この度、当社の代表取締役社長に就任致しました
市川慎一でございます。 前任の亀岡社長が十一年
余りにわたり尽力された当社の社長を引き継ぐ事
には、多大なる責任を痛感するとともに、身の引き
締まる思いでいっぱいです。
お客様皆様には、今後も引き続きの御愛顧を頂け
るよう、更なるサービスの質向上に努めてまいり
たいと存じます。 その為にも、前社長の意思を踏襲
し『従業員とその家族を大切にする』との方針は変
えることなく、「明るく風通しの良い会社」「全員が
気持ちを一つにできる良い風土」をより強固なもの
に築きあげ、皆様への最高のサービスの礎にしてい
きたい所存です。
そして、ゆくゆくは名実ともに日本一のバス会社
になることを目指し、全社員一丸となって目標に向
かい突き進み、私自身この大役を全力で誠心誠意
務め上げる所存ですので、今後とも倍旧のお引き立
てを賜りますようお願い申し上げます。
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初夏の京都に全国から３５０名が集結！

経 歴
１９５６年１月、京都府京都市生まれ。
１９７８年４月、帝産オート㈱ ( 現：帝産観光バス㈱ ) に入社。 取締役総務部長、
取締役京都支店長、常務取締役、専務取締役を経て、今年６月、代表取締役社長
に就任。今年でなんと帝産一筋の入社３８年目を迎え、間もなく還暦も迎えられます！
Ｑ１: 家族構成は？
Ａ：妻と一女です
Ｑ２: 好きな言葉は？
Ａ：「実るほど頭を垂れる稲穂かな」
常に“謙虚”に“真摯”にをモットーとしています。
Ｑ３: 趣味・好きな事は？
Ａ：健康の為にも体を動かすことが大好きで、今では“マラソン”が趣味の一つ
です。 マラソンでは、㈱ＪＴＢ西日本さん主催の「京都グルメリレーマラソン」
に２年連続で出場。 また、タイムはまだまだですが「京都フルマラソン」では
３年連続での完走も果たしました！ そして、今後もこの重責を全うする為、
健康な体の維持増進に努めていきます。

れました。暑かったけど、冷たく

て美味しい物がいっぱい食べれて
満足です！ ロマンの飛鳥も満喫♡

大好きな飛鳥地方を取材出来て嬉
しかったです。オススメのソフト
クリームも食べる事が出来ました。
美味しかったです。ダイエットは
明日から ( 笑 ) 皆さんも是非、日本
人の心のふるさと飛鳥地方をお訪
ね下さい。

八木誼実 ( 奈良支店 )

ＴＤＲ・ＵＳＪにたっぷり２日間滞在
発行・編集：帝産観光バス株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川 4-10-27
TEL:03-5460-1201 発行責任者：大山 聡

2 年生ガイド研修・富士急ハイランド

昨年からスタートしたガイド研修。
７月に２年生は﹁野辺山・富士急ハイラ
ンド﹂、３年生は﹁ＴＤＲ・ＵＳＪ］研修
を実施しました。
２年生研修の中では、新社長への質問・
提案というテーマのグループミーティング
を行い、新社長へ期待を寄せるような
活発な意見交換がなされました。
３年生のＴＤＲ・ＵＳＪ研修は人気テー
マパークにたっぷり２日間滞在し、人を
感動させるサービスを肌で実感してきま
した。
来年には、２年生はＴＤＲ・ＵＳＪ研修、
３年生はグァム海外研修が予定されて
います。

真夏の天気となり空が味方してく

あることから、ガイドプロジェクトによる復興ソン

年、東日本大震災から４年目にあたる節目の年で

パーティーでは、今年が阪神淡路大震災から２０

皆様へ新社長誕生の報告を致しました。

歴 史 と 伝 統 を 積 み 上 げ て こ ら れ た Ｏ Ｂ・Ｏ Ｇ の

市川慎一社長がそれぞれ挨拶し、先ずは当社の

最初の挨拶では、亀岡寛治新会長と新社長の

に大いに盛り上がりました。

めた総勢３５０名が一堂に会し、３年振りの開催

を開催しました。 当日はＯＢ・ＯＧとスタッフを含

において、
﹁第二回帝産観光バス㈱全国ＯＢ・ＯＧ会﹂

さる６月２７日 土
( 、)ホテルグランヴィア京都

台風が通過し天気が心配でしたが、

昨年の㈱ＪＴＢ西日本さん主催の「京都ご当地グルメ
リレーマラソン」での一枚

市川慎一プロフィール

第二回帝産観光バス
全国ＯＢ・ＯＧ会を
開催しました

金岡潮里 ( 奈良支店 )

ガイド研修旅行を実施
﹁帝産レディの歌﹂と﹁帝産行進曲﹂の大合唱で、

フィナーレは、歴代の先生と現役先生による社歌

の写真﹁バスと制服で綴る７０周年﹂を映像で紹介。

周年記念大抽選会とＯＢ・ＯＧから集めた昔懐かし

パーティーが盛り上がる中、来年１月の創立７０

全員でエールを送りました。

グ﹁しあわせ運べるように﹂と﹁花は咲く﹂を歌い、

帝産レディＯＧの皆様

間の２時間でした。

懐かしい思い出話に花を咲かせたりと、あっという

出席された皆さんは、数十年振りの再会を喜んだり、

盛り上がりは最高潮に。

市川新社長の挨拶

市川新社長ご挨拶

追記：前社長 亀岡寛治は、代表取締役会長に就任致しました。 今後とも宜しくお願い致します。

“天の恵みを極める” という意味で天極堂と名付けられた通り、
自然の葛の根を原料とした商品を製造しています。
一番人気の葛もちは、注文してから作るので温かいです！
皆さん、実は葛を冷やすと老化していく事をご存知ですか？
素材本来の美味しさを伝える、それが天極堂さんのコンセプト
で、店内では出来たての味を堪能する事が出来ます♡

葛もち以外に葛ロールも
いただきました

▼店舗情報
天極堂 橿原店
奈良県橿原市忌部町３２１
Tel.0744-20-2520

これが葛です！
この大きさから取れるデンプンは

美味しい商品と判り易い説明を
ありがとうございました！

僅か、貴重ですね～！

おいしいもの大好き♡のバスガイドがお届けす
る︑とっておきのグルメ放浪記︒今回はこんな
お店に行ってきました〜っ♪

吉野本葛の老舗・天極堂さんへ行ってきました

観光地から穴場スポットまで、日本各地のオススメ
スポットを “旅のプロ” のバスガイドが現地レポ。
あなたもきっと行ってみたくなるはず！

☆亀石
いつ、何の目的で造られた
のか判らない石造の一つ。
今は西南を向いているが、
もし完全に西を向いたら、
大和盆地が泥沼になるとか…

我が国、 古代文化開花の地！飛鳥地方に行って
参りました！ ここは６世紀の初頭から蘇我氏をはじめ
とする豪族が住み、 ７世紀には推古天皇から文武天
皇に至る天皇方が都を営まれていたのです。
そんな昔の面影あふれる歴史のロマンが詰まった地に
足を運んできました！

☆飛鳥寺
バスガイドならではのプチ情報。毎号テーマを変えて
お贈りします。

帝産観光バスの Facebook をご存じですか？ バスガイド
投稿から “いいね” の数が多かったトップ３をご紹介！

今回のテーマは、
「私の休日の過ごし方」

299 いいね！ 6 月２9 日

バスに乗務し、毎日いろいろな観光地を訪れるガイドの仕事。

奈良・飛鳥方面の教育バスに行って
きました♪飛鳥寺にて先生からお話

そんな毎日バスに乗っている私たちガイドが、プライベートな

を聞き、帰りにお店で「蘇」なる物
を頂きました (^^) 初めて体験する
事ばかりの教育バス、みんなの目が
輝いていました (о^∀^о)

休日の過ごし方を紹介。

休日も仕事につな が る 最 新 情 報 の 収 集 ？
こんな休日はいか が ？ で す か

298 いいね！ 6 月 25 日

☆橘寺
かっては橘宮という宮殿があり、現在ではその
中心部だけが寺院として残っている。
元々は、東西に 890m・南北に 650m と広大な敷地
が続いていたのです。 また、こちらにあった馬
小屋で“厩戸皇子”( のちの聖徳太子！ ) がお生
まれになったと伝えられているんです。

ネットで口コミ評価の高いカフェを調べて行きまくる！
やっぱりお買物！！ 爆買い♡
給料日の直後は気が抜けて使い過ぎちゃう！

１年生の広島方面教育バスです。
お昼は、広島風お好み焼きを食べ
ました。 お客様にご案内するには
名物も味わわないとね (^_^)

◆黒の駒
かっての聖徳太子の愛馬だったそうです

教育で来ていた
１年生と偶然
出会い本堂の
前でパシャリ♡

仏像マニアになる子も多数 ( 笑 )

教育バスで京都大原に行きました。
紫陽花が満開でとてもキレイでした♪
でも、私達は花よりも…団子！ ( 笑 )
とても美味しかったです (*´ω｀*)
研修の間のちょっと一息です。

奈良の大仏より１５０歳、
鎌倉の大仏より６５０歳、
年上なのだ！！

271 いいね！ 7 月 6 日

仕事で行くと、どうしてもゆっくり参拝出来ない寺社
奈良・飛鳥方面の教育バスに行って
仏閣を休みの日を使って、じっくり・ゆっくり参拝♡
きました♪飛鳥寺にて先生からお話

お気に入りが見つかればリピーターに…。

596 年に蘇我馬子が発願し創建された日本最初の寺院で、
止利仏師によって造られた日本最古の仏像！飛鳥大仏を安置。

境内の傍には蘇我入鹿の首塚があります。
飛鳥寺より４００m 離れた飛鳥板蓋宮で
古代のチーズと言われている「蘇」が売られて
います。牛乳を７時間かけて煮詰めた物だよ！

中大兄皇子と中臣鎌足によって首をはね
られ、この地まで飛んできたという伝説が…

☆石舞台古墳
飛鳥を代表する古墳として知られています。
数多くの巨石を用いており、１番重いもので、なんと
７７トンも！！ 蘇我馬子のお墓ではないかと伝えられ
ています。

奈良支店ガイド

村井杏奈さん

出逢ったひとコマ

バスに乗る事になり、ご案内させて頂いた
ことがありました。 後日、同期から連絡が
なりたいと言っていた従姉妹が、村井さん
の仕事ぶりを見て、ますますガイドになり
たくなった」と言って下さったようで、
そのことが嬉しかったです。

出身地：静岡県
得意なコース：南紀一周
得意になるべくさらに勉強中です
バスガイドになったきっかけは？
やりたい事がなく悩んでいた私に恩師が
「好きなことはないのか？」と尋ねられ、
大好きな “旅行” というワードからバス
ガイドになろうと決めました！
趣味
ＤＶＤ鑑賞
特に『水曜どうでしょう』が好きです♡

とても神秘的！

あり、「バスガイドに憧れ、バスガイドに

2011 年入社の 4 年生

中はこんな感じで

私の同期の従姉妹の方が修学旅行で私の

プロフィール

石舞台のそばには…あすか野ログハウスがあり、果肉
入りソフトクリームが絶品♡ 人気ＮＯ.1 のあすかルビー
とあすかベリーのソフトをいただきました。

暑い日には最高！

お店の方とパシャリ！

