット

100%ピュアな濃縮エッセンストリートメント
取扱店　　知立店

・さまざまな希少なオーガニック植物のエキスやオーガニックエッセンシャルオイルを
　贅沢に配合。
・合成化学物質・防腐剤不使用。
・あらゆる髪のダメージが蘇えるオーガニックマジック。
・濡れた髪に１滴。
・オーガニック植物の力によって髪はハリと潤いを取り戻します。
・美容ライターさんや美容師さんにも評判の濃縮オーガニックオイル。

100%ピュアな濃縮エッセンストリートメント100%ピュアな濃縮エッセンストリートメント100%ピ アな
取扱店　　知立店

Hair CareHair Care

アヴェダ・ジョンマスターズ・ケラスターゼ

12,800円

14,800円 エイジリチャージとプレミアムのマスクはエイジリチャージとプレミアムのマスクは￥1,000UP￥1,000UP

（サロンケア+ホームケア）（サロンケア+ホームケア）

（ホームケア）
+ケラスターゼシャンプー
CUT＋ハーブカラー

+マスクトリートメント+マスクトリートメント
CUT＋ハーブカラーCUT＋ハーブカラー

いつまでも美しいヘアスタイルを提供する為に！
－ＴＪ天気予報では、地球環境に配慮した製品や
　　　世界的に評価の高い商品を導入することにより、より良いヘアデザインを提供します－

自分の為に！
地球の為に！

販売価格/3,675円（税込）

※写真はイメージです。

容 量/15ml
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美しく・健康でいるための秘訣
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編集部からのお知らせ！

ケイタイからの予約がスタートしました！ケイタイからの予約がスタートしました！

クリーニング工場始動クリーニング工場始動

社内コンクール優秀作品発表社内コンクール優秀作品発表

編 集 部 よ り

■定休日/月曜日※月曜祝日の場合もお休みとさせていただきます。
TJ天気予報　ホームページアドレス　http://www.tj-tenkiyohou.co.jp

新しいシステムの導入により、お客様の携帯電話から、予約が出来るようになりました。最大の
特徴は、当日出来上がったスタイルを撮影し、お客様の専用ページからご覧いただけます。
ご興味のある方は、ご来店の際スタッフまでお問い合わせ下さい。（ご登録が必要です。）

以前から、タオルについてのクレーム (臭いなど…)を頂いておりましたが、９月下旬より
タオルが変わりました。今までは、外注でクリーニングをしていたのですが、これからは
クリーニング工場を完備し、社内にてクリーニングいたします。お客様のご要望にお応えでき
るよう努力いたします。お気づきの点がございましたら、スタッフまでお問い合わせ下さい。

10月４日（月）に「社内コンクール」を行いました。全スタッフが各部門で熱く戦いました。
各部門優秀作品を掲載いたします。

フレッシュ部門フレッシュ部門（アシスタント）（アシスタント）

3コ豊明店　椛澤　啓太

7コ各務原店
二ノ宮　裕子

9t 大府店
杉野　知美

3mm尾西店
古沢　香

Part9 末広店
森永　莉奈

副賞は
「ヨーロッパ研修」

ですって…

Part3 千秋店　鈴木　飛香

ライジングライジング
スター部門スター部門
（アシスタント）（アシスタント）

ヘアドレッサー部門ヘアドレッサー部門（スタイリスト）（スタイリスト）ニューニュー
カマー部門カマー部門
（スタイリスト）（スタイリスト）

ケイタイからの予約がスタートしました！ケイタイからの予約がスタートしました！

クリーニング工場始動クリーニング工場始動

● • ● 年 末 年 始  営 業 時 間年 末 年 始  営 業 時 間 ● • ●

社内コンクール優秀作品発表社内コンクール優秀作品発表

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

ウィッグ部門

モデル部門

12月27日（月） お休みさせて頂きます。 １月１日（土）～５日（水） 年始休業とさせて頂きます。

12月28日（火）～30日（木） 通常営業とさせて頂きます。 　　６日（木）～８日（土） 通常営業とさせて頂きます。

12月31日（金）

AM9:00～PM5:00まで営業させて頂きます。
・縮毛矯正　　　　　PM2:00まで
・パーマ＋カラー　　PM2:30まで
・パーマorカラー　　PM3:00まで
・カット　　　　　　PM4:10まで

　　９日（日）・10日（月） 成人式の為、各店営業時間が異なりますので、
ご利用店にご確認下さい。

　　11日（火） 振替休業とさせていただきます。


