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和を大切にし、人も建物も明るく元気にします

 ࠰  உӭ
山中リーダーお誕生日サプライズ！！
夢に出そうなプレゼント♪

キーパー新人研修会が行われました。
新しい仲間に会えてうれしいです。
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ʻƷǹȭȸǬȳƂ࣎ǛᄶƘ 5 ѣƱȈȪȗȫǢȃȗ  ƃ

ᚃग़ƳǔႏƞǇ

秋と紅葉、イチョウとモミジの ...

༹ǍƔƳܓራǛᡇƑŴᅸƕ࣎עǑƘज़ơǒǕǇƢƶŵ
ႏŷಮƴƸŴƍƭǋȏȄȩȄƱˁʙƴӕǓኵǜưƍƨƩƚ࣎ǑǓज़ᜓဎƠɥƛǇƢŵ
ȐȪƴ˰ǉ᧙ᙱࡰƷଐஜʴ݈ٻᝍųǢȋǭƜƱɺܑ̢ރƞǜƷஜǛᛠǈǇƠƨŵ
ଐஜƷȆȬȓư  ׅኰʼƞǕŴପဒƴǋƳƬƨ݈ٻᝍƷ  ܱᛅƷཋᛖưƢŵ
 ബƷȀȡǵȩȪȸȞȳƕŴȐȪƴ˰ǉɭမȬșȫƷǦȫȈȩ݈ٻᝍǢȋǭƴЈ˟ƍ
Ƃ ƷƑƃǛƜƏƯŴʴဃƷٻᡞ᠃ǛƸƔǔǹȈȸȪȸưƢŵ
ǇƞƴŴƜƷᡫǓܱោƠƨǒ࣏ƣኽௐƴƭƳƕǔƷƩǖƏƱज़ơǔஜưƠƨŵ
ɟƭƻƱƭƷŴᘍѣƕȬșȫᢌƍưƢŵ
ܱƸŴƝጂƕƋǓ  உƷЭҞƴƜƷǢȋǭƴ˟ƍƴᘍƘƜƱƴƳǓǇƠƨƷưŴƱƯǋಏƠǈ
ƴƠƯƍǇƢŵ
ᛅƸŴǓƦƷƑƷɟƭǛŴƍઇǜưƝኰʼƠǇƢŵ
ƜƜƔǒᲣ
Иݣ᩿ƷʴƱƪᚐƚǔǳȄƸŴ
žႻƱƷσᡫໜſǛᙸƭƚǔǜǍƯŵ̊ƑƹƜƏᎥƘƶǜŵžମ
ଐŴƳƴǂƨǜ !ſƱƔžƋƷପဒŴᚇƨ !ſƱƔƦƏƍƏƷǍŵ
žႻƱƷσᡫໜſǛܦμƴᙸƭƚƯƔƔǕŵƦƠƨǒ  ̾ƙǒƍƸЈƯƘǔǜǍƯŵƱƍƏǑǓƸŴ
ЈƯƘǔǇư࣏രƷȑȃȁưǍǔǜǍƯŴǊƯƍǔئӳƱᢌƏưŵႻƱƷσᡫໜƕЈƯƘǔ
Ǉư࣋ࡁႎƴȐǳȸȳƱƍƘǜǍŵ
ഏȚȸǸǁዓƘ

ƦǜưƳŴžɟᐲׇኽſƱƍƏᚕᓶƕƋǔǍǖŵƋǕŴƲƏƍƏƜƱƔƱƍƏƨǒƳŴƭǇǓᐯЎƱ
ႻƕžɟᐲƠƯƍǔໜſƕƋǔƔǒŴׇኽưƖǔǘƚưŴƦǕưžɟᐲׇኽſƴƳǔǜǍƯȷȷȷ
ʻƷଐஜʴƸƳŴžᐯЎƱ˂ʴƷᢌƏƱƜǖſƹƔǓƴႸǛӼƚƯŴƢƙƴžЎſƠƨƕǔǍǖŵ
ЎƚǔƷƕڤٻƖǍŵưǋƳŴƜƷžЎƠƯƠǇƏſƱƍƏƜƱƕŴႻƱƷ᧙̞ǛӨƠƴƢ
ǔǜǍŵ
žƜƷʴƸŴᐯЎƱࣱƷӳǘƳƍʴƩſƱƔŴžƜƷʴƸŴᐯࠁɶ࣎ႎƳʴƩſƱƔžƜƷʴƱƸŴ
˰ǉɭမƕᢌƏʴƩſƱƔǈƨƍƳŴƦƏǍƬƯžЎſƠƯƠǇƏƜƱưƳŴɟደƴއǒǕǔ࣎
עǑƍʴǛᨂǓƳƘǊƯƖƨǜǍſ
ƦǕŴᢌƏƶǜŵ ࣱǍڤǈƕɟᐲƢǔʴƳǜƔƍƯƳƍƷǍƔǒžᐯЎƱƷᢌƍſǛ࣏ര
ƷȑȃȁưᙸƭƚƯЎƹƔǓƠƯƍƨǒŴஜ࢘ƴݲૠƷƻƱƱƠƔŴːᑣƘƳǒǕȘǜǍǜŵƦ
ƏưƸƳƘƯŴႻƱƷσᡫໜǛƠƴƔƔǔǜǍŵɟᙸŴžǳǤȄƸǪȬƱᢌƏſƱ࣬ƑǔǑƏƳ
ȤȄƱƞƑŴžႻǛᐯЎƷƝƱƷǑƏƴٻЏƴƢǔ࣎ſǛǋƬƯƢǕƹŴσᡫໜƸႸႉƠưᙸƭ
ƔǔǋǜǍƠƳŴžƭƳƕǓſǋžſǋžƝጂſǋŴσᡫໜƔǒᏋǇǕǔǜǍưŵ
žȎȸșȫԧចſǛǋǒƬƨȞǶȸȆȬǵƷஊӸƳᚕᓶƴƳžग़ƷӒݣƸŴঋƠǈưƸƳƘ᧙࣎ſ
ƱƍƏᚕᓶƕƋǔǜǍƚƲƳŴǇƞƴǪȬƕᚕƬƯƍǔƜƱŴܦμƴɟደǍƶǜŵƭǇǓžႻƴ
᧙࣎ǛਤƭƜƱƕग़ſƬƯƜƱǍǖŵ
ƳƥžႻǛᐯЎƷƝƱƷǑƏƴٻЏƴƢǔ࣎ſƕŴஇǋᙲƔ !
ƦǕƸƳŴžᐯЎǋƦƏƳǒŴʴǋƦƏſƳǜǍƯŵžᐯЎƕƠƨƍƜƱƸŴʴǋƠƯǈƨƍſǜǍŵ
žᐯЎƕഒƠƍǋƷƸŴʴǋഒƠƍſƔǒƳǜǍƯŴžٶƘƷʴƕƓǜƳơ࣬ƍǛਤƬƯƍǔſƱƍ
ƏƜƱƳǜǍƯŴƤǍƔǒŴƳǜưǋƔǜưǋŴ˂ʴƷƜƱưƸƳƘŴᐯЎƝƱƱƠƯŴ࣏രưσ
ஊƢǔƳǜǍŵ
ƜƜǇưᲣ
ƂΩᝮƷƑ ƃ
ɟဪٻЏƳƷƸŴžႻǛᐯЎƝƱƷǑƏƴٻЏƴƢǔ࣎ſ
ƍƔƕưƢƔŴႻǛᐯЎƝƱƷǑƏƴٻЏƴƢǔŴਰǓᡉǕƹŴƦƷǑƏƴٻЏƴƞǕƨኺ᬴ƕ
ႏƞǜƴǋƋǓǇƤǜƔ ! ܱោƠƯƍƖǇƠǐƏŵ
ƞƯŴμƘᛅƸ٭ǘǓǇƢŵ
ƓܲಮƔǒŴ
žǯȪȸȳǭȸȑȸƞǜƕஹǒǕƳƍưƢƕŴƲƏƔƠǇƠƨƔ !ſƱᩓᛅƕλǓǇƠƨŵ
ƢƙƴŴǯȪȸȳǭȸȑȸƞǜƱƸᡲዂƕӕǕŴܼǛЈǔƷƕݲƠƘƳǓЦƠƨǑƏưƠƨŵ
ஜʴƷज़ᙾưƸ  ЎǄƲƳƷưŴბƍƨǒƓܲಮƴƓᛀƼƢǕƹٻɣپƩǖƏƱ࣬ƬƨǑƏưƢŵ
ƠƔƠŴܱᨥƴƸ  ЎˌɥǕƨǑƏưƢŵ
ˁʙɭမưƸŴ ЎЭƴПბƢǔƷƕࠝᜤưƢŵƱƢǔƱŴᎋƑǑƏưƸŴ ЎǕǔƱƍƏƜƱƸŴ
 ЎǕǔƷƱӷơƜƱƴƳǓǇƢŵƍƭǋƲƓǓƴЈѮƠƯƜƳƍƱŴ
žƳƴƔƋƬƨƷƔ !ſƱŴ
࣎ᣐǋƠǇƢŵƩƔǒŴʙЭᡲዂƕ࣏ᙲƳǜưƢƶŵ
ႻƷᇌئƴƨƬƯŴᘍѣƢǔŵफƍƜƱႺƙƴᡲዂƢǔƜƱƕȫȸȫƱƳǔǘƚưƢŵ
ܓራƷ٭ǘǓႸŴƝͤࡍƴသॖƞǕŴǇƢǇƢʴǋཋǋଢǔƘΨൢƴƠƯƍƖǇƠǐƏŵǑǖƠ
ƘƓᫍƍƠǇƢŵ
இࢸƴŴᅶƷჷʴƕݱώ܇ƀʴ᧓ጛႮŴՠ٥ጛႮǁƷ  ƭ  ƷܱោᲛƁǛЈƞǕǇƠƨŵእǒ
ƠƍŴܱោᎍưƢŵƓᛠǈƍƨƩƚǕƹŴ࠳ƍưƢŵųųųų
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உ  ଐųȜȩȳȆǣǢฌੈ

久しぶりのボランティア清掃。今年は変な天気が
多くなかなか実施できなかったので、ひさびさ
気持よく、楽しく実施しました。出張等で少ない
メンバーではありますが、しっかりゴミは回収
しました！！次回もお楽しみに♪
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◇◇◇南埜靖子さん◇◇◇
●社長より：南埜靖子さん、感謝です。いつもありがとう。
社長様、山崎マネージャーさん、加藤リーダー ●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。
先日忙しいのところ、私のために大変申し訳 楽しい時間をありがとうございました。今後とも宜しくお願い
ありませんでした。
します。
本当にありがとうございます。ほうきもありが ●加藤リーダーより：ありがとうございます。
これからも身体
とうございます。
に気を付けてよろしくお願いします！
気を付けて頑張ります。
●八尾より：夏の疲れは出ませんでしたか？これからもどうぞ
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
●西岡より：新しいほうきでさらにきれいにして下さい！
！
これからの宜しくお願いします！
●金田より：はじめまして、金田と申します。季節の変わり目で
体調を崩しやすくなるので、十分にお気をつけください。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：素敵なおはなしですね、
また、
そのことを感じる
八尾孝美様
人も素敵ですね。
先日、私が中学生の時心底憧れていた１つ ●山崎マネージャー：いつも会社のこと、
スタッフのことを
年上の女性を病院で偶然お見かけしました。 考えて頂き、
ありがとうございます。
その素敵な女性に劣らず
″卒業”でお別れしてから何十年ぶりにな
Tさんも素敵で、今も純粋な心の目をお持ちだと思います。
るでしょう。
私はTさん目指して頑張ります。本当にいつも感謝です。
あの優しい眼差しというかその人にしか出せ ●加藤リーダーより：さすがです。文章からでも人柄・温かさ
ない雰囲気というか・
・
・オーラーというか・
・
・ が伝わってきます。いつもありがとうございます！
私が憧れた女性のままでした。
●八尾より：いつもお気遣いありがとうございます。私も誰
どんなに年齢を重ねても、素敵なところは
かに？そのように素敵なまま〜♪と感じて頂けるように、精
素敵なままですね。
進して歩みます(^^)/
″１２歳”で初めてこの女性を見た時の
●西岡より：
「素敵！」
と思うそのお心と毎月社員の誕生日に
あの純粋な心の目に間違いはなかった。
と お祝いメッセージを下さるお心も素敵だと私は思います！
感じました。
毎月社員のお祝いメッセージありがとうございます！
！
素敵なところを失うことなく人生を歩まれて ●金田より：はじめまして、金田と申します。
また、お会いする
いる姿に心の中で″
ありがとうございます”と 機会がありましたらよろしくお願い致します。
頭を下げている自分がいました。
９月１１日はお誕生日ですね。
八尾さんにしか出せない素敵なところが今以
上に輝きが増しますように！応援しています！
！
おめでとうございます！
●社長より：山本早苗さん、
月日の経つのは本当に早く感じ
◇◇◇山本早苗さん◇◇◇
ますね。
5年勤続ありがとうございました。
元気で動いてくれ
９月１０日で（株）ベルでお世話になり５年に
る、身体に感謝してこれからも、
ますます活躍してください。
なります。
感謝です。
これからも宜しくお願いします。
●山崎マネージャー：山本さんいつもありがとうございます。
早いですね。今後も宜しくお願いします。
●加藤リーダーより：早いものですね、今ではお客様ともす
っかり仲良くなり、信頼される関係を築いて下さり、
ありがと
うございます。
これからも益々よろしくお願いします！
●八尾より：コメント頂きありがとうございます。
もう5年です
か(*^^)v早いものですね。
これからもどうぞよろしくお願い
致します。
●西岡より：長く勤めて頂きありがとうございます<(̲ ̲)>
これからもよろしくお願いします。
●金田より：はじめまして、金田と申します。今後お会いする
こと機会があると思いますのでよろしくお願い致します。
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●社長より：辻内節子さん、いつもありがとうございます。環
◇◇◇辻内節子さん◇◇◇
お盆休み前に産業廃棄物保管場所を整理し 境が改善されたこと、何よりです。感謝です。
て頂き枯れ葉が落ちても掃きやすくなり大変 ●山崎マネージャー：辻内さんいつもありがとうございます。
暑い夏もようやく終わりそうです。季節の変わり目ですので、
助かってます。
夏の疲れが出ませんように。
---現場であった嬉しい事--●加藤リーダーより：今年の夏は暑かったですものね。お客
持参のお茶を飲み干し、たらなくて食堂の
お茶を２〜３度頂いたこと、嬉しかったです。 様とも良好な関係が築けているようで、良かったです♪
●八尾より：現場の方々との交流 信頼関係も深まっている
ようでなによりです。産業廃棄物を整理して頂け、作業しやす
くなってなによりです。
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。
これから落ち葉の季節に
なるので産業廃棄物がなくなったのはありがたいですね！
！
●金田より：はじめまして、金田と申します。今後、お会いする
機会があると思いますのでよろしくお願いします。
◇◇◇鴻池みゆきさん◇◇◇
●社長より：鴻池みゆきさん、楽しいお便りありがとうござい
暑い暑い夏も後少しとなりホッとしています。 ます。昔の恥ずかしい話しも、楽しい思い出の一つとして、い
8/8に元バレーボール部の部員が１０名（コ いネタになったのでしょうね。感謝です。
ーチ１名）
●山崎マネージャー：鴻池さんいつもありがとうございます。
おばさんばかり集まり部員だった人のやって 今年も変なお天気で、
しんどい夏でしたね。楽しい時間を過
いる
「おでん屋」
さんで呑み会を５・６年ぶり ごされたようでいいですね。鴻池さんのやんちゃぶり是非
に開催昔話に花が咲き私のやんちゃぶりも お聞かせ下さい。
コーチによってばらされ赤面でした。
●加藤リーダーより：懐かしい話ですね、
これからも若々しく
これに懲りずこの会合を後々までも続けたい よろしくお願いします☆
と思い元気に仕事も頑張ります。
●八尾より：部活？が終わってもそうやって集まれるメンバー
がいるって素敵ですね。
さすが！鴻池さん(*^^*)って感じで
す。
これからも公私ともども充実した日々をお過ごしください。
●西岡より：懐かしい同級生に会って沢山楽しめたのですね
！
！また鴻池さんの武勇伝を聞かせてください！
！次会うとき
楽しみにしてます！
●金田より：はじめまして、新入社員の金田と申します。
よろし
くお願い致します。
◇◇◇橋本妙子さん◇◇◇
●社長より：橋本妙子さん、お便りありがとうございます。
社長様、
スタッフの皆様
問題解決、
よかったです。感謝です。
残暑が厳しい中お変わりありませんか。
●山崎マネージャー：橋本さんいつもありがとうございます。
わたくしも暑さに負けずお仕事させて頂いて みんな元気に頑張っていますよ。
います。
橋本さんもお体に気をつけて宜しくお願いします。
---現場であった嬉しい事--●八尾より：今頃？残暑お見舞い？と言ってよいのやらですが
8/21
（＾＾；今年の夏はとても暑かったのでやっとこさ！って所で
現場で順次清掃していくとある場所にゴムの すね。現場が綺麗になったのは、迅速な連絡を頂いたからこ
ような汚れがあって拭こうと思ったが汚れが そです。
どうも有難うございました。
広がりそうで八尾さんに電話をして定期清掃 ●西岡より：いつもありがとうございます！気になるところが
の時に見てくださるようにお願いしました。 きれいになってよかったです！
！
次の２５日出勤日の時見違えるようにきれい ●金田より：はじめまして、金田と申します。今後、お会いする
になっていました。
機会があると思いますのでよろしくお願い致します。
ありがとうございます！
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◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
●社長より：奥田美智子さん、大変な状態になっていたので
社長様、
スタッフの皆様、いつもお世話になっ すね、
ご苦労されましたでしょう。ありがとうございました。
ております。
天が、見てます。徳を又一つ積まれましたね。感謝です。
8/13〜8/15迄お盆休みを頂きありがとうご ●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。
ざいました。感謝です。
トイレの対応ありがとうございました。本当大変だったと思
朝夕だいぶ涼しくなってきましたが昼はまだ います。困った時は本社スタッフへ連絡下さい。早く元気に
.まだ暑いです。
なってお会いできるのを楽しみにしています。
皆様お体ご自愛ください。
●加藤リーダーより：お身体は大丈夫ですか？また元気な顔
少し早いですが八尾さん9/11お誕生おめで を見れるのを楽しみにしております！
とうございます。
●八尾より：体調は如何でしょうか？お休み中に薬剤を試して
１年経つのは早いですね。
みました。
また使用方法などお知らせ致します。いつもありが
最近トイレの水あかが黒く出来ています。 とうございます。
水あかの取れる薬をください。お願いします。●西岡より：奥田さん、お身体の方はいかがですか？早く元気
---現場での変化や気付いた事--になりますように。
8/3の朝３階トイレ掃除に行くと壁や便器、扉 ●金田より：はじめまして金田と申します。大変な状況の中で
などが便だらけ。
対応していただきありがとうございます。
下着も便器の中に捨ててあって臭くて大変
だったがつまらなくて良かったです。
---現場であった嬉しい事--先日４階トイレ（女子）掃除終わったころ女性
の方が入って来られ綺麗にして頂いてありが
とうと言って頂きました。
とても嬉しかったで
す。
●社長より：山口みつ代さん、いつもありがとうございます。
◇◇◇山口みつ代さん◇◇◇
すごい友人のお話ですね。早速、調べてみました。女性の金
先日はお休みしましてすみませんでした。
おかげさまでいっぱい楽しんで来ることが出 工作家として、初めて人間国宝に選ばれた鍛金の大角幸枝
さんですね、
「男社会の中で選ばれ、重圧を感じる」
と感想を
来ました。
同級生が金工作家として女性初の人間国宝 語っられましたね。
に認定されることになりお祝いもしてきまし 猫を葬ってくれてありがとうございます。中々できることでは
た。
自分の事ではないけれどとても嬉しかっ ありません。感謝です。
●山崎マネージャー：山口さんいつもありがとうございます。
たです。
同級生の方すごいですね。私にとっては山口さんも人間国宝
---現場での変化や気付いた事--また一緒に飲めるの楽しみにしています。猫の件、
あり
８月６日現場前の歩道で猫が死んでいまし です。
がとうございました。感動しました。
た。
段ボールを探して入れまして環境事業所に ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。お友達も
おめでとうございます☆
取りに来てもらいました。
季節の変わり目、体調にご自愛ください。
死んだ猫は結構重たいですね。
野良猫は死んでも弔ってくれる人もなく哀れ ●八尾より：山口さんの素敵さですね。お友達も野良猫も、
どうかこれからもよろしくお願い
に思い近くに咲いていた花を取り入れてあげ 私も精進して参りますので、
致します。
ました。
●西岡より：いつもありがとうございます！
---現場であった嬉しい事--！国に認められるなん
ＶＹマンションの庭の木の手入れと種子が 同級生の女性はとてもすごいですね！
！読んでいて私も嬉しくなりました(*^-^*)
飛んでいって隣の工場に生え伸びてきた木の て！
伐採をしてもらい明るくなりホッとしています。猫さんのお話はとても悲しいですね(;̲;)
でも、その野良猫さんは山口さんに弔ってもらって嬉しかっ
たと思います！
日々色々な事がありますがこれからもよろしくお願いします。
●金田より：はじめまして、金田と申します。今後、お会いする
機会があると思いますのでよろしくお願い致します。
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◇◇◇藤木恵子さん◇◇◇
いつもお世話になっております。
先日の「棚に飾られているガラスの盾が欠け
ている件」
では八尾さんに迅速に対応して頂
きありがとうございました。
「自分で対応した方が良いのだろうか・・・」
と
迷いましたが「まずは八尾さんに連絡を」
と
思い連絡しました。
『ありがとう』に載っている通り、
「どんな些細
なことでもまずは本社に連絡！」
してよかった
です。
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●社長より：藤木恵子さん、正しい判断をしてくれてありがと
う。連絡、相談、大歓迎です。
これからも、
よろしくお願いしま
す。感謝です。
●山崎マネージャー：藤木さんいつもありがとうございます。
迅速な報告に感謝です。今後とも宜しくお願いします。
●加藤リーダーより：いつも会社の方針を理解し、実践して
頂きありがとうございます。季節の変わり目お気を付け下さ
い！
●八尾より：はい(^^)/迅速なご報告感謝です。藤木さんから
言って頂くのも必要かとも思いますが、情報は生もの！本社
にも即報告頂けるのは本当に有難い限りです。
ありがとうご
ざいました。
●西岡より：いつもありがとうございます！
！これからもよろし
くお願いします。
●金田より：はじめまして、金田と申します。今後、お会いする
機会があると思いますのでよろしくお願い致します。

●社長より：岩永チヅ子さん、お便りありがとうございます。
◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
朝夕は涼しくなりつつありますが昼間はまだ お客様のお気持ちが、嬉しいですね。やる気が、湧いてきます
ね。感謝です。
暑い日が続いているようです。
９月１１日、八尾さんお誕生日おめでとうご ●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。
暑い夏も終わりですね。お仕事がし易くなる季節です。夏の疲
ざいます。
先日はＩ様のモップありがとうございます。 れには気をつけて頑張って下さい。
お話する時間がなかったなと思っていたらわ ●加藤リーダーより：ようやく涼しくなりましたね。ただ、季節
ざわざ食堂まで何か困ったことはありません の変わり目ですのでお身体ご自愛ください☆
まぁ少しは
かと言って待って下さり、又その時にアクエリ ●八尾より：お言葉（＾＾；ありがとうございます。
アスまで差し入れして下さり本当にうれしく思 おとなしく？いやいや女らしく？今年こそは女子力向上できる
・・・できないよな〜♪
いました。
お客様に喜んで頂けて何よりでしたね。
これも岩永さんの日々
作業日報同封します。
の信頼関係があったからこそと思います。
これからもどうぞ
---現場であった嬉しい事--８月１１日お中元のおすそ分けを頂きました。よろしくお願い致します。
！(*^^)次は
社員さんと同じように私の分まで用意してくだ ●西岡より：岩永さんに会いたくて探しましたよ！
もう少しお話出来たらなと思います！
さっていました。
●金田より：はじめまして、金田と申します。今後お会いする
本当にありがとうございました。
機会があると思いますので、
よろしくお願い致します。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
---現場であった嬉しい事--仕事を始める時にＨ係長様が暑いからと言っ
てクーラーや扇風機などを付けて気遣ってくだ
さいます。
とても嬉しく思っています。
暑さに負けず頑張ります。

●社長より：ありがたい話しですね。何かされて感謝、何かで
きることに感謝です。
●山崎マネージャー：いつもありがとうございます。お客様の
お心遣いに感謝ですね。今後とも宜しくお願い致します。
●加藤リーダーより：この夏は暑かったですね、
これからは季
節の変わり目なので、お身体崩されませんように。
●八尾より：お客様の心遣い有難いですよね。
この夏は特に
暑かったので、良かったですね。
これからもどうぞよろしくお願い致します。
●西岡より：作業していると暑くなりますからそういうお気遣
いは本当にうれしいですよね！
！だいぶ佐作業がしやすい気
候になってきました。季節の変わり目なので体調崩されませ
んように！
●金田より：はじめまして。金田と申します。猛暑も和らいでい
よいよ秋ですね。
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◇◇◇中田豊さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、お世話になっており
ます。感謝しています。
今後共に宜しくご指導の程宜しくお願いしま
す。
---現場での変化や気付いた事-Ｎ沢住宅５棟西側落葉が多い状態です。
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●社長より：中田豊さん、
これからの時代、同じようなことが
日常起きることが多くなりますね。人ごとではなく、
これから
通る道かもしれません。助け合う社会の、一員としてできる
ことを行うのみですね。感謝です。
●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。
やっと暑い夏が過ぎましたね。いつも駒かなご報告ありがと
うございます。助かります。次は落ち葉に負けず頑張って下
さい！
！
！
●加藤リーダーより：いつもきめ細やかな連絡・報告ありが
とうございます。
ようやく涼しくなりましたが、次は落ち葉で
すね・
・無理はなされず、
よろしくお願いします。
●八尾より：いつもありがとうございます。夏の暑さが過ぎれ
ば・
・
・そろそろ落ち葉の季節ですね。大変な作業になるかと
思いますが、
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。涼しくなってきま
したね。
これからもよろしくお願いします。
●金田より：はじめまして、金田と申します。今後お会いする
機会があると思いますので、
よろしくお願い致します。

◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
８月日報
今月に入ってすぐに作業中又蚊にかまれた
と思って、キンカンを何回も塗っているうちに
夕方には他の所は治りました。
ところが１か所
だけが、次の朝になっても治りませんでした。
１週間ぐらいに経った頃、ベルのＹさんが、
ガラス清掃の打ち合わせに来られました。
その時まだ腫れが治っていませんでした。私
はこの蚊は毒を持っていたのかしら？と聞き
ました。Ｙさんは毛虫よと教えてくれました。
原因がわかってホッとしました。Ｙさんありが
とうございました。
毛虫は治るのに２週間かかりますよ。皆さん
気を付けましょうね。
Ｙさんからは予防は長袖着て作業する。
注文の資材届きました。ありがとうございま
した。
作業日報作って頂きましてありがとうござい
ました。明日から使わせていただきます。

●社長より：小泉昭子さん、
もう治っていると思いますが、
気をつけてくださいね。
●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。
いろんな情報を頂き勉強になります。
虫が多く発生する時期は、普段より注意が必要ですね。大事
に至らず良かったです。
●加藤リーダーより：大丈夫ですか？作業に夢中になってい
たら気が付かないかもしれませんが、
くれぐれも気を付けて
下さいね。
。
●八尾より：毛虫にやられたんですか？痛かったのでは？
毛虫って知らないうちについてしまう事もありますので、植
栽にはくれぐれもご注意下さいです。いつもありがとうござ
います。
●西岡より：毛虫に刺されたのですか！お大事にして下さい。
●金田より：はじめまして、金田と申します。
また、お会いする
機会がありましたらよろしくお願い致します。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様お世話になっており
ます。
（8/21）お休みを頂き、ありがとうございまし
た。
西岡様、代わりに清掃作業に入って頂きあり
がとうございました。

●社長より：は〜い、
了解です。いつも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。今後とも
宜しくお願い致します。
●加藤リーダーより：気分一新！これからまたよろしくお願い
します☆彡
●八尾より：夏休み？エンジョイできましたでしょうか？やっと
涼しくなりました。
これからもどうぞよろしくお願い致します。
●西岡より：対応に入った際に気遣って色々な物を用意して
くださったので大変作業がしやすかったです！
！本当にありが
とうございます！
！またお休みの時のお話聞かせてください！
！
●金田より：はじめまして、金田と申します。
また、お会いする
機会がありましたらよろしくお願い致します。
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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
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᠍ǔǑƏƴƳƬƯƍǇƠƨŵ᬴ܱႎƴӕǓλǕǇƠƨƕŴϼྸƴ᧓ƕ
ƔƔƬƯƠǇƏɥȟǹǋႆဃƠǍƢƍƨǊŴʻƔǒƸǋƱƴƠƯ࠰᧓Ʒ
ᨼᚘƱƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ
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䜹䝸 䜻䝳 䝷 䝮
1日目 自己紹介
社長あいさつ
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ƱƯǋಏƠƍ᧓ǛƋǓƕƱƏƝƟ
ƍǇƠƨŵᲬଐ᧓Ʒᄂ̲ǛᡫƠƯŴ
இИƸႏƞǜዬࢌƞǕƯƍǇƠƨƕŴ
ᲬଐႸƷஔᅇǛኳƑƨᡀǓƔǒŴƩ
ƍƿȪȩȃǯǹƞǕƨǑƏưŴॖᙸ
ʩ੭ǛƠƳƕǒԧൢƋƍƋƍƱƓᛅ
ǋЈஹŴஊॖ፯Ƴᄂ̲ƱƳǓǇƠƨŵ
ųųųųųųųųųᄂ̲ਃ࢘ųьᕲ

朝礼参加
会社案内
注意事項

清掃の基本について(実演)
質疑応答

ࡄਘ͈ۜே
៲ƩƠƳǈƴƭƍƯᙸǒǕƨҮᝋǋƋ
ǔƷưŴٻʙƩƳƱ࣬ƍǇƠƨŵ
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Ƣŵᄂ̲ǛӖƚƯΨൢǛǋǒƍǇƠƨŵ
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ˌɥŴဋưƠƨŵ
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ࡄਘ͈ۜே
إԓŴᡲዂŴႻᛩƱਮਠǛƠƬƔǓƢǔŵ
ˁʙƴӕǓኵǉƴƋƨƬƯƷ៲ƩƠƳǈŴ
ਮਠǛᄂ̲ǛᡫƠƯŴൢਤƪǍᎋƑ૾ƕ
ૼƨƴƳǓǇƠƨŵ
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૧ව২֥તٚ
夢

：山奥で自分が栽培した野菜を使ったランチ
を提供するコーヒーカフェをしたい
心構え：いくつになっても素直でいたい
趣味 ：車、バイク、プラモデル、歴史とお酒が好き

たに

谷

もりたか

守剛

はじめまして、谷 守剛と申します。入社してそろそろ
５ヶ月になります。
鳩対策の仕事に従事しています。営業・施工と活躍できる
ようになれるよう、日々もがきながら取り組んでいます。
趣味は自動車・バイクいじりです。

４４歳
夢
：幸せな家庭をつくる
心構え：明日やろうは馬鹿野郎
趣味 ：音楽鑑賞

かなだ

やすひろ

ベルに入社して今まで経験する事がなかった新しい
事を勉強させて頂き、仕事にやりがいを感じながら
毎日を過ごしています。今後も、成長して
いけるように取り組んで参ります。よろしくお願い
致します。

金田 泰弘 ３１歳
夢
：世界旅行（全てを見たい）
心構え：肩肘張らず、しかし毎日を全力で生きます！
趣味 ：映画､写真､音楽 (ｼﾞｬｽﾞ､ｸﾗｯｼｯｸ､ﾍｳﾞｨｰﾒﾀﾙ)
ﾌｯﾄｻﾙ､TVｹﾞｰﾑ､ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

なかたに

みちや

中谷 倫也

7 月からベル及び日本鳩対策センターのウェブ担当で入社
しました。
普段は皆様の前に出ることなく、社内で作業をしておりま
すが、ご覧になっている弊社のホームページは私の手が入
ってます。よろしくお願いします。

３２歳

林

ん

朗子さ

長年お勤め頂いた林さんがこの度怪我の為、
退職されることになりました。
急な事で驚きと、とても心配をしましたが、
色紙をお渡しに行った際、いつもの元気な
お顔を見られてホッとしました。
ご丁寧にお手紙まで頂き感謝です。
早く元気になってまた、林さんらしい活動的
な日々を送って頂きたいと思います。
いつまでもお元気で。
長い間本当にありがとうございました。
スタッフ一同

ũСႆදƷƓᫍƍũ
ᮅᬌᾴ䛧䛟䛺䛳䛶ཧ䜚䜎䛧䛯䚹 䛻ྥ䛡䛶㛗⿇䛜ᚲせ䛺
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ᐮ䛟䛺䛳䛶䛝䛯䛛䜙䛸䜎䛸䜎䛳䛶Ⓨὀ䜢㡬䛟䛸䚸 ᅾᗜ䛜
㊊䜙䛺䛟䛺䜚䛚Ώ䛧䛩䜛䛾䛻㛫䛜䛛䛛䛳䛶䛧䜎䛔䜎䛩䚹
Ⓨὀ䛿㈨ᮦ⾲䛾䛭䛾䛾ḍ䛻グධୗ䛥䛔䚹
䛤༠ຊᐅ䛧䛟䛚㢪䛔⮴䛧䜎䛩䚹

ũૼኰʼСࡇƷƝకϋũ
ู⣬䛻᪂⤂ไᗘ䛾ෆ䜢ධ䜜䛶䛔䜎䛩䚹
᪂䛯䛺ෆᐜ䛻ኚ䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛾䛷㠀䚸 䛤☜ㄆୗ䛥䛔䚹
䛤⤂䚸 䛚ᚅ䛱䛧䛶䛚䜚䜎䛩䟿

ૼኰʼСࡇƷƝకϋ

一緒に働く仲間を是非是非ご紹介下さい！

素敵な仲間をご紹介頂くと、
紹介して頂いた時点で・・・
1万円分
３ヶ月後本採用になった場合・・・ 3万円分
合計4万円分のクオカードをお渡しします。
(クオカード：商品券と違い、コンビニやレストラン、
書店等、いろんなところで使えて便利！)
そして今回からなんと！！！
紹介された方も本採用になった場合・・・5,000円分
ਃ࢘ᲴǢȃȗȕȭȳȈ
クオカードをお渡しします。紹介した人もされた人も皆
ᢊφƷ̔᫂ǍƓ˞ǈᡲዂ
ӷಮஜᅈƴƓᩓᛅɦƞƍŵ 幸せになる制度です♪
不明な点や、ご紹介の連絡は担当までお願いします。
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ǛਚƍƯƍǇƢŵǍǊƯഒƠƍŵ
ƱƓᩓᛅǛ᪬ƖǇƠƨŵ

⇒

ਃ࢘ᎍƴᄩᛐƠƨƱƜǖŴ൲Ǖƨ̾ƱዦᰯƳ
ሖƸǿǪȫǛЎƚƯƍǔƠŴӷơǿǪȫǛ̅
ƏƱƖǋዦᰯƳƱƜǖƔǒਚƍƯƍǔƔǒբ᫆
ƳƍƱ࣬ƬƨŵᑥЎƚƢǔǑƏƴᚕǘǕƯƍǔ
ƚƲŴᲫሖƩƚƷƜƱƳƷưȷȷȷŵųųų
ƱƷƜƱŵ

Ƃųʙ̊ƔǒܖƼǇƠǐƏųƃ
ࡴᅈưƸŴǿǪȫǍȢȃȗŴئƴǑƬƯƸȢȃȗƷǍȐǱȄǋᑥЎƚǛ
ᘍƬƯƍǇƢŵλᅈƴᑥЎƚƷᛟଢƱ૰ǛᣐࠋƠƯƍǇƢŵ
ዦᰯƳǿǪȫƩƔǒȷȷȷŴਚƘئǛ٭ƑƯƍǔƔǒȷȷȷƸŴ˺ಅǛƠƯ
ƍǔʴƠƔǘƔǒƣŴǇǘǓƔǒᙸƨʴǁƸᡫơǇƤǜŵƓܲಮƕɧݙƴ࣬Ƭ
ƨǓŴۯƳ࣬ƍƴƳǒƳƍǑƏƴŴȫȸȫǛƖƬƪǓܣǓǇƠǐƏŵ

̦̀˪̵˰̵̨ ( ˈʩʥʊʰʊƂ
ƂųឪƜƬƨƜƱųƃ
ƓܲಮǑǓ
КƷ˺ಅǛƠƯƍǔᨥƴŴ
൦ƕưƬƺƳƠưǋƬƨƍƳ
ƍƷưഥǊƯഒƠƍ

⇒

ǹǿȃȕƕྵעᄩᛐ
ǭȸȑȸƞǜƴᄩᛐƠƨƱƜǖŴʻǇư᳸
ׅ൲ǕƕƻƲƔƬƨƷưŴݲƠƷ᧓൦Ǜ්ƠƯ
ƓƍƯŴƦƷ᧓᧓ƕǋƬƨƍƳƍƷưŴ
˂Ʒ˺ಅǛƠƯƍǇƠƨŵ
ƱƷƜƱưƠƨŵ

Ƃųʙ̊ƔǒܖƼǇƠǐƏųƃ
ƓܲಮƷٻЏƳƓ൦ǍᩓൢŵʻƸƲƪǒƷ˟ᅈǋራᩓŴራ൦ƕ࢘ƨǓǇƑ
ưƢŵѨƳЙૺưžݲƠƩƔǒٻɣپſžǘƔƬƯƘǕǔƩǖƏſƱѨ
ƳЙૺƸᘍǘƳƍưɦƞƍŵ
൲ǕƴࣖơƯƸ࣏ᙲƳǋƋǓǇƢŵƦǜƳƱƖƸȐǱȄƴใǊƯ̅ဇƠƨ
ǓŴྵཞǛᛡƕᙸƯǋǘƔǔǑƏƴȡȢǛᝳǔሁƠƯƓƖǇƠǐƏŵ
ǿǪȫƱɟደưŴǘƔƬƯƍǔƷƸᐯЎƩƚưŴ˂ƷʴƴƸˡǘƬƯƍƳƍ
ƜƱǛࣔǕƣƴӕǓኵǜưɦƞƍŵ

࠰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
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奥 斗志雄
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奥 斗志雄

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

株式会社 ベル

代表取締役
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᳁ᳩ᳦᳞ųᳮ᳨᳞᳛᳛ᳬ᳞
3. إԓȷᡲዂȷႻᛩƷ࣋ࡁ We are Basic ver.1.2006ࠉșȸǷȃǯ

إԓǛƠƯˁʙƸኳǘǓǇƢŵऴإƸဃǋƷưƢŵǿǤȠȪȸưᡆᡮƳᡲዂƸŴಅ
ѦԼឋǛӫƠǇƢŵफƍȋȥȸǹǄƲŴଔǊƷᡲዂƕ࣏ᙲưƢŵǇƨŴଔǊଔǊƴ
ႻᛩƢǔ፼ॹƕŴƦƷʴƷᧈǛяƚǇƢŵ
μᅈՃƕ̬ਤƠƯƍǔǴȸȫȉǹǿȳȀȸȉƸŴșȫƷྸࣞǍǵȸȓǹƷؕஜችᅕƕଢᅆƞǕŴ
இǋٻЏƳ̖͌ؕแƱƳƬƯƍǇƢŵ

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

年
月
日

ᅈ˟ᝡྂѣ
ׅӓཞඞإԓᲢ ໜᲣ

˅˙ʰʭ
ɰˊ˓ʌź

ƜƏƍƬƨǋƷǛѪᨼƠƯƍǇƢŬ

̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷų᳡āႸ ᳡
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷ᳡āႸų᳡
ơȏǬǭᲷ āႸ  ᲢႸਦƤ  ࠰ЎᲣ

Ŧ̅ဇฎǈЏ
ųෞҮǛƞǕƨ̅ဇฎǈƷЏǛᲫǭȭᨼǊǔƱኖ  όᲛ
ųèٳЏƸଐஜЏƷᲬ̿Ʒ̖͌ƕƋǔƦƏưƢŵ
Ŧơȷச̅ဇƷȏǬǭ
ųȏǬǭ  Ტኖ  όᲣưஇᝢޖǁƷૅੲᲫȵஉЎ


ʻஉƷӓᨼ
̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷ ᳡
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷ
Ც᳡

ųųơųȏųǬųǭᲷ

ЏȷȏǬǭ੩̓ƴƝңщ᪬ƍƨႏƞǇ

᳇ǨȸǸǧȳǷȸȻƞǇ
ښဋų፦܇ƞǜ
ຓʟųȞǵ܇ƞǜ
ųஒ܇ƞǜ
ஜų܇ڭƞǜ
Ɲңщ᪬ƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

èƓᫍƍèų̅ဇฎǈЏǛݥለƔǒЏǓᩉƢᨥŴЏƷԗǓƷǮǶǮǶᢿЎǛЏǓᓳƱƞƣŴԗǓȟȪᆉࡇസƠƯɦƞƍŵ
ᲯȟȪƕᩊƠƍئӳƸŴԗǓǛٻƖƘസƠƯǋǒƬƯኽನưƢŵЈஹǔᨂǓƞƤƯ᪬ƖƨƍƱ
࣬ƍǇƢƷưŴƓ᧓ǛƓੑƚƠǇƢƕƝңщǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

ؾǛᎋƑᘍѣƠƯƍǇƢᲛžǨǳǢǯǷȧȳſ

ƂǨǳȩǤȕƷȒȳȈƃᲶᩓൢƷራኖųêᲫᲸ
ųϬᔺࡉƸܼᩓᙌԼƷɶưஇǋෞᝲᩓщƕٻƖƍǋƷưƢŵɶƷǋƷǛૢྸƠŴƚǔ
ׅૠǛถǒƠǇƠǐƏŵٰƸŴ̓܇ƕ˴ׅǋȉǢǛƋƚǔƷưŴϬƨƍǈཋƸᮂඥƴ
λǕƯȆȸȖȫƷɥƴፗƘƱǑƍưƠǐƏŵ
ϬᔺࡉϋƴԼǛᛄǊᢅƗǔƱϬൢƷࣅƕफƘƳǓ  ᳸ Ჟ˷ЎƴᩓൢǛෞᝲƠǇƢŵ
ǇƨŴ༏ƍǋƷƸϬǇƠƯƔǒλǕǇƠǐƏŵ
ϬᔺࡉƸŴƏƠǖȔȃǿȪǿǤȗǛᨊƖŴᡫƠƕᑣƍǑƏƴᚨፗƠǇƠǐƏŵ
ǇƨŴႺݧଐήǍǳȳȭƷ༏ƕ࢘ƨǒƳƍǑƏƴƠǇƠǐƏŵԗǓƷภࡇƕ éƴƳǔ
Ʊ éƷƱƖƴൔǂኖ Ჟǋ˷ЎƴᩓൢǛ̅ƍǇƢŵ

3UD\)RU-DSDQ
ᅶᢋƸɭမǛǋଢǔƘΨൢƴƢǔໝƷ
ૅੲѣǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ႏಮŴƍƭǋƝૅੲƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢᲛ

ેੴѥ

Ტ

ૅੲέ

ǸȣȑȳȏȸȈᲢJVVRYYYLCRCPJGCTVQTIᲣ
ȆȩȷȫȍȃǵȳǹᲢJVVRYYYVGTTCTLRᲣ
ଐஜហҗ܌ᅈᲢJVVRYYYLTEQTLRᲣ
ଐஜႹݰཚң˟ᲢJVVRYYYOQWFQWMGPPGVᲣ
ƳƝǈƷᲢJVVRPCIQOKPQUCVQQTIᲣ
˟ՃႇƴǑǔૅੲᲢ࠰˟ᝲСᲣ

ٯအ͂̽̀ͅၻ̧ম̦ୱ༲̧͈̮̩̤̳̠͂͘͢ͅʴ

உ

ᤠஙųѨ፦ųɤිųᏋଢųᱣᕲųѠųޛஜųଔᒁų
ᕲஜų፦܇ųӞܼųǢȄ܇ųޛဋų܇ųԧဋųҘᰋ܇
ų

࠰ƷੈٻᨊƕბŷƱᡈƮƍƯƓǓǇƢŵ
࠰Ƹ˴ƔƱࣕƠƍǋƷŵଔǊଔǊƴƓੈᨊǛƢǔƜƱǛ
ƓѰǊƠǇƢŵ࢘ᅈưƸᑥŷƳ̝МǰȃȄƷᝤ٥ǋƋǓǇ
ƢƷưŴ˴ƳǓƱƝႻᛩɦƞƍŵ

ࡋࡘࡇ࠸࢝ࣅࡣࡇࡕࡽࡀ࠾ࡍࡍࡵ㸟
ၟရ㸸࢝ࣅྲྀࡾ୍Ⓨ

≉Ṧඛ➃ᶞ⬡ࡀ㝡ჾࡢᅛ╔ࡋࡓ
㯮ࡎࡳࡸỈᇈࢆࡇࡍࡾⴠࡋࡲࡍࠋ
ၟရྡ㸸࣏ࣜࢵࢩࣗࣂ࣮

㝡ჾ╔ࡋࡓỈᇈࡸࡃࡍࡳࢆ࢟ࢬࢆ
ࡅࡎྲྀࡾ㝖ࡁࡲࡍࠋỈࡔࡅ࡛ởࢀࢆⴠࡍࡢ࡛Ᏻᚰࠋ
ၟရ㸸ࢡ࣮࣓ࣜࣥࢵࢩࣗࠉࢺࣛࣝࢭࢵࢺ

У˼ᎏࢺᚣ
ųᅸƕᡈƮƖŴஔୌ෬ƠƘƳǓᢅƝƠǍƢƍܓራƴƳǓǇƠƨŵ
ଐஜƴƸׄܓƕƋǓŴƍǖǜƳܓራǛኺ᬴ưƖǇƢŵܓራƝƱƷᑥƷᢌƍǍŴ
ǂཋƕಏƠǊǔእૣƳƴဃǇǕǇƠƨŵ ᅶƷࠎஓƸŴବ→夏→秋→夏です(笑)）
ƜǕƔǒƸഒƷᅸƳƷưŴٰƴƍǖƍǖƱǈᢅƗŴȀǤǨȃȈǛᎋƑƯƍƨᅶ
ưƢƕŴܓራႎƴ፦ԛƠƍǋƷƕЈׅǓǇƢƷưŴˁ૾ƳƘૺࣞƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ᲲஉƓᛓဃଐƷޛɶȪȸȀȸŴ࢘Ɠ˞ǈƩƬƨໝŴᲱஉƱӳӷưέஉƓᅔƍǛ
ƠƯƍǇƠƨƕŴƦǜƳƜƱưᛓဃଐǵȗȩǤǺǛǊǔȡȳȐȸưƸƋǓǇƤǜŵ
ᘙኡƴǋƳƬƨŴݲŷൢਤƪफƍᲹࣨƍᲹཞ७ưƸ
ႆᘍᎍ
С˺ᎍ
ƋǓǇƠƨƕŴ˴ǋᚕǘƳƘƯǋңщƠƯƘǕŴɟደ
ƴಏƠǜưƘǕǔŴǹǿȃȕƴƍƭǋज़ᜓƠƯƍǇƢŵ
࣎ƔǒշǜưƘǕƨ Ƹƣ ޛɶȪȸȀƴǋज़ᜓưƢŵ
ഏƸᛡưƠǐƏŵഏׅǋƓಏƠǈƴŵų߃ޛųჷ܇
‒ښ૯࣓ᨺ
‒߃ޛჷ܇

