【今回のプレゼント】
http://www.fp-today.com
当レターを読まれたご感想を面談時・メール・電話・FAX・郵便・LINE
で教えてください。
抽選で 5 名の方に焼鳥『おまかせ』様の「3 千円のお食事券」をプレゼントさせていただきます。
皆様のご感想をいただくことが、私たちにとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ぜひ、皆様のお声をお聞かせください！

TODAY’s

● ファンレター

LETTERS

● Re:ファンレター（橋口 敏弘様より）
中村さん！
当店をご紹介頂きありがとうございます！
オープニングから中村さんに賠償保険をお願いして
から、早いもので 8 年になりますね。

http://www.fp-today.com

TODAY’s
●戸田 泰夫／高校受験の思い出
いつもお世話になります。今回のテーマは『高校受験
の思い出』です。社員全員が各々の想いを記しています。
写真も含め、皆様には【にっこり笑いながら】読んでいた
だき『高校受験の思い出』を語り合っていただければ、と
てもうれしく思います。
今回の私の写真は「中学 3 年生」です。

がむしゃらにやっていたら「そんなにたっていたんだ
なあ」と改めて感じています。いつまでも若い頃のよ
うには働けませんが、これからは特に健康に気をつ
けて頑張って参ります。
保険はまだ利用したことはありませんが、お陰で安
心して営業ができます。中村さん「もしもの時は頼み
ますよ！」また、これを機に改めて当店をよろしくお
願い申し上げます
焼とり おまかせの橋口敏弘様を紹介します。

焼とり おまかせ

橋口様との出会いは 2012 年の 5 月。『焼とり おまか
せ』のオープンで料飲組合からのご紹介でした。初めて
お会いした感想は「とても真面目そうな人だと、この人な
ら厳しい飲食業界でもやっていけるんじゃないかな」と
思いました。それにしてもこの激戦区、西新で 8 年ほど
続けているのはとてもすごい事だと思います。
私も最初は付き合いで行きましたが、2 回目以降は単
純にまた行きたいなと思ったので、普通にお客としてお
伺いしております。味が良いのはもちろんですが、きめ
細かいサービスや大将の人柄が全面に出ている素敵な
お店です。いつも親切に対応していただきありがとうご
ざいます。

代表 橋口 敏弘

出会った頃はお互い 30 代でしたが、今では共に 40
代！体に気をつけて頑張っていきましょう！これからも
よろしくお願い申し上げます。

感謝
中村 安成

焼とり おまかせ
住所：福岡市早良区西新 4ー9ー18
電話：092-843-3380
営業時間：17：00〜24:00
定休日：不定日(日曜日営業)

私は 2 校受験をしましたが、県立高校受験の話をし
たいと思います。兵庫県で生まれ育ち、昭和43 年に高校
受験の年齢になりました。当時、兵庫県の県立高校は独
自の受験方式を取っていました。「兵庫方式」と言い、恐
らく全国で最初（唯一？）に導入した受験方法で、通常の
学科中心の学力テストを全廃し、「調査書（中学校の内
申書）」を主な資料として、「思考力テスト」と「身体の活動
力の検査」を併用して合否を判定する方式でした。「内申
書」で約 8 割の中学生は事前に合格するかは予測がつ
きました。ちなみに「思考力テスト」とは、国語・社会・数
学・英語などが混在したテストで、「身体の活動力テスト」
とは要するに体育の授業と同じで、跳び箱を跳んだり、
マット運動で回転したり。今でも記憶に残っています。基
礎的な運動が出来るかの確認のようでした。この「兵庫
方式」のお陰で中学 3 年生になっても、受験勉強らしきも
のを全くせずに部活と遊びをエンジョイしました。今思う
と「ゆる～い受験」でした。
今まさに、受験シーズン！受験生の合格を心より、お祈
り申し上げます。フレー、フレー！！感謝
と

だ

やすお

代表取締役 戸田 泰夫
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●中村 安成／高校受験の思い出
高校受験と言いましても３０年以上前の事であまり記憶
がありませんが、記憶に残っている事といえば、親が「公
立高校に合格してくれたら、好きなものを買ってやるから
頑張れ」と言われた事です。
当時ドラゴンクエストが大流行しており、受験前に新作
が発売されるのでミスターマックスに受験生なのに並んで
いた事が懐かしくてなりません。それぐらい受験生の意識
が全く無かった私ですが、その親から言われた一言で当
時２０万円ぐらいする（ケンウッドのコンポ）をゲットするた
めに公立高校受験直前に猛勉強した事を記憶しています。
勉強嫌いだった私ですが、目標があると何でも頑張れるも
のだということです。（動機は不純ですが！）
今現在では私の子供たちが親の期待を裏切り２人とも
私立高校に通っています。
当時は全くお金のことなど考えた事もなかったのですが、
やはり私立高校を２人通わせるのは親としてはかなり辛い
ですね。（泣）当時の親の気持ちがやっと分かりました。
感謝
なかむら

や すなり

中村 安成

●戸田

耕介／高校受験の思い出

特に行きたい高校にこだわりもなく、生粋のテスト勉強
嫌い（無駄知識を入れるのは大好きなのですが…）の私
は、受験勉強の家庭学習の時間はおよそ 4 時間ほどしか
なかったのではないかと思います。家で机に向かうことは
なく、塾の自習室によく行っていました。集中して勉強では
なく、ジュースを片手におしゃべりに花が咲く日々。そして
受験本番。なぜか、最も得意の社会が最低点。苦手な英
数の点数が良いなど、ミラクルも起こり、志望校には無事
合格。受験生と呼ぶにはほど遠い中学生活を送った私で
すが、将来生まれてくる子どもには少しだけ勉強するよう
には伝えたいと思います。

と

だ

こ う すけ

戸田 耕介

●中村 榮宏／高校受験の思い出
高校受験の思い出とのお題ですが、私の通っていた高
宮中学校では、その当
時「アチーブテスト」が
県全体であって、その
点数に応じて受験校を
選ぶ制度でした。
私のテリトリーは、筑
紫丘高校と福岡中央高
校の 2 択しかなく、ほか
の高校へ行くには、寄
留して受験しなければ
ならなかったため、寄留
する親戚もなく、筑紫丘
高校にいきました。
なかむら

●アドリア海の真珠

●前回号プレゼント当選者

2014 年 6 月からの 8 ヶ月間、世界一周にいっていま
した。知っている人は知っている素敵な場所をときどき紹
介していきたいと思います。第 1 回はクロアチアのドゥブ
ロブニクをご紹介します。ここは「アドリア海の真珠」と呼
ばれ、街まるごと世界遺産登録されている城壁都市です。

『とび梅』様の「4 千円分の足つぼ券（出張あり）」の当
選者は
①

南区のＫ・Ｋ様

②

中央区のＨ・Ｋ様

③

中央区のＳ・Ｒ様

以上の３名様です。おめでとうございます。

かつては海洋貿易で栄えたため、城壁の中の狭いエリ
アでも美しい噴水や教会を見ることができます。丘の上
から見下ろすドゥブロブニクの街並みは、海の青さも相ま

●TODAY LINE 開設のお知らせ

って極上の美しさです。次の旅行は、ドゥブロブニクへ。
と

だ

こ う すけ

戸田 耕介

ひで ひろ

中村 榮宏

●俵

奈名子／高校受験の思い出

TODAY では、電話・メール・郵便だけでなく、スムー
ズに皆様と連絡を取るために、新たに TODAY の公式
LINE(LINE @)を開設しました！

私は高校受験をしたのは 1 校のみ。しかも塾にも行っ

いつものちょっとしたお問い合わせにぜひ TODAY 公
式 LINE をご活用ください！

てなかったので、模試なども受けたことがありませんでし
た。まさに高校受験が人生初の校外試験です。そんなに
緊張していないと思っていたのですが、実は緊張していた

●佐藤ゆかり／高校受験の思い出

のでしょうね。数学の試験時間の途中でトイレに行きたくな
りましたが、挙手してトイレに行かせてくださいとも言えず、

●生命保険診断のご案内

また、大災害において避難し、電話がつながらない、
または郵送物が届かないときのためにぜひご登録を
お勧めします。ご登録をいただければ保険金請求が
スムーズに行えます。万一に備えてください。

我慢していると解いていた図形がだんだんトイレの形に見
高校受験は、親を説得して遠く離れた学校を選びまし
た。地元の行きたかった進学校は、点数がぎりぎりの
ボーダーライン。親からはランクを下げた高校を受験す
るよう言われましたが、私の小さなプライドがランクを下
げることを許さず、実家から 120ｋｍ離れた進学校を探
して、親を説得しにかかりました。「勉強したい。あの学
校は定員割れしている。この点数なら 100％合格でき
る。」と泣きながら。
入学できたときは、
親元を離れた解
放感で喜びいっ
ぱい。下宿生活も
順調でしたが、学
力は上りも下がり
もせず。かわりに、
貴重な時間を過
ごすことができま
した。今は高校受
験以来の必死な
試験勉強をしてい
ます。
さ と う

佐藤 ゆかり

えてくるではありませんか。とても焦りましたが、なんとか
解き終わり、試験終了後、トイレに駆け込んだことを今でも
覚えてます。合
格発表の日、学
校の掲示板に
自分の番号を見
つけたときは喜

【個人編】
少しでも家計を豊かにしたい思いは、皆様共通だと思い
ます。言うまでもありませんが、生命保険は住宅に次ぐ高
額な買い物です。月々数万円の支払いでも、総支払額と
なると 1000 万円を超える契約も珍しくありません。あなた
は加入している保険に自信がありますか？
生命保険を個々の家計に合わせて、適正化することで、
数百万円の無駄な保険料負担を取り除き、その分を貯蓄
に回すことも可能です。

びよりほっとし
た気持ちが強か
ったです。
たわら

な な

こ

俵 奈名子

【法人編】
法人でご契約の生命保険は、個人保険と同様に目的を
明確にし、企業がかかえる様々な問題に対処できるよう考
えておきたいものです。
「死亡保障」だけでなく、「退職金」や「節税対策」、「財務
体質の強化」、「相続」といった問題に最も効果を発揮する
のが生命保険です。正しく使えればこれほど心強い金融
商品はありません。
【証券診断から】
まずは弊社の生命保険診断サービスで、ご加入の保険
内容から確認してみませんか？私どもの既契約者とその
ご紹介者の方に限り、無料診断サービスを行っています。
ご希望の方は当社（０９２－７１２－５４４１）までお電話下さ
い。

普段でも LINE を登録するメリットはたくさん。
・小さな質問をチャットで行うことができる！
・写真や情報のやり取りの簡素化！
・事故防止や防災対策の情報を受けられる！
＜友達追加手順＞
①LINE アプリを起動。
②ホームタブの右上の＋マークを押す。
③[QR コード]を押す。
④↓の QR コードを読み込む。
⑤友達追加。

【友達追加 QR コード】

