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震災のあった日から、みなさまはどのように過ごされたでしょうか。
それぞれの状況で、いろいろなことを考えた期間だったのではないでしょうか。
日々当たり前のようにできていたことができない不自由さ、家族や友人が健康でいる幸せ、当たり前のよう
に暮らしていた家がある喜び。ある意味で自分の生き方や価値観を問われた期間でもあったように思います。
新聞やテレビから聞こえてくる避難している方々のことばに、こちらが励まされたり、津波から生還した方の記事を
読んでは、人間の強さに感動したり…すっかり涙腺がゆるくなった・・・という方も多いのではないでしょうか。
最近は、スーパーやコンビニで空いている棚があっても、照明が半分消されていても、そんなことは問題ではなくなりまし
た。必要なものがあれば買う。なければ他のもので代用する。こんな基本的なことを再認識した方もいるはずです。
日本人の強さ、東北人のたくましさを肌で感じた 1 ヶ月でもありました。

社長のこらむ
社長のこらむ
～3・11 の 大震災によ
大震災によせて
によせて～
せて～
東北地方から
東北地方から東日本全体
から東日本全体を
東日本全体を襲ったこの
ったこの度
この度の大震災では
大震災では、
では、本当に
本当に多くの尊
くの尊い命が奪われ、
われ、
そして、
そして、未だ十万人以上の
十万人以上の方々が避難生活を
避難生活を余儀なくされています
余儀なくされています。
なくされています。
紙面をお
紙面をお借
をお借りして、
りして、亡くなられた方
くなられた方々のご冥福
のご冥福を
冥福をお祈りし、
りし、そして避難
そして避難されている
避難されている方
されている方々へ謹んでお
んでお見舞い
見舞い
を申し上げます。
ます。
3 月 11 日、午後2
午後 2 時 46 分。
その日
日みなさんは、
その
みなさんは、どこで誰
どこで誰と何をなさっていたの
をなさっていたのでしょうか
でしょうか?
平日の
平日の午後という
午後という学校
という学校や
学校や企業が
企業が活動している
活動している時間帯
している時間帯であったことが
時間帯であったことが、
であったことが、いろいろな意味
いろいろな意味で
意味で運命を
運命を分けたとも
言われています。
われています。
しかしながら
しかしながら、
ながら、日々、テレビや新聞
テレビや新聞で
新聞で見る避難所の
避難所の方々の力強さ
力強さや謙虚さ
謙虚さ、常に発せられる感謝
せられる感謝の
感謝の言葉、
言葉、
子供たちの
子供たちの明
たちの明るい笑顔
るい笑顔、
笑顔、そしてボランティアに
そしてボランティアに励
ボランティアに励む若者たちの
若者たちの姿
たちの姿。本当に
本当に頭の下がる思
がる思いでいるのは
いでいるのは、
いるのは、私
だけではないはずです。
だけではないはずです。
日本人、
日本人、そして東北人
そして東北人だったからこそ
東北人だったからこそ、
だったからこそ、このような状況
このような状況の
状況の中でも、
でも、取り乱さず冷静
さず冷静な
冷静な行動ができたの
行動ができたのだと
ができたのだと
思います。
います。東北に
東北に生まれたことを誇
まれたことを誇りに感
りに感じた人
じた人も私だけではないでしょう。
だけではないでしょう。
弊社の
弊社の建物も
建物も、かなり大
かなり大きく揺
きく揺れはしたものの、
はしたものの、幸いなことに人
いなことに人も建物も
建物もみな無事
みな無事でした
無事でした。
でした。
スタッフ、
スタッフ、そして企業
そして企業のみなさまより
企業のみなさまより、
のみなさまより、ご心配や
心配や励ましのお言葉
ましのお言葉をいただきましたこと
言葉をいただきましたこと、
をいただきましたこと、心より御礼申
より御礼申し
御礼申し
上げます。
げます。 みなさまがご無事
みなさまがご無事で
無事であったことを聞
あったことを聞き安堵すると
安堵すると同時
すると同時に
同時に、お一人お
一人お一人のことばが
一人のことばが、
のことばが、とても
ありがたく胸
ありがたく胸に染み入りました。
りました。
工場が
工場が多い地域ということで
地域ということで、
ということで、建物や
建物や設備に
設備に被害が
被害が出たり、
たり、また物流
また物流の
物流の問題で
問題で休業せざるを
休業せざるを得
せざるを得ないお取
ないお取
引先様もありましたが
引先様もありましたが、
もありましたが、1 ヶ月が経ち、ようやく通常
ようやく通常稼働
通常稼働に
稼働に戻られつつあ
られつつあるようです
つあるようです。
るようです。この間
この間、自宅待機
をお願
をお願いせざるを得
いせざるを得なかったスタッフのみなさまに
なかったスタッフのみなさまには
スタッフのみなさまには、本当に
本当に申し訳なく思
なく思っております。
っております。
想定外という
想定外という一言
という一言で
一言で済ませられることではありませんが、
ませられることではありませんが、まさかこのような事態
まさかこのような事態になるとは
事態になるとは、
になるとは、誰しもが想
しもが想
像し得なかったことです。
なかったことです。スタッフのみなさまには、
スタッフのみなさまには、このような状況下
このような状況下に
状況下にも関わらず、
わらず、冷静に
冷静に事態を
事態を受け
止め、そして理解
そして理解を
理解を示していただけました
していただけましたこと
けましたこと、
こと、この場
この場をお借
をお借りして感謝
りして感謝申
感謝申し上げます。
げます。
あまりに広範囲
あまりに広範囲に
被害のため、
全貌すら見
えていない今回の
大震災。復興に
復興には、本当に
本当に長い長い時
広範囲に及ぶ被害のため
のため、全貌すら
すら見えていない今回
今回の大震災。
間が必要です
必要です。
です。そのためにで
そのためにできることは
きることは一人一人違
ことは一人一人違いますが
一人一人違いますが、
いますが、たとえどんな
たとえどんな小
どんな小さなことであっても
さなことであっても継続
であっても継続し
継続し
ていくことが重要
ていくことが重要なのだと
重要なのだと思
なのだと思っています
っています。
います。
ボランティアでも、
ボランティアでも、節電でも
節電でも、
でも、寄付でも
寄付でも、
でも、とにかく何
とにかく何かを見つけ続
つけ続けてみる。
けてみる。
そこから一歩
そこから一歩ずつ
一歩ずつ前
ずつ前に進んでいけるのではないでしょうか
んでいけるのではないでしょうか。
でしょうか。

代表取締役社長

坂井 武

Knok knok

すたっふ訪問
さて今回
さて今回は
郡山の会計事務所
会計事務所で
で活躍中の
活躍中の男性お
男性お 2 人をご紹介させていただきます
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今回は郡山の
～深澤会計
深澤会計のご紹介～

質問は以下の内容です。
Q1 今の仕事についてどのくらい
についてどのくらいですか?
Q2 以前はどのような仕事
仕事をされていたのですか?
Q3 サカイクリエートに登録
登録したきっかけは?
Q4 これからの抱負を聞かせてください
かせてください。
Q5 転職や再就職を考えている
えている方へひとこと。

平成元年に郡山市に
に会計事務所として設立。税理士であ
る社長ご夫妻と１２名の
の社員とで、税務書類の作成、記帳
代行、決算業務、確定申告
確定申告、税務コンサルティングなどの事
業を行っています。
きということもあり、昨年夏には、社内
税理士がマラソン好きということもあり
チームを結成、ユニフォームまで
ユニフォームまで揃え、地元の駅伝大会に出
場しました!
社員皆仲が良く、チームワークも
チームワークも抜群！社員教育の行き
届いた、明るくとてもアットホームな
るくとてもアットホームな会計事務所です。

Q1 派遣からスタートし
からスタートし半年後正社員に。
正社員になって１年が
が経ちました。

菅野弘一さん

飲食店までかなり幅
Q2 会計事務所から飲食店
広い仕事をしてきていると
いると思います。

みがきっかけです。親身にな
Q3 就活中にみた折り込みがきっかけです
って対応していただいたのがありがたかったです
していただいたのがありがたかったです。
んで、もっともっと
Q4 常に向上心を持って仕事に取り組んで
レベルアップさせたいと思っています
っています。
Q5 どんな仕事でも、必ず何か得られるものがあるはず
られるものがあるはず。
何でも積極的に挑戦してみるのも良いと
いと思いますよ。

Q1 菅野さんと同期入社なので
なので
同じく１年半です。
Q2 事務の仕事が長いですね
いですね。
Q3 やはり就職活動中に見
見た
折り込みでした。
Q4 とにかく一歩一歩、目
目の前のことを
一生懸命やっていこうと
やっていこうと思っています。

佐藤純一さん

Q5 まずは何事にも全力で
で頑張ってみてください!!
それだけです(笑)

深澤先生にズバリお聞きしてみました
きしてみました!
Q まずは菅野弘一さんについてお聞かせください
かせください。
「のんびりとしたイメージ持っている菅野さんは
さんは、仕事にもじっくりと時間をかけて取り組んでいる印象です
です。経験者の菅野さんには既に
顧客を担当してもらっています。今後は、より深
深い内容の業務に挑戦していってもらいたいと期待しております
しております。」
Q 続いて佐藤純一さんへもメッセージをお願
願いします。
「笑顔が明るい佐藤さんはお客様の対応もよく
もよく、同時に仕事に前向きな姿勢は今後に期待十分な印象
印象です。まず税理士事務所の基
本的な業務を理解、習得し、税務及び会計の
の全体像を把握することから始めていきましょう。」
Q 弊社のような人材サービス業（職業紹介
職業紹介・派遣）について。
「現代の雇用状況の中で人材サービス業の重要性
重要性は形を変えながらますます高まっていくと思います。
。法律や規制の波を乗り越えて顧
客の満足度や利用者の期待感を満足させていくことにより
させていくことにより、社会貢献性の高い業種へなっていくと確信
確信しています。新しい形のサービス
提供にも対応していってほしいと思います。」
深澤先生 どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました

★営業の関口より 菅野さん
さん、佐藤さんのお２人へ★
お二人との出会いは遡ること２年前。何
何がしたいのか方向性も定まらない様子で、
就職活動もままならず…将来についてたくさん
についてたくさん語り合いましたね。 そんな時、お二
人の将来性をかって下さったのは深澤税理士
深澤税理士でした。深澤先生のご指導のもと、職場
環境にも恵まれ、業務スキルのみならず人間性
人間性にも磨きがかかったように思います。
これからも陰ながら見守り
り、そして応援しています。

土曜営業カレンダー
〈２０11 年 4 月～6 月〉
下記の土曜日は
通常営業しています。

4 月/2 日・１６日
5 月/７日・21 日
6 月/4 日・１８日

～Information～
先日「財界ふくしま」という地元
地元の経済誌にサカイクリエートの紹介記事が掲載されました
されました。
このような状況で読んでいただくのには
んでいただくのには、正直ためらいもありましたが、サカイクリエートの
サカイクリエートの取り組み
を理解していただきたいという思
思いから、敢えて同封させていただくことにいたしました
させていただくことにいたしました。
コピーで失礼ですが、ご一読いただければ
いただければ幸いです。
※なお今回は財界ふくしま様の許可をいただ
をいただき、掲載及び同封させていただきました。

