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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

１１月度現任教育が行われ
ました。今回は受付業務の
方だったので珍しく全員が
男性でした。
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秋と紅葉、
イチョウとモミジの ...
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前回に引き続き、落ち葉だらけでした。
掃いて振り向くと、「ここ掃いたかな？」と思う
程、掃いても掃いても降って来ます（涙）
しかしやる前に比べれば、だんぜんスッキリしま
した！！心もスッキリしましたので、次回もたく
さんの落ち葉を集めます！！！
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◇◇◇中原美佐子さん◇◇◇
●社長より：そうなんですね、
「マイ・インターン」機会があれ
お世話になっております。
ばみてみます。私は、最近Amazonビデオで「ツレがうつにな
社内報に映画の事などと思いながら書かせて りまして」をみました、仕事をバリバリこなすスーパーサラリ
もらいました。
ーマンが、激務からうつになり、奥さんや家族のの協力をえ
作品はアメリカ映画で「マイ・インターン」
で て少しずつ回復し、あるきっかけで劇的なことが起きていく
す。７０歳の人生経験豊富な男性がインター 映画でした。今の社会そのもので、感慨深いものがありまし
ンで雇用されて周りをハッピーにしてくれる たよ。
喜劇と感動が織り交ざっていました。
●山崎マネージャー：中原さんありがとうございます。予告を
シニア世代が見るととても若々しい気持ちに 観て、観たい！と思っていました。終わるまでには行きます。
なれるのでお勧めします。
●加藤リーダーより：映画の情報を載せて頂けるなんて新鮮
でした。ありがとうございます。機会があれば是非見てみたい
と思います！
●八尾より：社内報だからこそ、思い思いを書いて頂ければ
と思います。
これからもどうぞ！いろいろな情報を発信下さり
ますようお願い致します。いつもありがとうございます。
●西岡より：中原さん、お勧め映画の情報ありがとうござい
ます！
！どんな内容なのか気になり少し調べてみました！興味
がありますので機会があれば見てみます！またおすすめの本
や映画などあれば教えてください！
！(*^^)v
●金田より：お便りありがとうございます。お勧めの映画の情
報ありがとうございます。
このキーパー便りを通じて共感して
頂けるキーパーさんやスタッフがいるはずです。
また、おすす
めの作品等があればぜひご紹介して頂けると嬉しいです。
●社長より：森本さん、思い込みや勘違いはよくあります。
ど
◇◇◇森本百合子さん◇◇◇
用具の色分け表を頂きながらマイクロクロス んまいどんまい。理屈を知って、気持ちよく仕事していただけ
を今までのように間違って使っていました。 ればと思います。感謝です。
●山崎マネージャー：森本さんいつもありがとうございます。
ご指導ありがとうございました。
八尾さん新しいノートありがとうございます。 今後とも宜しくお願いします。
また、マ
開けたら縦線を大分先まで引いてもらってあ ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。
イクロの使い方も気付いて頂けて良かったです。今後とも
ってびっくりです。
よろしくお願いします。
色々とお気遣い頂いて感謝です。
●八尾より：ノートは佐川さんだと思います。
さりげない心遣
いですね。
よいパートナーに恵まれてこれも一重に森本さん
だからこそでしょうね。
これからもどうぞ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：お便りありがとうございます。マイクロクロスの
使い分けを再度確認して頂きありがとうございます。
これか
らも宜しくお願い致します。
●社長より：榎本さん、
了解です。
◇◇◇榎本とし子さん◇◇◇
１２月３日(木)、４日(金)お休みします。宜しく ●山崎マネージャー：榎本さんいつもありがとうございます。
●八尾より：楽しんできてくださいね。
でもでも寒いのでは？
お願いします。
体調だけは崩されませんように！ご連絡承りました。
●西岡より：いつもありがとうございます！お休み承知しまし
た！
●金田より：お便りありがとうございます。お休みの件ですが
確認致しました。
ご報告ありがとうございます。
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●社長より：橋本さん、いつもありがとうございます。常に、前
◇◇◇橋本妙子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、お変わりありませんか。 進、進化していきましょう。
わたくしも変わりなくお仕事させて頂いており ●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。
ます。八尾様巡回に来てくださったとき色々 社長賞おめでとうございます。写真、素敵に写ってましたよ♪
●加藤リーダーより：社長賞おめでとうございます。橋本さん
アドバイスありがとうございました。
それに社長賞まで持って来てくださって本当 のお蔭でお客様とも良好な関係が築けております。
にうれしかったです。ありがとうございました。●八尾より：社長賞は日々の取組の成果でもあります。いつも
本当にコツコツと努力下さり、ありがとうございます。
これか
らもどうぞよろしくお願い致します。
●西岡より：橋本さん！社長賞おめでとうございます！
！これか
らも宜しくお願いします！
●金田より：社長賞おめでとうございます！
◇◇◇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。
日々のお仕事お疲れ様です。
今後ともに宜しくご指導の程お願いします。
西岡様
N沢住宅の現場へ作業服を届けて頂きありが
とうございました。

●社長より：中田さん、元気ハツラツ! 全開でいきましょう。
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。
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。お体お変
わりありませんか？朝晩は冷えてきました、お体にはお気を
付け下さい。
●八尾より：体調は如何なものでしょうか？落ち葉の季節で
すし、毎回大変かと思います。
どうかあまり無理されずに取り
組まれて下さい。ありがとうございます。
●西岡より：中田さん、いつも丁寧なコメントありがとうござ
います。制服が届いて良かったです。あと、Vヤッケは持って
おられますか？冬用の上着なのですが、無かったり破れてし
まったりしていたらお声がけください！また配達させて頂き
ます！(^^)/
●金田より：いつもお便りありがとうございます。作業をして
いる間はまだ暖かく汗をかきますが、行き帰りが随分と寒く
なってきましたね。風邪をひかないように特に作業終了後は
身体が冷えないように暖かくしてください。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：お客様に喜びを与えれる仕事を、精一杯お願い
社長様、ベルの皆様、いつもお世話になってお します。感謝です。
ります。
●山崎マネージャー：いつもありがとうございます。お誕生日
お誕生日祝いありがとうございます。
おめでとうございます。素敵な歳にして下さい。
ベルの皆様から心のこもったメッセージ、感謝 ●加藤リーダーより：改めましてお誕生日おめでとうござい
申し上げます。
ます。
これからもその笑顔でお客様を元気にしていって下さ
これからもお客様に喜んで頂けるように頑張 い。
っていきたいと思います。
●八尾より：こうして毎年お祝いできる回数が増えるたびに、
よろしくお願いします。
有難く嬉しく感じております。
これからもどうかよろしくお願い
致します。ありがとうございます。
●西岡より：改めてお誕生日おめでとうございます！いつも
ありがとうございます！これからも素敵な笑顔で頑張ってく
ださい！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。いつもありがと
うございます。
これからも宜しくよろしくお願い致します。
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◇◇◇波田紀子さん◇◇◇
●社長より：波田さん、お手数をおかけしました。報告してく
先日管理棟事務所の玄関マットですが新しい ださって、
ありがとう。感謝です。
ものかもしれませんが裏にサイズ表示されて ●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。
いるMマークの青色インクが白い床にくっきりご報告ありがとうございます。
とついていました。
●加藤リーダーより：ご報告ありがとうございます。
レンタル
水拭きしただけでは取れにくく白スポンジで のメンバーにも相談して、
こちらでも対策を考えます。
ご苦労
取りました。
おかけします。
次回の清掃のときにもついていましたら紙で ●八尾より：ご連絡ありがとうございます。お手数をお掛けし
も敷いて置きます。
ました。いつもありがとうございます。
●西岡より：波田さん、
ご報告ありがとうございます！レンタル
チームに伝えておきます！これからも宜しくお願いします。
●金田より：現場での変化のご報告ありがとうございます。些
細な事でも構いませんので、現場での変化や気付きがあれば
遠慮なく仰ってください。
●社長より：古家さん、清潔に、爽やかにこれからもよろしく
◇◇◇古家アツ子さん◇◇◇
朝からめっきり冷えてお日様が恋しい季節と お願いします。
●山崎マネージャー：古家さんありがとうございます。いつも
なりました。
八尾さん、加藤さん、巡回確認ありがとうござ 古家さんの細かな気づきや報告に感謝しております。
●加藤リーダーより：朝晩かなり寒くなりましたね。私も寒い
いました。
今回洋式トイレがすべてウォシュレットに変わ のが苦手なので、太陽が恋しいです。古家さんも体に気を付
り好評です。今まで見過ごしていた便器の向こ け下さいね。
う側の汚れも見つけて頂き、
ありがとうござい ●八尾より：清掃方法が変わり、戸惑われる事もあるかと思い
ますが、
どうかよろしくお願い致します。便座の下や裏側はモ
ました。
これからは気を付けます。
ップだけではなかなかとり切れない部分でもありますので、
気に掛けて頂ければ幸いです。ありがとうございます。
●西岡より：古家さん、いつもありがとうございます！朝晩冷え
てきましたね。夏のように寝ていたら早々に風邪を引きまし
た(;´∀｀)古家さんも風邪引かないようにしてくださいね！
●金田より：お便りありがとうございます。朝晩と随分冷え込
むようになってきましたね。お身体を冷さないようにお気を
付けください。
◇◇◇鴻池みゆきさん◇◇◇
●社長より：鴻池さん、お互い、助け合い、信頼し合い、仕合わ
9/29スポンジ配達されていて無事受け取りま です。漢字間違いはないですよ。。
した。
●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。
この事は9月号の紙に書くつもりでしたがもう ●八尾より：その後如何でしょうか？いつも精一杯に！綺麗に！
封してしまっていたので１０月号につづりま その思いは素晴らしいかと思います。けれどやはりお客様あ
す。本当に会社の誠実心に心打たれています。
ってこそですから、
もし判断などに困る事あれば、即お知らせ
たかがスポンジ1つされどスポンジ。丁寧に配 頂きますよう、
ご協力お願い致します。ありがとうございます。
達して下さり本当に会社の誠実さに感謝して ●西岡より：スポンジが届いて良かったです。鴻池さんがおっ
おります。
これからも私も精一杯一生懸命頑 しゃる通り、たかがスポンジされどスポンジなんです。道具が
張ります。
ありがとうございました。
なければ私たちは仕事ができません。だからこそ心を込めて
先日は私の不祥事で八尾さんを始め会社の 道具を配達させて頂いてます。いつも道具を大切に使って頂
皆様に迷惑掛けました。すみませんでした。 き本当にありがとうございます。道具が壊れたり破れたりした
又、改めて頑張ります。武岡さんの電話にはと らいつでも教えてください！
ても勇気づけられました。
●金田より：お便りありがとうございます。道具に不備がある
本当にありがとうございました。
と正しい清掃ができませので、遠慮することなくお伝えくださ
い。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
キーパー便り9月分のキーパーさんからの「ゴ
ミ箱の汚れが酷い」のお便りに対しての奥社
長の「すべて自分事に考えれば綺麗にしたい
ですよね。
」のお返事に納得。
今日は早速カビだらけのゴミ箱をピカピカに
してきました。
スッキリです！
！
しかし、
イレギュラー対応をするとどうしても
１０分〜２０分かかってしまうので時間内に
収まらないのが悩ましいところです。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：おぉー、感動するお話ですね。ありがとうござい
ます。
スッキリした気持ちが伝わってきました。時間オーバ
ーしますか。。臨機応変に、対応願います。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。同感で
す。見て見ぬふりが出来ないのが、ベルのスタッフだと思い
ます。
これからもプロ根性でお願いします。
●加藤リーダーより：すぐさま自分に置き換えて行動する
ところはさすがです。確かに時間との兼ね合いが悩ましい所
ですね。
どうしても解決が難しい場合は、本社スタッフにご相
談ください。一緒に解決していきましょう！
●八尾より：さすがです。人のふり見て？自らをですね。今回
は少し時間が必要だったかもしれませんが、一度綺麗にする
と今後は楽になるのでは？お手数をお掛けしました。
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！ゴミ箱１つ洗うの
って意外に時間がとられて大変ですよね。それでも綺麗にし
て頂いて本当に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：お便りありがとうございます。お忙しい中で、
ゴミ
箱を綺麗に掃除して頂きありがとうございました。

◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
●社長より：奥田さん、無理しないでお勤めしてくださいね。
社長様、
スタッフの皆様、いつもお世話になっ 健康一番。
ています。八尾さんには特にお世話になりま ●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。
した。ありがとうございました。
奥田さんの存在の大きさですね。無理せず、ゆっくりと慣らし
前月より入院で仕事を休ませて頂き１０月か ていって下さい。寒くなりましたので今まで以上に気をつけ
らは八尾さんの計らいで週３日にして頂きま て宜しくお願いします。
した。
その間皆様に迷惑を掛けました。
まだ検 ●加藤リーダーより：お身体の調子はいかがでしょうか？
査などあり全快までいきませんがスタッフの 季節の変わり目ですので、無理はされずお仕事頑張ってくだ
皆様に助けて頂き仕事をさせて頂いているこ さい。いつもありがとうございます。
とに感謝しています。
●八尾より：いよいよ、11月になり、通常に戻りましたが、
負荷
病院行く日はお休みを頂きたいと思っており はかかっていらっしゃらないでしょうか？体調が一番です。不
ます。宜しくお願いします。
都合などあればいつでもご相談下さい。戻って頂けて本当に
---現場であった嬉しい事--有難く嬉しく感じております。ありがとうございます。
テナント様の皆様に大丈夫ですかと声を掛け ●西岡より：奥田さん、いつもありがとうございます。お身体
て頂き無理しないでくださいねと気にして頂 はどうですか？あまりご無理されませんようにご自愛くださ
きありがたいことですね。
い。
いまだに朝会うと大丈夫６階テナントの女性 ●金田より：お便りありがとうございます。お身体の調子はい
社長様に声を掛けて頂きます。
かがでしょうか？まだまだ無理はしないように気を付けてく
元気になったらビルをきれいにしてお返しを ださい。
したいと思っております。
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◇◇◇南埜靖子さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、お世話になっており
ます。山崎マネージャー、加藤リーダー、八尾
さん、西岡さん、金田さんメッセージありがと
うございます。
朝涼しくなりましたお体を大切に色々と迷惑
かけますが宜しくお願い致します。
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●社長より：南埜さん、気合い入れていきましょう。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。
いつも気使い頂き、ありがとうございます。素敵な1年になり
ますように。
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。
これから
もお身体に気を付けてよろしくお願いします。
●八尾より：南埜さんの元気の源はなんでしょうか？これから
もどうか末永くお付き合い下さいますようお願い致します。
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！寒くなってきまし
たので南埜さんもご自愛ください(＾◇＾)
●金田より：お便りいつもありがとうございます。改めて、お
誕生日おめでとうございます。
これからもよりしくお願い致し
ます。

◇◇◇柴尾久夫さん◇◇◇
●社長より：柴尾さん、そうですか、感動しました。ありがとう。
先日H・Rさんのビールの空き缶の分別につい ●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。
て書かせて頂きましたが、おかげ様で少しずつ 私も柴尾さんを見習い勉強します。
改善されています。
お財布の持ち主早く見つかるといいですね。
また、求人
お住まいの方から分別容器について聞かれる ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。
ご協力に
こともしばしばあります。ありがとうございまし に対してご紹介も頂きましてありがとうございます。
た。
感謝します。
先日頂いた人間繁盛（商売繁盛への７+１に ●八尾より：お財布の持ち主！見つかるといいですね。
ゴミの
の実践）何度も読み直してます。本当に参考に 件、大変な思いをさせております。少しは改善方向にあるよう
なります。
もっともっと勉強させて頂きます。 でなによりです。
これからもどうぞよろしくお願い致します。あ
---現場であった嬉しい事--りがとうございます。
10月30日の朝、H・Rマンションのゴミ置き場前 ●西岡より：柴尾さん、いつもゴミ分別の事でお手数おかけし
で財布を見つけました。
ております。柴尾さんの頑張りを住民さんも見ていてくれてい
作業終了後、ポリボックスに届けました。H・Rマ るのですね。お財布も早く持ち主の手元に戻るといいですね。
ンションにお住まいの方かも。早く手元に戻る これからも宜しくお願いします。
●金田より：お便りありがとうございます。
ゴミの分別でご負担
といいですね。
をおかけしますが、いつも対応ありがとうございます。お財布
も届けて頂きありがとうございます。
◇◇◇和田千鶴子さん◇◇◇
●社長より：和田さん、
ご苦労をおかけします。乱す人や、心無
社長様、ベルの皆様、いつもお世話になりあり い人もいますが、我々は気持ちの良い環境作りに、努力は惜し
まず、顔晴りましょう。天は、見てます。
がとうございます。
先日はお誕生日プレゼント、誠にありがとうご ●山崎マネージャー：和田さんいつもありがとうございます。
ざいました。
お誕生日おめでとうございます。素敵な1年をお過ごしくださ
暖かいメッセージをいつも頂き感謝いたして い。
おります。
●加藤リーダーより：改めてお誕生日おめでとうございます。
今年分の大型ゴミ4点の件（ブラインド・棚・鉄 また、
ご連絡ありがとうござまいます。確認し対応するようにし
棒1本）
ます。
心無い人たちが置いたものです。N・Cのゴミ置 ●八尾より：ご連絡ありがとうございます。確認し、対応して頂
けるよう促します。ありがとうございます。
き場の手前右に立てかけて置いています。
巡回の節、
ご確認ください。
よろしくお願いしま ●西岡より：改めてお誕生日おめでとうございます！粗大ゴミ
の件お手数おかけします。
これからも宜しくお願いします。
す。
●金田より：お便りありがとうございます。最近、粗大ゴミの不
法投棄などのマナーの違反が目立ちます。困った時は遠慮な
くご連絡をください。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క
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◇◇◇村井教子さん◇◇◇
●社長より：村井さん、いつもありがとうございます。顔晴り
お世話になっております。
ましょう。
秋の深まりとともに朝晩の冷え込みが増して ●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。
参ります。
体調はどうですか？村井さんこそ、寒くなってきましたので、
ベルの皆さんもお風邪などに気を付けてくだ 体にお気をつけ下さい。
さい。
お誕生日改めておめでとうございます。素敵な一年になりま
そして、誕生日メッセージ奥社長、山崎さん、 すように。
加藤さん、八尾さん、西岡さん、
ありがとうござ ●加藤リーダーより：こちらこそお世話になります。村井さん
います。
も風邪などひかないように気を付けて下さいね。
●八尾より：改めて！おめでとうございます。朝晩の冷え込み
は体調を崩しやすいです。健康第一！どうか無理なさいませ
んようにお気を付け下さい。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！改めてお誕生日お
めでとうございます！思い出に残る年でありますように☆☆
●金田より：村井さん、いつもお便りありがとうございます。
改めまして、お誕生日おめでとうございます。村井さんも、
ど
うか風邪をひかないようにお気を付けください。

◇◇◇武田佳子さん◇◇◇
●社長より：武田さん、
よかったです。気持ちが伝わってきま
１０月２１日八尾様が来て頂きとてもしんど す。
い思いをさせてしまいました。
●山崎マネージャー：武田さんいつもありがとうございます。
ゴミ入りのふたがすぐ取れると思いましたが 綺麗になって良かったです。
とてもしつこくこびりついてなかなか汚れが ●加藤リーダーより：ありがとうございます。いつも自分のこ
取れなくて八尾様はくたくたで帰れました。 ととしてとらえ考え・行動されている姿は流石です。
またお伺
とても悪いなと思いました。本当に八尾様す いしたときはお話し聞かせて下さい！
みませんでした。
●八尾より：くたくた？に見えてましたか？取るのには疲れて
私も時間がなくて早くに帰らせてもらいました なかったのですが、綺麗にとり切れない事にふがいない思い
がこのことを申し訳なく思っています。
は・
・
・ありましたがね。悪い事ではないので、謝らないでくだ
１０月２７日２階のゴミ入りふたは八尾様が さい。いつでも、気になる事あれば、
これからもどしどしお知
きれいにして下さりましたので中と外のゴミ らせ下さい（役に立ちきれない事もあるかもしれませんが・
・
入りは２つとも綺麗に拭きました。お正月が ・すみません）
ありがとうございます。
来たみたいです。１２月は慌てずに済みます。●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
お願いします。
●金田より：お便りありがとうございます。お身体に気を付け
て、今後もよろしくお願い致します。

●社長より：いつもお便りありがとう。
『シルバー川柳』は、西
◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
岡が社内に情報共有してくれたので、楽しく拝見しました。
『シルバー川柳』
主人の妹から頂いた本です。
あまりにも面白 ●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。
楽しい情報を感謝です。
かったのでS社に持って行きました。
お昼休みにみんなで読んで笑ったそうです。 ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。楽しく拝
また新ネタお待ちしております☆
年齢の近い人はわかるわかると仰っていまし 見させて頂きました。
た。母がとかお祖父ちゃんがとか言いながら ●八尾より：今回の『シルバー川柳』全部パソコン打ちされた
話してくれました。皆様も笑ってくださいね。 のですよね？さすがです。お手間を掛けて、伝えて下さる、小
ありがとうございます。
Y部長様からS社のこと書いてくれて嬉しかっ 泉さんの優しさに感謝です。
●西岡より：小泉さん、
『シルバー川柳』読ませて頂きました！
たよと仰ってくれました。
！(≧◇≦)横に居る八尾
（社長室が男子更衣室に変わった事）
そうして そしてたくさん笑わせて頂きました！
さんに「早く入力しなさい！」
と言われるくらい笑いました！何
書いたら何かもらいるの？
回読んでも面白かったです！
！ありがとうございました！
書く人が決まっているの？順番なの？
社内報に載せてくれて奥社長や編集部の皆さ ●金田より：小泉さん、いつもお便りありがとうございます。
シルバー川柳を読ませて頂きました。おもしろい川柳が
んが教えてくださったり励ましてくださるので 早速、
いっぱいでとても楽しかったです。ありがとうございました。
す。小泉より
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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
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ΧΛάȜȽσ
子さん

杉原豊

イエローカードが届きました。
いつもキレイにして頂いていて、何も問題ありません。
昨秋、落ち葉が多くて迷惑をかけましたので、木を短
く切る予定です。
杉原さんより喜びのコメント
今の歳になって働けるだけでも有り難い事ですのに、
賞まで頂きありがたい事です。感謝でいっぱいです。
ありがとうございました。

さん

子
橋本妙

イエローカードが届きました。
いつもありがとうございます。
橋本様には、色々な面にて大変助かっております。
又、本日は八尾様の点検もすみずみまで実施頂きま
した。お二方には感謝です。
橋本さんより喜びのコメント・・・
「社長賞」ありがとうございます。

ឞ
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迅速な対応をした
結果、不良個所の
取替工事も依頼して
頂けました。

取替前

取替後
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※返信がまだの方は早急に返送下さい。
◎返答用紙は前月同封した用紙をお使い下さい。

ǯȪǹȞǹưƢŰǵȳǿƞǜƱȈȊǫǤƞǜƕʻ࠰ǋƓܼƴᘍƖǇƢǑ᳸Მ
ƨƘƞǜƷƪƼƬ܇ƴ˟ƑǔƷƕƱƯǋಏƠǈưƢŵ
ȗȬǼȳȈǋƋǓǇƢƷưŴƥƻžƏƪƷܘƷƴǋäᅶƷ̓܇Ʒƴǋäſ
ƲƬƠƲƬƠƝࣖѪɦƞƍ @@ èЭ࠰ƴᘍƬƨƓܼƸƓૺǓƕƳƘŴவˑƴ
࢘ƯƸǇǔ᧓ƸŴѨƴᘍƬƪǌƍǇƢᲛ
ࣖѪவˑǛᄩᛐƷɥŴКኡᡉሉဇኡƴƝᚡλɦƞƍŰ

ࣖѪவˑᲢĬĭˌٳƸᙲႻᛩᲣ
ĬܖݱဃˌɦƷƓ܇ƞǜǍƓܘƞǜƷƓǒǕǔ૾
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2016 年度新年会のご案内
ૼ࠰˟ƷᛇኬǛƓჷǒƤᐲƠǇƢᲛ
ːᑣƠƷ૾ǍμᅈՃ˟ٻưƓӐᢋƴƳƬƨ૾ƳƲŴƓᛔƍӳǘƤƷɥŴ
ƓឭƠƘƩƞƍŵ
ૼ࠰ଔŷႏƞǇƴƓ˟ƍưƖǔƜƱǛಏƠǈƴƠƯƍǇƢᲛ
ų
ƂئųƃǷǧȩȈȳᣃțȆȫ
ų
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ų
Ƃଐųƃ ࠰  உ  ଐᲫᲳ᳸
ų
Ƃ˟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 ( 再）

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
5. Ɠܲಮࣖݣ

We are Basic

ver.1.2006ࠉșȸǷȃǯ

࢘ᅈƴᚧբƞǕǔ૾ƸμƯƕƓܲಮưƢŵ
ǦǧȫǫȠȜȸȉƱଢǔƍਮਠƱ༹ǍƔƳᇰ᫊ưŴ
μՃƕᇌƬƯƓᡇƑƠǇƢŵƓᙸᡛǓǋӷಮưƢŵ
žЈᡇƑɟഩŴᙸᡛǓɤഩſǛ࣎ੑƚǇƢŵ
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
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