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家族想いで毎日頑張っているあなたへ
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第１１号

「さこーちゃん通信」は佐光に関わりのある方や、ご縁のあった方に不定期で送付しております！
手渡しで受け取った方で、「定期購読希望！」という方は、お気軽に連絡をくださいね。

こんにちは！９月１４日からちょっとした健康法を始めた佐光英貴です。「ちょっとし

た健康法」とは、１日１食生活です。きっかけは、たまたまお腹の調子を崩し、２日程

ほとんど食事が取れない状態になったからです。体調はすぐに回復したのですが、ふと

「近年、体重が増加傾向だし、年齢とともに代謝も悪くなっているから、食事量を減ら

してみよう。」と思い、１日１食生活を始めました。今のところ２㎏程痩せました笑。

健康法ってたくさんあり、調べてみると賛否両論があるものばかり。何が正解なのか

はわかりませんが、しばらくは続けてみようと思っています。

９月に甥っ子が２歳の誕生日を迎えました。

９月初旬、娘（１０歳）が甥っ子（２歳）の誕生日

プレゼントを買いたいというので、トイザらス（アリ

オ札幌）に買い物に行きました。

「どんな物がいいかな～？」と娘は楽しみながら、

店内を駆け巡っていました。

甥っ子へのプレゼントを選ぶこと自体がワクワクす

るのでしょうが、今回は初めて娘自身のお小遣いでプ

レゼントを買うので、それも嬉しいのでしょう。

迷いに迷った末、アンパンマン

のまとあてゲームを選びました。

そして帰宅したのですが、なん

だか表情が晴れない娘。

どうしたのかを聞いてみると、

「あのおもちゃだけでは、物足りないよね。私、自分

でプレゼントを作るわ！」と言って、自分の部屋にこ

もってしまいました。

数時間後・・・「やった～、できた！」とニコニコ

Facebook

電話帳登録用

ホームページ

で出てくると、「これを作ったの！どうかな～？」と。

私は見てびっくり！アンパンマンなどのキャラク

ターの顔をフエルトで作っていました。

私にはない才能を持つ娘に、嬉しくもあり、羨まし

くもあり、ちょっとうるっときた父なのでした～笑。



◆◆◆今月の１冊◆◆◆

読書好きのさこーちゃんがおススメする本を

紹介するコーナーです。

今回の本は、喜多川泰著「運転者」です。

この本は、新潟県在住

の保険屋仲間である

古川一樹さんから勧め

られて読んだ本です。

古川さんは喜多川氏

の大ファンなのですが、

私もこの「運転者」を

読んでから、喜多川

ワールドにハマってし

まい、「君と会えたか

ら…」「手紙屋」など、

どんどん喜多川作品を

読んでいます。

私はビジネス書や自己啓発本を読むことが多

く、こうした小説はあまり読みません。小説が

嫌いなのではなく、気に入った本を見つけてし

まうと、どっぷりハマってしまうため、意識し

て避けています。好きな作家が出来てしまうと、

その作家の作品をどんどん読みたくなってしま

う病気になってしまうからです笑。

これまで、山崎豊子氏、池井戸潤氏、百田尚

樹氏などにハマりましたね～。

さて、喜多川氏の話に戻します。喜多川泰氏

は1970年生まれ愛知県出身。1998年に学習塾

を始め、2005年に「賢者の書」にて作家デ

ビューされました。その後、続々とベストセ

ラーを発表し、2013年には「また必ず会おう

と誰もが言った」が映画化されています。

実は古川さん、大ファンである喜多川氏に直

接依頼し、去る８月３０日に、喜多川泰ZOOM

講演会を開催してくれました。古川さんのバイ

タリティにはいつも感服しています。もちろん

私もこのZOOM講演会に参加しました。

実は、この「運転者」の主人公・岡田修一は

生命保険営業マンです。そういった意味で、私

にとっては大変興味深く、少し感情移入しなが

ら読み進めました。

「なんで俺には運がないんだ、なんで俺ばっ

かり」と主人公の岡田が独り言をつぶやいた時、

タクシーが近付いてきます。運転手は「私はあ

なたの運転者、人生を変えるのが仕事です。運

を転ずるのが仕事です」と言います。

運は「ある・ない」「いい・わるい」ではな

く「使う・貯める」もの。運が良い人は貯めて

使っただけ。上機嫌でいることの大切さ、イラ

イラしているとチャンスを逃してしまうと運転

者は教えてくれます。

また、誰かの努力する姿にエネルギーを貰っ

て自分が動いている。自分の努力の成果が自分

に対して表れるのは、目先の短い期間で求めて

はいけないとも言います。

これ以上はネタバレになりますから、止めて

おきますね。自己啓発本のような、ファンタ

ジーのような不思議な小説です。

皆さんも良かったら、ご一読くださいね～。

喜多川氏のこちらの２冊もオススメです！

↑Amazonでの
購入はこちらから

↑楽天booksでの
購入はこちらから

↑Amazonでの
購入はこちらから

↑Amazonでの
購入はこちらから

↑楽天booksでの
購入はこちらから

↑楽天booksでの
購入はこちらから



◆◆◆お仕事紹介(1/3)◆◆◆

さこーちゃんのまわりで活躍している方を紹介するコーナーです。

「これぞ職人！」という雰囲気が出てますよね～。

職人って、やはりカッコイイですよね～。

今回は札幌市手稲区の「鮨の夏堀」代表の夏堀昭人さんに話を

伺ってきました（取材日：９月１４日）。

夏堀さんとは、息子が所属していた中学硬式野球チーム「札幌新

琴似シニア」で、息子同士が同級生というご縁でお付き合いが始ま

りました。

「美味しいお鮨が食べたいなぁ～」と思った時、真っ先に頭に浮

かぶのが夏堀さんのお顔になりました笑。

美味しいお鮨と気心知れた夏堀さんとの会話で、いつもお腹も心

も満たされるんですよね～。ホント幸せな気分になります。

ではでは、インタビューをお楽しみくださいませ～。

【佐光】こんにちは！早速ですが、どうやって今の

仕事に就いたのですか？

【夏堀さん】中学を卒業して、親元を離れたい一心

で道北の高校に進学したのですが、実は１年で退学

してしまいました。寮生活だったのですが、当時は

イジメや喧嘩が盛んでした笑。３５年程前ですから、

学生同士はもちろん、先生に対しても食ってかかっ

てしまうほど血気盛んだったんですよ。

結局１年で親元の札幌に戻されたのですが、友達の

親から「寿司屋で修業しないか」と声をかけてもら

いました。住み込みと聞いたので、とりあえず親元

からは離れられると思い、快諾したのですが、その

方が「お前はやんちゃだから、札幌で一番厳しい店

を紹介してやる」と言われて…。ススキノの「寿司

元」という店で修業することになりました。

【佐光】そうでしたか～。失礼ながら、住み込みと

いうことは、夏堀さんと同じく修業している方もい

ましたよね？喧嘩になりませんでしたか？

【夏堀さん】はい、１０人程いました。私は高校中

退で最年少ですから、やはりイジメを受けましたよ。

何度もぶん殴ってやりたいと思いましたが、紹介し

てくれた方に迷惑かけられないという気持ちと、実

力の世界ですから、早く一人前になって、こいつら

を見下してやると思っていましたよ。
店長オススメ「おまかせ寿司」

【佐光】そうですよね、厳しい世界ですよね？

【夏堀さん】はい、きつかったですね。睡眠時間は

３時間、休みも月１回しかありませんでした。でも、

負けたくないの一心でやってましたね。休みの日も

本屋に行き、寿司や料理の本を立ち読みして、技術

を学んでましたよ笑。

【佐光】いやはや、すごい努力ですね。

【夏堀さん】努力の甲斐あり、１９歳でカウンター

に立つことができました。カウンター２０席に職人

が８人いる店でしたが、その一人として立つことが

できた時は、「俺は勝ったぞ！」と思いましたね。

今思えば、スタートラインに立っただけなんですけ

どね笑。

【佐光】めちゃくちゃ負けず嫌いだったんですね。

今の夏堀さんからは想像つかないですよ～。



◆◆◆お仕事紹介（2/3）◆◆◆

【佐光】いや～そうでしたか～。元銀行員の立場

で言うと、「メイン銀行と協調であれば・・・」

とか、「新規でそこまでは・・・」と言っていた

時代ですからね～。でも、Ｏ信金さんは素晴らし

いですね。まずはお鮨を食べに来てくれて。やは

り素晴らしい銀行員って、まずはお客様のもとに

足を運んで、お客様の商売を目で確かめるところ

だと思います。さて、この仕事の一番のやりがい

は何ですか？

【夏堀さん】やっぱり、お鮨を食べていただき、

「美味しい！」の一言を聞くことですかね。嬉し

くて、寝る前に思い出すこともありますよ笑。

【佐光】やっぱり、そうですよね～。でも本当に

お世辞抜きに美味しいですよ！では、他のお店と

の違いはありますか？

【夏堀さん】特に違いはないでしょうが、売上が

厳しい時期でも、仕入れの質を落としたり、割引

したりは絶対にしなかったです。「美味しいお鮨

を提供する」ことは譲れないですから。

【夏堀さん】いやいや、負けず嫌いは今でも変わら

ないですよ笑。あっ、ゴルフだけは負けず嫌いにな

らないようにしています笑。

【佐光】ゴルフもシングルだと聞きましたよ～。や

はり負けず嫌いなんですね笑。ところで、こちらの

お店はいつから始められたのですか？

【夏堀さん】２２歳の時に独立して、この地で開業

しました。もう２９年になりますね。当時ここは、

古い賃貸物件でボロボロでしたが、妻と二人で必死

にやっていましたね。

【佐光】そうでしたか～。今はとても清潔感のある

素敵なお店ですが・・・。

【夏堀さん】３５歳の時、建替えました。お店がボ

ロボロで、客足が少しずつ遠のいていくのを感じて、

大家さんにこの土地を売ってもらい、今の店舗兼住

宅を建てました。でも、その時は本当に大変でした。

【佐光】大変と言いますと・・・。

【夏堀さん】当時メイン取引をしていたH信金さんに

借入をお願いしたら、断られたんですよ。それまで

の借入もしっかり返済していたし、積立預金もして

いたので、全く心配していなかったのですが・・・。

【佐光】あらら、そうだったのですね。それで？

【夏堀さん】じゃあ、別のところでと思い、５つく

らいの銀行や信金にお願いしたのですが、全てダメ。

こりゃ参ったと思っていたら、最後にO信金さんに相

談すると、支店長と支店長代理が、「まずは食べに

行きますよ。」と言ってくれて、お店に来てくれま

した。そして、ウチの店の味

を知っていただき、「売上を

今の倍くらいにしないと、借

入の返済は大変だと思います

が、この味と夏堀さんの仕事

に取り組む姿勢を拝見したら

大丈夫でしょう！」と言って

くれて、借入することができ

ました。本当にその時は胸を

なでおろしましたね～。

カウンター１０席、小上がり１４席とゆったりとした空間です



◆◆◆お仕事紹介(3/3)◆◆◆

鮨 の 夏 堀

★★★お持ち帰り予約も承り中★★★

当日のお昼頃まで、お持ち帰り予約も承って

いますので、お気軽にお電話くださいね～。

■■■インタビューを終えて■■■【佐光】最後に読者のみなさんにひとこと。

【夏堀さん】取材していただき、ありがとうございま

す。手稲区曙で店を構えて２９年になりました。美味

しいお鮨を提供したいという想いだけで、なんとか続

けてきました。常連のお客様には感謝しています。最

近は、一見のお客様も増えてきて嬉しいです。

無口で愛想のない男ですが、味には自信をもってい

ますので、ご来店をお待ちしております。

【佐光】夏堀さん、ありがとうございました！

◆電話 ０１１－６８２－３９６６

◆札幌市手稲区曙５条２丁目４－５

◆営業時間 １１：００～１４：００

１７：００～２２：００

◆定休日 毎週水曜日（祝日営業、翌日休）

若い頃は血気盛んなタイプだった夏堀さん。現在

の穏やかな雰囲気からは想像できません。ただ、趣

味のゴルフの話を聞いていると、「相当な負けず嫌

いなんだなぁ～」とは思いました笑。

でも、負けず嫌いだからこそ、厳しい修業にも耐

えて、素晴らしい寿司職人になられたのだろうと思

いました。

本日も美味しいお鮨、ご馳走様でした！

奥様ともパシャリ！ 息子の翔大くんとも！



◆◆◆知らなきゃ損！でも、どう判断する？！(1/2)◆◆◆

金融業界２３年目のさこーちゃんが、皆さんに

知って欲しいお金の情報をお伝えするコーナー「知

らなきゃ損！でも、どう判断する？！」です。

今回は「携帯電話見直し体験記」になります。

私は、【共働き世帯専門】家計のまちがいさがし

コンサルタントとして、家計管理の考え方や仕組み

作りをお伝えしていますが、ず～っと弱点がありま

した。

それは、「携帯電話料金の見直し」です。

携帯電話の料金プランの話って、保険と同じで、

専門用語がたくさん出てきて、「ちょっとなに言っ

てるかわかんない」とサンドイッチマン状態になり

ますよね笑。

「敢えてわかりづらくしているよね」とずっと

思っていました。保険のわかりづらさも匹敵します

が、保険は独学で解決しましたが、携帯電話につい

てはショップに行っても教えてくれないし、ネット

で調べても「ワケワカラン」状態になります。

しかし、とうとう私は「携帯電話料金の見直し」

のプロに出会うことができました！

その方は、鮎原透仁（あゆはらゆきひと）さんで

す。鮎原さんとは、私の保険の師匠である五十田三

洞さんを通じてご縁をいただきました。

鮎原さんのスゴイところ

は、独学で携帯電話料金に

ついて研究、勉強してきた

ところです。「どうして携

帯電話料金ってこんなに高

いのだろう」「ショップの

人に聞いてもチンプンカン

プン」「誰に聞いても納得できる回答がもらえな

い」という状態から、それなら自分で研究、勉強し

ようと思ったそうです。とんでもない人ですよね笑。

それでは具体的に私の見直しについてお話します。

まずは鮎原さんに加入プラン内容をお伝えしました。

我が家は、私と妻のスマホ２台、子供用のタブレッ

ト１台、私の仕事用のポケットWi-Fi１台、光回線

という契約内容でした。

見直し前の料金は合計で28,993円でした。鮎原

さんとのzoom面談では、現状を把握し、利用状況

などのヒアリングを受けます。そして、後日、診断

結果が出てきました。

なんと月13,417円の削減、年間１６万円程の削

減になりました！これは大きいですよね～。私は削

減分で、新たな積立投資を始めましたよ～。

もちろん鮎原さんの診断結果通り、見直しを実行

しましたが、これは素人では出来ないというのが実

感です。なぜかというと、「見直しの手順」も重要

になってくるからです。

、

、

↓見直し前のプラン



◆◆◆知らなきゃ損！でも、どう判断する？！(2/2)◆◆◆

携帯見直し本舗の

ホームページは

こちらから➡

そして今回、鮎原さんからのご厚意で、さこー

ちゃん（佐光）からの紹介に限り、「簡単LINE無

料診断」ができることになりました！

菅政権が携帯料金値下げを打ち出したため、メ

ディアに引っ張りだこの鮎原さんですが、佐光のた

めに、ご協力いただけることになりました。

下記の「簡単LINE無料診断」QRコードを読み取

り、手順に従って進めてください。

【携帯見直し本舗】のLINE公式アカウントを友

達登録した後、必ず「さこーちゃん（または佐光）

からの紹介です！」とLINE送信してくださいね。

、

、

最後に・・・保険も携帯電話も、「信頼できるプ

ロ」にお任せすることが、時間をかけずに大きな効

果をあげる近道です。

では、「信頼できるプロ」を見抜くにはどうすれ

ばいいのでしょうか？それは、「信頼できるプロ」

の方が加入している保険や携帯電話プランを見せて

もらうことです。だって、プロであれば、自分が良

いと思うものに加入しますよね。

保険会社や携帯ショップは、あなたのためではな

く、売りたいもの（会社にとって利益が高いもの）

をオススメしてくるのです。

今回の「携帯電話料金の見直し」について、気に

なることはお気軽にお問い合わせくださいね～。



↑本家・鱗滝左近次

このコーナーへの出演をいつも募集しています。読者の皆さんはもちろんですが、皆さんの友人や

知人の方の出演もＯＫです。「さこーちゃん通信」への掲載はもちろんですが、出演者の方には、広

告用に活用できる「○○さんのそこが知りたい！」を無料で１００部お渡ししています。

「私もインタビューしてっ！」という方は、お声かけくださいね～。

佐光 英貴 さこう ひでたか

ＬＩＮＥ ＩＤ hidesako7447

メールアドレス hidesako7447@gmail.com

携帯電話 ０９０－２８７６－２２８３
ＬＩＮＥ登録用

住所 〒007-0846
札幌市東区北46条東15丁目1-24

お仕事紹介コーナーへの出演者募集！

※送付不要の場合はご連絡いただければ、直ちに停止いたします。

◆◆◆おわりに◆◆◆

「さこーちゃん通信第１１号」いかがでしたか。

さて、今回も私のコンサルを受けた方の感想をご紹

介させていただきます。

こちらのご夫婦、いつも笑顔がステキで、私も楽し

くなるんですよね～。最近は、お子様と３人でキャン

プに行くのが楽しいと話されていました。我が家も息

子が８歳くらいまでは、年５～６回はキャンプに行っ

ていましたが、息子が野球に夢中になり、キャンプに

行く機会は激減・・・寂しいな～笑。

最後に、私の新キャラクター

が出来ました！こちらです➡

「鬼滅の刃」の鱗滝左近次（う

ろこだきさこんじ）風です。

名付けて、「さこー左近次」で

す笑。鱗滝左近次は、主人公の

竈門炭治郎（かまどたんじろう）

の師匠です。天狗のお面をいつ

何時も外さない老人なのです。

その天狗のお面を外すと、正体

は・・・さこーちゃんでした～笑。

皆さんの人生における主人公は、もちろん皆さん自

身です。主人公である皆さんの「お金についての師匠

でありたい」という想いを込めて、「さこー左近次」

を作りました。

まだまだ師匠と呼ばれるには程遠いでしょうが、今

後もこちらの誌面などを通して、お金にまつわる情報

を提供していきたいと思っています。

お金にまつわることで気になることがありましたら、

お気軽にメール・LINEでお問い合わせくださいね～。

Facebook

ホームページ（ブログ）を始めました！

「さこーちゃん通信」でお伝えしきれない情報を発信するため、「ホームページ（ブログ）」を開

設しました。また、facebookにて、ブログの更新情報をお伝えしています。

下記のＱＲコードから、facebookの友達申請をお願いします！！！

ホームページ

電話帳登録用

↑さこー左近次です！


