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和を大切にし、人も建物も明るく元気にします
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新しい仲間も増え、集合写真が新しく
なりました。
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秋と紅葉、イチョウとモミジの ...
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ついに、落ち葉の季節がやってきました。
ゴミ袋がいくらあっても足りません。
しか〜しそんなことでめげる私達ではありまえん。
思いっきり楽しみながら落ち葉を集めます♪
次回が楽しみです ( 笑 )
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◇◇◇山田敏子さん◇◇◇
●社長より：山田敏子さん、無事で何よりです。心無い人が、
いつも有難うございます、昨今高齢者の狙っ 人を騙すのですが、知識と情報で武装して、我が身を守るし
た詐欺事件が社会の問題になっています。 かありませんね。季節と人生を楽しみましょう。感謝です。
私宅にも詐欺グループと思われる電話が有り ●山崎マネージャー：山田さんいつもありがとうございます。
ました。
こんな近くにまで詐欺の手が伸びてくるとは。怖い世の中で
市の職員と名乗る男性から国民健康保険料の すね・
・
・。
どんなに騙されないようにと、周りからや、情報が
過去5年間の過付金有りますとの事
流れていてもひっかかってしまう人がたくさんいますから、
話の内容や言葉使い等で、
これは違うと思い 本当に巧みなんでしょうね。周りにも呼びかけてみんなで気
相手の名前と電話番号を聞いて切りました。 をつけて行きましょう！夏が終わり、
ダイエットする間もなく
電話番号は市のとは全く違うものでした。
食欲の秋に突入してしまいました。残念ですが来年までは、
家に居ると投資や勧誘の電話がよくかかって ダイエット延期にします(笑)
きます。悪い事を考える人がいる様ですので ●加藤リーダーより：新手の詐欺事件は後を絶たないです
騙されない様に気を付けたいです。
ね。実際に話を聞くと、改めて注意せねばと感じます。
ありが
よい季節になりました行楽の秋、芸術の秋、 とうございます！
食欲の秋、楽しみです。
●八尾より：すご！ニュースでは聞く事があっても！実際に・
・
・
とは。何もなくてよかったです。
これからも様々な情報提供下さいませ。いつもありがとうご
ざいます。
●西岡より：怪しいと気付いての対応！
！騙されないなんて、
さすが山田さんです！
！こうやって社内報に載せて頂くことで
ほかの皆様にも注意喚起が出来るのでとてもありがたいで
す。感謝致します。
●金田より：マイナンバー制度の導入によって新たな詐欺の
手口が増えてくると思いますので、不審な電話にはどうかお
気を付けください。

◇◇◇中島早美子さん◇◇◇
●社長より：中島早美子さん、すごいです。
その責任感と、対
9月29日
（火）朝はいつものように出勤・・・
応力と、今後の対策までなかなかできることではありません。
自転車に乗ろうとしたらパンク。
どうしようかと ありがとうございました。安心です。
パニックです。走っても30分位、考える暇もな ●山崎マネージャー：中島さんありがとうございます。
ナイス
くとりあえず走りました。5分ほど走ったら前 判断でした。感謝です。
自分ではどうにも出来ないと思ったら
からタクシー、迷う事なくすぐに乗っていつも すぐに連絡して下さい。いい方法が思い付くかもしれません
の時間に間に合いました！ほっ！
！帰りはトボ ので！
！
トボと歩いて帰りました。原因は落しピンでし ●加藤リーダーより：ありがとうございます。早めに行動する
た。
これからは朝起きてすぐに確認することに ことで、突発的な出来事にも余裕をもって対応できると思い
しました。皆さんはそういう時にどうされてま ます。
と言いながら自分自身できていないので、見習います。
すか？ドジ子
もし、
どうしようもできないケースであれば担当者に連絡・相
談下さい。
●八尾より：ドジ子ではありませんです(^^)/本当にその機転
さすがです。早朝からの対応の中、いつもありがとうございま
す。
●西岡より：朝早くから対応ありがとうございます。出勤の際
にパンクしていた経験は私もあります・
・
・。本当に困りますよ
ね(-̲-;)私は臨時で空気を入れて出勤しました(笑)
中島さんの対応はさすがです！
！本当にありがとうございまし
た！
●金田より：私は、出勤時や現場へ向かう際は特に時間に余
裕を持って行動するようにしています。万が一、
トラブルがあ
っても日頃から余裕を持って行動していると、臨機応変に対
応できる事が多いです。気持ちが焦ってしまうと事故や失敗
があるので気を付けています。
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●社長より：中田豊さん、いつもお便りありがとうございます。
落ち葉の季節になりましたね、
よろしくお願いします。
●山崎マネージャー：中田さんいつもありがとうございます。
暑さが和らぎお仕事しやすくなりましたか？落ち葉との闘い、
今年も負けずに宜しくお願いします！
！
本社資材係 八尾様
●加藤リーダーより：いつもお便りにトリプルアップも提案
資材注文の洗剤入れケースを長沢住宅3棟 下さり、ありがとうございます。季節の変わり目です、お体ご
の現場に届けて頂き有り難う御座いました
自愛下さい。
副会長様え モップ絞り機を注文依頼を致し
●八尾より：暑さが過ぎ、いよいよ秋真っ盛りです。落ち葉の
ましたので御了承の程宜しくお願い致します。
季節！どうか今年もよろしくお願い致します。ありがとうござ
います。
●西岡より：いつも細やかな報告ありがとうございます！
！
●金田より：お便りありがとうございます。いよいよ寒い季節
が訪れるので、お身体にお気をつけください。
◇◇◇中田豊さん◇◇◇
社長様
スタッフの皆様お世話になっています。
有り難う御座います、感謝しています。

●社長より：千代田朝江さん、暑さはこたえますが、私は夏が
◇◇◇千代田朝江さん◇◇◇
朝晩涼しくなり、快適な日が多くなりました。 大好きで寒い冬が苦手なんですよ。毎日、心新たに初心忘れ
ミッションを果たしていきましょう。
社長様、
スタッフの皆様、お元気でしょうか、私 ず、
も暑かった夏をなんとか乗り切る事ができま ●山崎マネージャー：千代田さんいつもありがとうございま
した。
これからも慣れに甘んじることなく初心 す。今後とも宜しくお願いします。
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。先日代わ
を忘れないように頑張りたいと思います。
先日は八尾さんが巡回に来てくださり、窓ふ りに入らせて頂きましたが、キレイに維持して下さっている
ので、やりやすかったです！
きの高い所を助けて頂きました。
日々の努力！千代
ありがとうございます。その時アドバイスして ●八尾より：いつもありがとうございます。
くださった窓のサン等はフラワーモップを使 田さんの頑張りがお客様に伝わっており、安心しております。
っています。
これからもよろしくご指導下さい。これからもどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：千代田さん、朝晩本当に涼しくなりましたね。慣
れに甘んじることなく・・・という言葉にグサッときました(-̲-;)
私も初心に戻ります！
！季節の変わり目ですので体調を崩さ
れませんように！
●金田より：今年は本当に暑かったですね。
これから寒くなっ
てきますので、お身体にお気を付けください。いつもありが
とうございまます。
◇◇◇南埜靖子さん◇◇◇
社長様、ベル会社の皆様お変わりないでしょ
うか。いつも有りがとうございます
私の方は今変わり有りませんが気をつけて
ガンバります。
よろしくお願い致します。

●社長より：南埜靖子さん、お陰様でますます頑張っていま
す。感謝です。
●山崎マネージャー：南埜さんいつもありがとうございます。
気持ちと現場は落ち着きましたか？これからも益々元気に宜
しくお願いします。
●加藤リーダーより：ありがとうございます。季節の変わり目
ですのでお体ご自愛下さい。
●八尾より：お元気さまです。南埜さんの元気パワーでこれ
からもどうぞよろしくお願い致します。いつもありがとうござ
います。
●西岡より：いつもありがとうございます。何も変わりないと
いうことは良い事です！変わった事があればすぐに本社の方
へ報告お願いします！
！
●金田より：南埜靖子さん、いつもお便りありがとうござい
ます。今後もよろしくお願い致します。
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◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
●社長より：小泉昭子さん、お便りありがとうございます。引
八尾さん
き続きよろしくお願いします。
S社様は改善が多いから、社長室から男子更 ●山崎マネージャー：小泉さんいつもありがとうございます。
衣室に変わった時すぐに点検に来てくださ いつも細やかな報告をありがとうございます。
いましたね。そうして高い所をフラワーモップ ●八尾より：こちらの方こそ、いつもきめ細やかなご報告！ご
で掃除してくださいました。
対応！またお心遣い感謝しております。
これからもどうかよろ
最近社内報の中に八尾さんからのお手紙あ しくお願い致します。
りがとうございます。感謝しています。
●西岡より：いつもお手紙ありがとうございます。困った事が
そうして次の日は食堂の掃除をS社の社員さ あればお伝えください。
んがしてくださいました。
●金田より：急な変更にもかかわらず対応していただきあり
ありがとうございます。
がとうございます。いよいよ身体の芯から冷える季節になり
資材届けてくださってありがとうございます。ますのでお気を付けください。
◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
●社長より：奥田さんおかえりなさい！
！無理せずに少しづつ
社長様、社員の皆様に大変迷惑をお掛けしま 慣らして行って下さい。
した。緊急入院で約1か月おやすみを頂きまし ●山崎マネージャー：奥田さんいつもありがとうございます。
た。本当に社員の皆様には遠いところ代わり 復帰おめでとうございます。本当にみんな心配しました。少
にきて頂いて感謝の気持ちでいっぱいです。 しずつでいいので体を慣らして頑張って下さい！
又、10月の中旬より復帰させて頂きたいと思 ●加藤リーダーより：おかえりなさい。緊急入院大変でしたね
っています。今までみたいにしばらくは体が 。無事に戻ってきて下さり、ホッとしております。ただ、体調が
動かないと思います。八尾さんがゆっくり無理 万全になるまでは無理はなさらないで下さいね。
これからも
せずとおっしゃってくださったのでお言葉に よろしくお願いします。
甘えさせて頂きたいと思っています。
よろしく ●八尾より：やっと入院生活から解放されて！何よりでした。
お願いします。ベルさんにお世話になってい でも無理は禁物です。健康あってこそ！お仕事も出来るっても
て良かったと思っています。皆様、
くれぐれも のです。
これからもどうかよろしくお願い致します。
甘いもの、脂っこいもの、塩分、控えて下さい。●西岡より：奥田さん、おかえりなさい！
！待ってました！体調
お腹、胃などが急に痛くなったらすい炎かも。 の方はどうですか？あまりご無理されないようにして下さい。
救急車で大きな病院へ行くようにして下さい。これからも宜しくお願いします。
●金田より：復帰されてからも無理をせずに、
どうかお身体を
大事にしてください。
●社長より：武田佳子さん、汚れで気になっていることを、相
◇◇◇武田佳子さん◇◇◇
２階社長室から会議室は掃除機をかけない 談してくれてありがとう。全て自分ごとに考えれば、綺麗にし
ときは、机やテーブルを拭き、他もきちんと並 たいですよね。綺麗にしましょう。やり方は、担当から連絡い
べています。
たします。それと写真の件、嬉しいですね。感謝です。
10月１日はカレンダーが変わっていないとこ ●山崎マネージャー：。武田さんありがとうございます。お気
ろはみんな10月にめくります。毎月ですが１ヶ 遣いありがとうございます。私がしてもらっても嬉しいです！
！
月がとても早く感じます。年ですね。
社長様のお部屋の写真ありがたいですね。お祝いの時にコ
でも、又１ヶ月間一生懸命頑張ります。
メントと写真を送らせて頂いた分だと思います。
---現場での変化や気付いた事--●加藤リーダーより：相談ありがとうござまいます。確認に
何日か前から２階に大きなゴミ入れが青で
お伺いするようにします！
２つあります。紙とか入れる右側のゴミ入れと
ありがとうございます。
プラスチックですが汚れています。ふたと中の ●八尾より：2階の作業日以外対応、
またお伺いいたします。
ご相
汚れが酷いです。洗わないといけませんか。 ゴミ箱の件、かしこまりました。
また何で洗ったら早く取れるか教えて下さい。談下さり感謝です。
●西岡より：いつもありがとうござます。
---現場であった嬉しい事--また、写真
社長室に清掃に入りますが、サイドボードが ●金田より：1ヶ月が経つのは本当に早いですね。
あります。その中に社長様の七五三の写真も の件も嬉しいですね。いつもありがとうございます。
飾っていますが、(株)ベルの社員様一同の写
真も飾っていました。嬉しかったです。
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●社長より：中西好子さん、
その気持ちがとても嬉しいです。
◇◇◇中西好子さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、いつもお世話になっ 感謝です。
●山崎マネージャー：中西さんいつもありがとうございます。
ております。
この度は誕生日のプレゼントをお送り頂きま お誕生日喜んで頂けて私達も嬉しい限りです。今後も宜しく
してありがとうございました。
お願いします。
皆様方のお心遣いが伝わるメッセージも添え ●加藤リーダーより：先日はありがとうございます。久しぶり
てのプレゼント。
にお会いできて嬉しかったです。
これからも益々頑張ってく
今更ながらアットホームな会社でお仕事させ ださい。
て頂いて良かったな〜と心より安堵しておりま ●八尾より：改めて！おめでとうございます。
ますます輝く！若
す。
これからも宜しくお願いします。
々しさでこれからもどうか充実された日々をお過ごしくださ
まずは御礼まで。
い。いつもありがとうございます。
●西岡より：中西さん、改めておめでとうございます！
！この時
期になると中西さんに色々教わったのを思い出します！これ
からも宜しくお願いします<(̲ ̲)>
●金田より：お誕生日おめでとうございます！中西好子さんに
とって素敵な一年になりますように。
そして、
さらなるご活躍
を楽しみにしております。
◇◇◇中田智子さん◇◇◇
●社長より：中田智子さん、いつも頼りにしています。お客様
これ
社長様、ベルの皆様、お元気に過ごされている に、認めていただけていること、ありがたく感じています。
かと思います。
からも、
ますますお客様にお役立ちを深めて行くために、
どう
貝塚のM病院に働いて早や6ヶ月になります。 ぞよろしくお願いします。感謝です。
山手の方なので毎日がハイキングです。足腰 ●山崎マネージャー：中田さんいつもありがとうございます。
が強くなると思います。
あちこち、
ご協力頂き本当に感謝しています。季節の変わり目
お客様が大変優しくて楽しく働いています。 ですので体に気をつけて頑張って下さい。
またお会いできる
10月に入り朝夕は涼しくなり、体も楽になりま ●加藤リーダーより：ありがとうございます。
した。
のを楽しみにしてます。季節の変わり目ですので、お体ご自愛
暑い時にアクエリアスを頂きありがとうござい 下さい。
ました。嬉しかったです。
これからも元気に頑 ●八尾より：もう6か月になるのですね。いつも本当にありがと
張りますので宜しくお願いします。
うございます。
これからもどうかご自愛の上、
どうかよろしくお
---現場での変化や気付いた事--願い致します。
お客様たちが気楽にお話をしてくださるように ●西岡より：もうそんなに月日が経ったのですね。毎日ハイキ
ングだと健康にいいですね(*^^)これからも宜しくお願いしま
なり、
ゴミ集めにも協力してくださいます。
す。
助かります。
●金田より：お客様との関係性の良さが伝ってくるお便りをあ
---現場であった嬉しい事--いつも丁寧にお仕事して頂いてありがとうと りがとうございます。お客様からの「ありがとう」は本当に嬉し
いですね。いつもありがとうございます。
言ってくださった。
本当にうれしかったです。
◇◇◇前田純美枝さん◇◇◇
ベルの皆様、いつもお世話になっております。
八尾さん、マンションのゴミありがとうござい
ました。沢山出てましたので住人さんが困って
おられました。

●社長より：前田純美枝さん、いつもありがとう。感謝です。
●山崎マネージャー：
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。季節の変
わり目です、お体ご自愛下さい。
●八尾より：前田さんが即ご報告して頂けたお陰です。ありが
とうございました。
●西岡より：前田さん、お元気ですか？また近くのマンション
を引き受けてくださりありがとうございます。
これからも宜しく
お願いします。
●金田より：いつもお便りありがとうございます。朝晩が寒く
なってきていますので、体調管理にお気を付けください。
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◇◇◇村井教子さん◇◇◇
お世話になっております。
朝晩は涼しいのですが、
日中はまだ暑いです
ね。ベルの皆様はお変わりはないですか。
私もこの夏はどうにか乗り越えられました。
そして八尾さんにも気遣って頂き、ありがとう
ございます。
西岡さんにもお世話になり、
ありがとうござ
います。
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●社長より：村井教子さん、本当暑かったからね〜感謝です。
●山崎マネージャー：村井さんいつもありがとうございます。
季節の変わり目なので体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤リーダーより：先日はありがとうございます。
日中は
暑いですが、朝晩は冷えますのでくれぐれも風邪にはお気を
付け下さい。
●八尾より：いつもありがとうございます。健康第一です。何
かございましたら、いつでもお知らせ下さい。あまり無理な
されずに〜♪これからもどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：村井さん、
こちらこそいつもお世話になりありが
とうございます。朝晩と日中の気温差がありますので体調を
崩されないようにしてください。
●金田より：今年は暑かったですね。秋もあっという間に通
り過ぎて、いよいよ冬ですね。風邪をひかないようお身体に
は十分にお気を付けください。

●社長より：藤川明子さん、
さすがですね。ありがとう感謝で
◇◇◇藤川明子さん◇◇◇
す。
---現場であった嬉しい事--社長様、ベルの皆様、いつもお世話になって ●山崎マネージャー：藤川さんいつもありがとうございます。
いつもお客様のことを考えて行動して頂き感謝です。
「そこま
おります。
でするか」
ですね。
今後とも宜しくお願いします。
先日会社の外回り植木をきれいにハサミで
ご無沙汰
カットしましたところ、会社の外の事まできれ ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。
しておりますが、
お元気そうで何よりです。
これからもよろしく
いにしてもらいありがとうとの声を掛けてもら
お願いします。
いました。
アドバイスと言う
先日八尾さん会社訪問ありがとう、
またアドバ ●八尾より：いつもありがとうございます。
ほどの事は？なかったようなきがするのですが？お心遣い→
イスお願いします。
即行動！さすがです。
●西岡より：植木は伸びきってしまうと大変ですから早めの
対処さすがです！朝晩寒くなってきましたので体調を崩され
ませんように。
●金田より：お客様からの「ありがとう」は励みになりますね。
いつもありがとうございます。
◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
朝夕は涼しくなり仕事がしやすくなりました。
私ももう4年になります。最初はうまくやって
いけるかなと思いながらいろいろな人からの
助けもありどうにかやっていると思います。
この時期になると山崎さんに面接して頂いた
時を懐かしく感じることがあります。

●社長より：岩永チヅ子さん、そうですね。感謝しかありませ
ん。
●山崎マネージャー：岩永さんいつもありがとうございます。
本当ですね。あれからもう4年も経ったんですね。
まだまだ元
気モリモリな岩永さんですので、引き続き宜しくお願いしま
す(笑)
●加藤リーダーより：早いもので、
もう4年になるのですね。
これからも身体に気を付けてよろしくお願いします。
●八尾より：先日より様々なご尽力賜り、感謝しております。
こ
れからもどうぞよろしくお願い致します。
●西岡より：ご無沙汰しております。風が身に染みる時期に
なりました。4年も勤めてくださっているのですね。
これからも
宜しくお願いします。それと先日、商店街でお会いしたときは
とても嬉しかったです。
また見かけた際は声を掛けて下さい。
●金田より：岩永チヅ子さんのお便りを読んで、
ご縁というも
のを改めて感じました。素敵ですね。
まもなく寒い季節の冬が訪れようといていますので、
どうか
体調を崩されないようにお気を付けください。
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◇◇◇岡田眞理子さん◇◇◇
お世話になっております。
今月で本当に最後となりご迷惑を多々お掛け
したと思いますが本当にありがとうございま
した。お世話になりました。
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●山崎マネージャー：岡田さん長い間色々とお世話になりま
した。無理もたくさん言いましたが、
ご協力頂けて本当に助
かりました。いつまでも元気で頑張って下さい。
●加藤リーダーより：最後まで色々とありがとうございます。
これからもお身体に気を付けてお元気でいて下さい！
●八尾より：いろいろとありがとうございました。
これからも
ますますご活躍くださることだと感じております。お身体無理
なさいませんように。お世話になりました。
●西岡より：最後にお会い出来て良かったです。本当にあり
がとうございました。
これからもお元気にお過ごしください！
●金田より：これからもお身体には十分にお気を付けくださ
い。ありがとうございました。

◇◇◇柴尾久夫さん◇◇◇
●社長より：柴尾久夫さん、最近の入居者のマナー低下には、
---現場での変化や気付いた事--困っています。
ご苦労をおかけしますが、
よろしくお願いしま
Ｒマンションさんで一般ごみの中にビールの す。お客様には、必ずお伝えします。
空き缶が入っています。以前からありました ●山崎マネージャー：柴尾さんいつもありがとうございます。
が、最近は特に多いです。分別するのに時間 今後も宜しくお願いします。
がかかり、作業効率が落ちています。
●加藤リーダーより：ご連絡ありがとうございます。改善でき
---お客様の要望--るようお客様にもご協力をお願いしてみます。
看板に分別する旨の案内を掲示してもらうよ ●八尾より：お客様にはお伝えました。なかなかマナー違反
うにR会社さんにお願いしてください。
ゴミ置 の改善は難しいところも・・・あるかと思いますが、
できる事は
き場には、瓶・缶の廃棄する容器が配置されて やってみる！本当にお手数をお掛けしております。
これからも
います。
どうぞよろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
●西岡より：毎回お手数おかけします。マナーが悪い方がい
らっしゃるかと思いますが、
これからもよろしくお願いします。
●金田より：マンションによっては不法投棄が多く、最近はマ
ナー違反が目立っています。負担を掛けますが、今後ともよろ
しくお願い致します。

●社長より：中村幸子さん、幸せのおすそ分け、ありがとうご
◇◇◇中村幸子さん◇◇◇
ざいました。
このような出来事を、お便りでお知らせ頂けるこ
---現場であった嬉しい事--社長並びに社員の皆様方にはいつもお世話 とを大切にしたいと思っています。感謝です。
●山崎マネージャー：中村さんいつもありがとうございます。
になり、ありがとうございます。
先日シルバーウィークに出勤しましたところ、 嬉しい出来事ですね。今後も宜しくお願いします。
仕事先の社長さんから
「休日なのにご苦労さ ●加藤リーダーより：中村さんのお蔭でお客様とも良好な関
ん、すみませんね。」のお言葉を頂き、
とても嬉 係性が築けております。ありがとうございます！
しく思いましたし、今後も仕事をしていくうえ ●八尾より：休日出勤のご褒美？感じて頂けて良かったです。
どうかこれからもよろしくお願い致します。ありがとうござい
での励みにもなりました。
休日出勤をして、
ご褒美を頂いた気分でした。ます。
●西岡より：先日はお会い出来て嬉しかったです！
●金田より：お客様から頂けるお言葉は何よりの励みになり
ますね。お便りを見て私も嬉しくなりました。いつもありがと
うございます。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క
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◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
武岡マネージャー様
お久しぶりです、いかがお過ごしでしょうか
少し早いですが、今年１年を漢字で表すと
私の場合、驚という文字です。
仕事、家庭、人間関係、健康、
どれをとっても
驚がピッタリの日々って感じでした。
今年もまだ数ヶ月残ってますので何があるか
わかりませんね
驚きすぎて、腰抜かしてしまう事がないよう
気を付けたいと思います(笑)

● 武岡マネージャー：メッセージありがとうございます。
驚きの多い1年だったんですね。是非残りの数ヶ月は喜びの
驚きが続くといいですね☆
今年は気忙しくしながらも、新しい出会いやチャレンジが沢
山あり充実した１年でしたので、更に楽しく笑顔で振り返れ
るように精進してゆきます！いつもステキなメッセージあり
がとうございます。
●山崎マネージャー：いつもありがとうございます。少しの
ことでも大喜びしてくれる戸田さんにいつも元気と感動を
もらっています。
これからも宜しくお願いします。
●加藤リーダーより：先日はありがとうござました。確かにも
う一年が終わろうとしていることに驚きです。季節の変わり目
ですので、お身体に気を付けて下さい。
10月31日はお誕生日ですね
なんやかんやと忙しかったけど充実したええ ●八尾より：いつもお心遣いありがとうございます。仕様変更
後は如何でしょうか？何かありましたら、お気軽にお声掛け下
1年だった！と笑顔で振り返ることが出来る
武岡マネージャーさんにとって素敵な1年に さい。
●西岡より：いつも心のこもったメッセージありがとうござい
なりますように！
！
ます！
”おめでとうございます”
●金田より：先日はお忙しい中お手紙を頂戴しありがとうご
ざいました。顔を覚えて頂けて嬉しかったです。今後ともよろ
しくお願い致します。

◇◇◇波田紀子さん◇◇◇
加藤リーダー、八尾様、先日はお客様のご要望
の件ありがとうござました。
加藤様には御足労お掛けし申し訳ございませ
んでした。祠の中は毎日掃くようにしておりま
す。

●社長より：波田紀子さん、
ありがとう感謝です。
●山崎マネージャー：波田さんいつもありがとうございます。
いろいろと無理を言いますが宜しくお願いします。
●加藤リーダーより：ありがとうございます。即対応したお蔭
でお客様からも感謝されました。
これからもよろしくお願いし
ます。
●八尾より：ご対応ありがとうございます。落ち葉の季節にな
りました。
さらに？大変かと想いますが、
どうぞよろしくお願い
致します。
●西岡より：いつもありがとうございます。
またお困りごとが
あればご相談ください。
●金田より：波田紀子さん、いつもありがとうございます。今
後もよろしくお願い致します。

◇◇◇柏村京美さん◇◇◇
●山崎マネージャー：柏村さんいつもありがとうございます。
八尾さん朝はやくから電話をして急用だった 購入する人がいるようでしたら声掛けしてみます。今後とも
のですみませでした。
宜しくお願いします。
社長さん、社員のみなさんお元気ですか、私の ●加藤リーダーより：先日はありがとうございます。
また顔を
勝手なんですが、息子が郵便局につとめてい 見にいきますね。
るので年賀をお社員のみなさんにお願いした ●八尾より：問題ないです〜♪いつでもお電話どうぞです。
いのでよろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
（7月から少し給料が上がったのでとても嬉し ●西岡より：いつもありがとうございます。
これからも宜しく
かったです。
お願いします。
これもベルさんのみなさんのおかげです。
こ ●金田より：柏村さんありがとうございます。今後、お会いす
れからもがんばります。
）
る事があると思いますのでよろしくお願い致します。

ṣಆॄɰᆌɰիɰί̵ᾎ̵

èžႏѮចſƷᘙࢧƸŴᲮஉƷžμᅈՃ˟ٻſưƢŵ
èžႏѮចſƷݣᝋƸஉưƸƳƘᲫ࠰ưƢŵ

ƓӸЭ

ƓӸЭ

ƓӸЭ

ƓӸЭ

ிų፦
ெų፯ɟ
ʟųᑷɟ
ޥ൨ȁȅ܇
ᅑʟȎȪ܇
ౡųڤ
ᡱקųΟ܇
ޢဋųීӮ
ޛޢųʮ፦
ٻᙱų̮፯
̽ݱųᝮ܇
ųʮ፦
߷ӳųࢀ
߷ဋų࠳
҅߷ų࠳܇
҅ųऔ܇
շųᏡ܇
ᱣᕲųѠ

˱ŷஙųദ
˱߷Ҙ܇
૬ᕲų܇
קʟų̮ܳ
طဋų࠹܇
ႉඕųԧ܇
᛭ᚧųଢ፦
ᤠஙų፦ˊ
னҾųᝅ܇
നޢųήܳ
നဋų̀܇
നϋų̮܇
ဋɶဌ፦
᭘ųƾơ܇
᭘ųऔɤᢹ
ᡁϋųራ܇
ৎဋųദپ

ɶଔ፦܇
ɶҾ፦˱܇
ɶشь܇
ɶဋų܇
ɶဋųᝅ
ɶų፯̮
ɶஜųࣙᢊ
ᙱųဌ܇
ᙱဋųᑷʂ
ဋǏƔǓ
ඬဋųኔ܇
ବޛųᢰ܇
ஜų܇ڭ
࠼ແųʂ
ӞܼǢȄ܇
ᕲʟųѨ܇

ᕲ߷ųଢ܇
ᕲஙųऔ܇
ஜဋųИ
ؗϋų๔
Ǌƙǈ
ޛųʮ܇
Э߷ųन܇
ɤܡųᑣ܇
Ҥ؎ų᩹܇
ౕޛኔ࣓܇
ޛஜȦǿǨ
ืރƋƚ፦
್ʟųራ܇
ᏥųƖǈǑ
บų̮ᨺ

今月もお元気様でした！
今期も皆勤賞目指して頑張りましょう (*^^)v
èʻƔǒႏѮចƷᘙᅆƕ٭ƴƳƬƯƍǇƢŵЭƸஉƝƱƴႏѮǛ
ਫ਼᠍ƠƯƍƨໝŴࡇƓ˞ǈƠƯǋഏƷஉƴƓ˞ǈƠƳƚǕƹǇƨӸЭƕ
᠍ǔǑƏƴƳƬƯƍǇƠƨŵ᬴ܱႎƴӕǓλǕǇƠƨƕŴϼྸƴ᧓ƕ
ƔƔƬƯƠǇƏɥȟǹǋႆဃƠǍƢƍƨǊŴʻƔǒƸǋƱƴƠƯ࠰᧓Ʒ
ᨼᚘƱƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ
എࠗƞǕƨ૾ƷƓӸЭǍ࠰ƴƨƳƍʴƸʻɶŴਫ਼᠍ƞǕǇƤǜŵ

ΧΛάȜȽσ
さん

子
斎藤智

N 社様に担当八尾が巡回にお伺いした際、会長様
からハッピーコールを頂きました。
「当社のトイレは格別綺麗にして頂き、来客者に
トイレが隅々まで綺麗にされているのは、会社が
すべて整っている証拠ですよねと、賞賛された。
本当にいつもきっちりと綺麗に対応して頂き、
斎藤さんには感謝してます。頑張って下さって
頂いてることをきちんとお礼言いたかったので、
丁度お逢いできてよかった。
」と本当に嬉しそうに
お話して頂きました

斎藤さんより喜びのコメント・・・
「社長賞」ありがとうございます。とても嬉しいです！！
自分の仕事への目標・常に仕事への工夫・小さな心遣いの積み重ねを大事に
取り組みたいと思います。社長賞を励みに頑張りたいと思っています。
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ǯȪǹȞǹưƢŰǵȳǿƞǜƱȈȊǫǤƞǜƕʻ࠰ǋƓܼƴᘍƖǇƢǑ᳸Მ
ƨƘƞǜƷƪƼƬ܇ƴ˟ƑǔƷƕƱƯǋಏƠǈưƢŵ
ȗȬǼȳȈǋƋǓǇƢƷưŴƥƻžƏƪƷܘƷƴǋäᅶƷ̓܇Ʒƴǋäſ
ƲƬƠƲƬƠƝࣖѪɦƞƍ @@ èЭ࠰ƴᘍƬƨƓܼƸƓૺǓƕƳƘŴவˑƴ
࢘ƯƸǇǔ᧓ƸŴѨƴᘍƬƪǌƍǇƢᲛ
ࣖѪவˑǛᄩᛐƷɥŴКኡᡉሉဇኡƴƝᚡλɦƞƍŰ
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ĬܖݱဃˌɦƷƓ܇ƞǜǍƓܘƞǜƷƓǒǕǔ૾
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2016 年度新年会のご案内
ૼ࠰˟ƷᛇኬǛƓჷǒƤᐲƠǇƢᲛ
ːᑣƠƷ૾ǍμᅈՃ˟ٻưƓӐᢋƴƳƬƨ૾ƳƲŴƓᛔƍӳǘƤƷɥŴ
ƓឭƠƘƩƞƍŵ
ᡉሉƸКኡᡉሉဇኡƴᚡλƘƩƞƍŵ
ૼ࠰ଔŷႏƞǇƴƓ˟ƍưƖǔƜƱǛಏƠǈƴƠƯƍǇƢᲛ
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ųƂ˟ųᝲƃᴽ

法人様にお勤めのクリーンキーパーの皆様へ
〜 キーパーサポートからのお願い 〜

ĬƓܲಮƷ࠰᧓ǫȬȳȀȸǛǋǒƬƯɦƞƍŵஹ࠰ƷǫȬȳȀȸƕЈஹɥƕƬƯƍǔƱ࣬ƍǇƢƷư
ᲢᲱஉƴᡛƬƯɦƞƬƨ૾ƸٻɣپưƢᲛᲣਃ࢘Ʒ૾ƴƓ٣ੑƚ᪬ƖŴஜᅈǁᣁᡛƠƯɦƞƍŵ
②࠰࠰ڼƷƓ˞ǈƷᄩᛐǛКኡƴӷݥƠƯƍǇƢƷưŴ࣏ƣᚡλ᪬ƖŴᣁᡛƠƯɦƞƍŵ

トリプルアップ

本社のスローガンにもなっている「そこまでするか３Ｓ活動とトリプ
ルアップ」。４月の方針発表会でも発表がありましたが半年が経ち、
下期が始まりましたので再度案内させて頂きます。
トリプルアップとは「お客様」「従業員（自分）」「会社」の三者が共に
良くなっていく事を目指す取り組みです。毎日の作業に慣れてくると
問題点や困っている事に気付かなくなってきます。改めて身の周りを
見回して改善できそうなこと、自分なりに工夫している事など教えて
下さい。より良い品質づくりにご協力お願い致します。
Ⴘ ႎ ≝ˁʙ↚բ᫆ໜⅻ↙ⅳⅺࠝ↚දॖ⇁ⅳ⅚ોծሊ⇁ႏ↖ᎋⅷ˖ಅ
⅙⅙⅙⅙⅙ᡶ҄↚↓↙ↁ↺⅛
ྸे↝≝ۋႏⅻᆢಊႎ↚ોծక⇁Јↆⅱ→↕⅚оॖ↚پๆ↻Ꮀ⅛ئ

記入例：
①日付・所属・名前
所属は担当物件名を
記入
②〈タイトル〉
改善内容を一言集約
③〈テーマ〉
テーマを選んで◎をする
④〈提案理由〉
どのような問題点が
あるのか
⑤〈提案内容〉
どうすれば良くなるのか

Ĭ

トリプルアップ
Ĭ 所属： 株式会社
提出日：2014年 04 月 19 日
《

タイトル

《

テーマ

《

提案理由

３Ｓ

・

》
》

名前：

△△△

みんなの知恵の結集

該当項目に○

改善
》

△△

〇〇〇

・

アイデア

なぜ？どうして？

・

情報

・

その他

１人現場で相談できる人がいない。
社内報の【クリーンキーパー便り】は
近況報告がほとんどで【意見・提案】を
するものとは思っていなかった。
《

提案内容

》

具体的に、わたしだったらこうする

社内報に、近況報告・困っていること・
気付き等を書く欄を作って、社員さんや
キーパーさんから情報を得る。
また、社員さんへのお礼などとは欄を
分けて業務改善のページを作る。
《

結果記入欄

》

採用

・

再検討

・

不採用

ＥＳ日報の用紙を変更して、
社内報の掲載方法も変更！
年度目標！提出率70%達成！優秀提案者は全社員大会にて表彰！！
どしどしご提案お待ちしております！！！

࠰உଐǇư



お手紙・電話・メー
ル・伝言、どんな手段
でも結構です。ご遠慮
なくご相談下さい。
宜しくお願いします。

大阪府東大阪市吉田下島

代表取締役

奥
14

斗志雄
7

奥 斗志雄

株式会社 ベル

行

TEL：072-961-7171 FAX：072-961-7373

TEL.080-5631-5631
oku@ai-kando.com

代表取締役

いつも大変お世話になっております。
毎日、皆様にご満足いただける様、頑張って
おりますが、まだまだ至らない事が多々ある
と思います。
より皆様のお役に立てる会社になる為に
数々のご指摘やご提案を頂けたらと思います。
お悩み事でも結構です。
お手数ですが、切り取って封書にしてお送
り下さい。お待ちしております。

社長や会社に対する
ご意見、ご要望は
ありませんか？

ඕϋޅ১ᛐ

私は、皆様が少しで
も働きやすい職場環境
を作りたいと日々考え
ています。そして、関
わる人が幸せになれる
様お役に立ちたいと考
えています。２４時間
３６５日いつでも、ご
意見やご相談をお伺い
します。

き り と り 線

ĄĄ˟ᅈǁŴᅈᧈǁƷƝॖᙸƝᙲஓƸƜƪǒƔǒĄĄ
ȀǤȬǯȈȡȸȫ
ǛᡛǖƏᲛᲛᲛ

᳁ᳩ᳦᳞ųᳮ᳨᳞᳛᳛ᳬ᳞
4. ᩓᛅࣖݣ

We are Basic

ver.1.2006ࠉșȸǷȃǯ

ᩓᛅƸ٣ƩƚưҮᝋƕˡǘǓǇƢŵ˟ᅈƷ᫊ƱƠƯŴଢǔƘŴൢਤƪƷǑƍࣖݣǛƠǇƢŵԠƼ
ЈƠ᪦Ძˌׅϋƴᇰ᫊ưᩓᛅǛӕǓŴ
žƸƍŵ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵ
șȫƷŨŨưƢſ
ƱŴ
ଢǔƘ
ƸƬƖǓƱƓࣖƑƠǇƢŵ
ਃ࢘ᎍƕɧנƷئӳƸ
žǑǖƠƚǕƹŨŨƕƓ˨ƍƠǇƢſ
ƱƝဇˑ
ǛƓᎥƖƠŴƦƷଓǛஜʴƴᡆᡮƴˡƑǇƢŵ̬သȷ᠃ᡛƸƓࢳƨƤƤƣƴƓƭƳƗƠǇƢŵƓ
ܲಮǛƓӸЭưƓԠƼƠŴƓܲಮƕᩓᛅǛЏǒǕǔǇưӖᛅ֥ǛƓƖǇƤǜŵ
μᅈՃƕ̬ਤƠƯƍǔǴȸȫȉǹǿȳȀȸȉƸŴșȫƷྸࣞǍǵȸȓǹƷؕஜችᅕƕ
ଢᅆƞǕŴஇǋٻЏƳ̖͌ؕแƱƳƬƯƍǇƢŵ

お手数ですが︑半分に折りのりでお貼り下さい︒
のりしろ

のりしろ

奥社長への一言

御名前

ＴＥＬ

このメッセージは社長へのダイレクトメッセージとなっております。
「ありがとう」へ掲載したり、社外へ漏れる事はありません。
お構いなければ、ご連絡先をご記入下さい。無記名でのご記入も歓迎です！

御社名 ( 現場名 )

ご指摘やご提案、
お気づきの点等、
どんな事でも
構いません。
皆様のお声を
お聞かせ下さい。
必ずお返事します！

代表取締役

奥 斗志雄
TEL.080-5631-5631
oku@ai-kando.com

TEL:072-961-7171
FAX:072-961-7373
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