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和を大切にし、人も建物も明るく元気にします

新年あけまして

おめでとうございます︒

お願いもうしあげます︒

本年も宜しく
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設立２０年続く会社は０.３％。設立３０年続く会社は、０.０２５％しかいないという
統計が出ています。これは、企業を存続・発展させていくことがいかに難しい課題である
かを示しています。
企業の目的は、存続・発展していくことです。
当社も、4 月から設立 25 周年目にはいります。
全社員一丸となって、「日本一の感動企業」「日本一の鳩対策センター」を目指し突き進
んでまいりたいと思います。
私ひとりの力では、何もできません。
皆と共に、一人ひとりの力を結集させて、全員が笑顔で働く喜びを感じながら達成して
いくものだと思っています。顔晴っていきましょう。
皆さんや、ご家族の皆さんが健康で、充実した 1 年を過ごせますように、
また充実した仕事を通して、わが社をより一層盛りたててくださいますように
心から願っております。
今年も一年、どうぞよろしくお願いします。
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1 月度ボランティア清掃
月 29 日 ボランティア清掃

2016 年初めてのボランティア清掃。みんな寒くて
暗い中、張り切りました。落ち葉は少なかったもの
の、ゴミと雨で流れ出たであろう砂や石ころが多く
みんな靴を真っ白にしながら頑張りました！！

た！

行事予定
ボランティア清掃
リーダー研修会・新人若手研修会
奥社長お誕生日
自力整体
美都里ﾘｰﾀﾞｰお誕生日
HOSI研究会
ミライスタディツアー 御一行様来社
自力整体
中明常務お誕生日

自力整体のご案内
東洋医学の基本的な考え方である気・生命エネルギ
ーを増やし、全身に廻らせるという目的で色々な指
圧をしたり、関節がさびないように、関節の可動範
囲を広げる動きをしています。自身が自分のからだ
を点検し、自分のこっている場所を探して、そこを
自由にマッサージするという流れになっています。
体験したい方は【八尾】までご連絡下さい♪
開催日：下記予定参照（18：45～20：15）
場所：本社（東大阪市吉田下島14-7）
初回体験：無料
２回目以降：３回分チケット￥2,500－
持ち物：・タオル
・裸足になるのが抵抗ある方は
５本指ソックス
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◇◇◇森本百合子さん◇◇◇
●社長より：森本さん、お孫さんと喜ぶ顔が脳裏に浮かび
奥社長様
ほっこりします。
また、すごいですね卓球の試合全勝とは!!
24日には、孫達にかわいいクリスマスプレゼ ●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。
ントをありがとうございます。私達も一緒に クリスマスプレゼント喜んで頂き、良かったです。
また今年も
クリスマスを祝おうと娘宅に行った時に丁度 楽しみにしています。卓球の腕前、愛ちゃんもビックリですね
送られてきました。孫達も大好きなキャラクタ 。今年も全勝頑張って下さい。
ーで大喜びでした。
●加藤リーダーより：新年明けまして、そして卓球全勝おめで
いつもお気使い頂きうれしいです。
とうおめでとうございます！今年も昨年と同じくらい素敵な年
一年の目標は階段から落ちない事という低い になることを祈っております。
ものですがクリアしました。
●八尾より：目標達成！夢実現！おめでとうございます。昨年は
夢は卓球の試合に出る事でした。
これらも11 私生活でいろいろご心労の中でしたでしょうが、それを乗り
月に地域の試合に出る事が出来、おまけに全 越えての達成＆実現されてるのはさすがです(*^^)v今年も
試合勝つ事ができてとても有意義な物になり どうかご自愛の上、
ますますご活躍下さい。いつもありがとう
ました。今年は何かひとつでも人様の役に立 ございます。
つことができればと思います。
どうぞよろしく ●西岡より：昨年は大変お世話になりました。今年もよろしく
お願いします。
お願いします。
クリスマスプレゼント喜んで頂けて本当に良
かったです！今年はベルサンタでお伺いさせてください！
！
●金田より：森本さん、本年もよろしくお願い致します。
クリス
マスプレゼントも喜んで頂けて嬉しいです。
◇◇◇柴尾久夫さん◇◇◇
①誕生日プレゼント有難うございました。
毎年楽しみにしています。
プレゼントは何歳
になっても嬉しいものですね。
②来年は孫の為にクリスマスプレゼントを
お願いしようかなと考えています。

●社長より：柴尾さん、喜んでサンタは参りますよ。遠慮なく!!
●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。
お誕生日喜んで頂き嬉しいです。サンタさんの申し込み楽し
みにしています。
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます！お孫さん
の笑顔を見れるのを楽しみにしております☆
●八尾より：お孫さんいらっしゃったんですね<m(̲̲)m>
知らなかったです。はい！ぜひぜひサンタさんからの贈り物！
受け取って頂ければです。
また１年！更なる飛躍の年をお過
ごしください。ありがとうございます。
●西岡より：柴尾さん！今年はベルサンタに行かせて下さい！
柴尾さんのお孫さんに会えるのをとても楽しみにしています
(^▽^)/
●金田より：柴尾さん、改めてお誕生日おめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

◇◇◇鈴木美代さん◇◇◇
スタッフの皆様へ
今年も元気に働かせて頂きました事に、感謝
いたします。
来年もまたよろしくお願い致します。
良いお年をお迎えくださいませ。

●社長より：鈴木さん、今年もよろしくお願いいたします。
感謝です。
●山崎マネージャー：鈴木さんいつもありがとうございます。
元気にお仕事して頂きこちらこそ感謝です。寒い日が続きま
すので体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤リーダーより：こちらこそ感謝です、今年もよろしく
お願いします。
●八尾より：ご丁寧にありがとうございます。本当に！健康第
一！今年もどうぞよろしくお願い致します。
●西岡より：本年もよろしくお願いします。暖かい日もあれば
風が身に染みる日もございますので体調を崩されませんよ
うにご自愛ください。
●金田より：鈴木さん、お便りありがとうございます。本年も
昨年と同様よろしくお願い致します。
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●社長より：北川さん、お便りありがとうございます。山崎マネ
◇◇◇北川幸子さん◇◇◇
ージャーの優しさの賜です。
幸せの輪が広がる喜びを感じさ
お誕生日プレゼント、そして心あたたかいメッ
セージありがとうございました。又、年末には せていただいてます。感謝です。
お忙しいところサンタさん、
トナカイさん、
カメ ●山崎マネージャー：あけましておめでとうございます。今年
プレゼントを考
ラマンさん孫の為にXmasプレゼントを持って のクリスマスは1人増えるので楽しみですね。
来て下さり本当にありがとうございました。 える楽しみがまた一つ増えます！今年も宜しくお願いします。
2才の孫はテレビで見るサンタクロースはとて ●加藤リーダーより：先日はありがとうございました。当日は
も喜んでいるのに実物の大人のサンタさんに ビックリさせてしまいましたね（汗）
これからの成長が楽
はびっくりで大泣き!!申し訳ありませんでした。プレゼント喜んで頂けて良かったです。
でもその後、
プレゼントを開けて”アンパンマ しみです。今年もよろしくお願い致します。
まだまだ北川さ
ン〟
と言って大喜びでした。いろいろと考えて ●八尾より：改めて！おめでとうございます。
んの人間性には足元にも及ばない私ですが、
今年もどうか
いただくプレゼントにやさしい気持ちがいっ
ありがとうございます。
ぱいつまっていてとてもありがたく感謝でい よろしくお願い致します。
●西岡より：昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよ
っぱいです。
ありがとうございました。
ろしくお願いします。
今回のベルサンタの際トナカイの中に居てましたがものすご
く泣かれてしまい怖がらせてしまって申し訳ございませんでし
た。
でも将来お孫さんが大きくなられたころに家族みんなで
笑ってホームビデオを見てくれるといいなと思いました。
今年のサンタも行かせて頂けたら嬉しく思います。
●金田より：北川さん、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。
また、お孫さんにもクリス
マスプレゼントを喜んで頂けて嬉しいです。本年もよろしくお
願い致します。
◇◇◇坂井 信宣さん◇◇◇
旧年中はいろいろお世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。

◇◇◇武岡 光宣さん◇◇◇
今年も一年有難うございました。無事終える
事が出来ました。
新年明けましておめでとうございます。
です
よね！
！

●社長より：はい坂井さん、
こちらこそよろしくお願いします。
感謝です。
●山崎マネージャー：坂井さんいつもありがとうございます。
益々生駒は寒くなりますので、体に気をつけて頑張って下さ
い。今年も宜しくお願いします。
●加藤リーダーより：こちらこそよろしくお願いします。
●八尾より：こちらの方こそ！お世話になっております。
どうか
今年もよろしくお願い致します。寒さが厳しくなりました。
どう
か風邪など召されませんよう！ご自愛下さい。
ありがとうござ
います。
●西岡より：こちらこそよろしくお願いします。本年もよろしく
お願いします。
●金田より：坂井さん、明けましておめでとうございます。
昨年は、お力添を頂きありがとうございました。本年も宜しく
お願い致します。

●社長より：武岡さん、安全に無事に新年をスタートできるの
は、当たり前のようですが、
とても有難いことです。感謝です。
●山崎マネージャー：武岡さんいつもありがとうございます。
今年も宜しくお願いします。
●加藤リーダーより:明けましておめでとうございます。今年
もよろしくお願い致します。
●八尾より：そうですよね〜♪届く時にはもう新年！月日の流
れはあっという間ですよね。昨年もありがとうございました。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
●金田より：武岡さん、明けましておめでとうございます。本
年もどうぞよろしくお願い致します。
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●社長より：中村さん、おめでとうございます。
これからも宜
◇◇◇中村 幸子さん◇◇◇
ベル社員の皆様にはいつもお世話になり、 しくお願いします。
有難うございます。今年一年、色々とご協力並 ●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。
そしてお孫さんおめでとうございます。今年も中村さんの活
びに教えて頂いたことに感謝しています。
暮れも押し詰まりお正月休みに入り、ふっと 躍を期待しております。
この一年を振り返ってみますと、孫という新し ●加藤リーダーより：ありがとうございます。昨年はお孫さん
い命の誕生との出会いに恵まれた事！でも急 の誕生と嬉しい一年でしたね！今年もステキな一年であるこ
なお休みのお願いにも対応して頂き、八尾さ とを祈っております。
んはじめ、西岡さん、他の方々の助けがあった ●八尾より：中村さんの働く意欲！お孫さんが産まれてまた
ますます充実した日々
から。
これからも頑張らなきゃと気合いが入り 少し変化されている事かと思います。
を過ごすためにも、中村さんのペースでご尽力頂ければ幸い
ます。有難うございました。
です。先日は新年会！ご参加下さりありがとうございました。
●西岡より：昨年はお世話になりました。本年もよろしくお願
いします。新年会参加くださりありがとうございます！次お会
いするときはお孫さんのお写真を見せてください！
！
●金田より：中村さん、お便りありがとうございます。お孫さん
との新たな出会いは素晴らしいですね！本年もよろしくお願
い致します。
◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
●社長より：小泉さん、今年も宜しくお願い致します。感謝。
八尾さん 巡回点検に来て頂きまして、有難 ●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。
うございました。注文の資材届けて頂きまして そして明けましておめでとうございます。
これからも体に気を
ありがとうございました。S社様 小会議室に つけて頑張って下さい。今年も宜しくお願い致します。
棚が設置されました。今年１年間大変お世話 ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。今年も健
になりました。皆さん良いお年を迎えて下さ 康に気を付けてよろしくお願い致します。
い。来年もよろしくお願い申し上げます。
●八尾より：いつもいつもありがとうございます。小泉さんの
元気さをいつも分けて頂き、感謝しております。今年もどうぞ
ご自愛の上、
よろしくお願い致します。
●西岡より：昨年はお世話になりました。毎月送ってくださる
小泉さんの楽しいお便り楽しみにしています！今年もたくさん
送ってくださることを期待して待っています！
！(^^)/
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。本年も昨
年と同様によろしくお願い致します。
◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
●社長より：奥田さん、今年も健康に気をつけて、笑顔と元気
社長様、
スタッフの皆様お世話になりました。 でお願いします。感謝です。
今年も終わりました。来年も体に気を付けて ●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。
頑張りたいと思っています。
これからも宜しく 1年無事に終わって何よりです。
お願い致します。
ちなみに来年は私の干支申 何もない事が何よりも幸せですね。今年も体に気をつけて頑
年です。皆様、お身体ご自愛ください。感謝致
張って下さい。宜しくお願いします。
します。
●加藤リーダーより：おめでとうございます。お互いに体に気
---現場であった嬉しい事--テナント様よりあたたかいコーヒーなどいた を付けて良い一年にしたいですね♪
●八尾より：そうなんですね！干支が申〜♪だから奥田さんは
だきました。感謝です。
いつも可愛らしい？
（失言ですか？ごめんさい）昨年は本当に
健康の有難さを感じた年かと思います。今年はどうぞ無理さ
れすぎることなく！取り組まれて下さいませ。いつもありがとう
ございます。
●西岡より：本年もよろしくお願いします。奥田さんは今年年
女ですか！？何かいいことがあればいいですね！
！
●金田より：奥田さん、お便りありがとうございます。お身体の
調子はいかがでしょうか？今後もお身体に十分お気を付け下
さい。本年もよろしくお願い致します。
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◇◇◇中田豊さん◇◇◇
●社長より：中田さんいつもありがとうございます。感謝です。
社長様、
スタッフの皆様、今年も1年お世話に ●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。
なりました。新年度も宜しくお願い致します。 また1年がスタートしました。そして寒さも本格的です。体に
八尾様
気をつけて今年も元気いっぱい頑張って下さい。
資材注文、モップ替え糸（青色）2個を自宅まで ●加藤リーダーより：明けましておめでとうございます。今年
郵送して頂きありがとうございました。
もよろしくお願い致します。
---現場での変化や気付いた事--●八尾より：いつもご丁寧にありがとうございます。本年も
N沢住宅3棟・5棟今年度最後のお客様による どうか中田さんのお力添えよろしくお願い致します。
大清掃を実施されました。
●西岡より：昨年はお世話になりました。本年もよろしくお願
いします。資材が無事に届いたようで良かったです！またな
にかございましたらご連絡ください！
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。本年も
どうぞよろしくお願い致します。

●社長より：岩永さん、大変でしたね。何かあれば、遠慮なく
◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
今年1年間元気に仕事ができたことに感謝し 連絡ください。報告ありがとうございました。感謝です。
来年も楽しく仕事が出来るように頑張ってい ●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。
トイレの対応ありがとうございました。今年も元気いっぱい
きますのでどうぞよろしくお願いします。
15日にトイレが詰まっていたので大変びっく 宜しくお願いします。
トイ
りしました。前の日までは何事もなく仕事が出 ●加藤リーダーより：明けましておめでとうございます。
来ていたので会社の方も手伝ってくださった レの件は大変でしたね。迅速な報告ありがとうございます。
のですがダメで、八尾さんにも大変な思いを 今年もどうぞよろしくお願い致します。
●八尾より：2階部屋作業の件！承りました。
ご連絡ありがとう
させてしまいすみませんでした。
次の日に業者の方が3人来られて見ていまし ございます。先日はトイレ詰り大変でしたね。その後もやはり
たが原因がわからないと言ってﾊﾞｷｭｰﾑｶｰが来 駄目なようで、早く改善されると良いですね〜♪新年会！お逢
て吸っていたみたいです。
そのあと水が流れる いでき！岩永さんのパワーを頂戴できて嬉しかったです。今
ようになったと言っていました。原因はわから 年もどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：昨年はお世話になりました。本年もよろしくお願
ないままでした。
いします。
---お客様の要望--！そして遠く
2階の部屋には伊集院さんが来られた時に掃 新年会の際お会い出来てとても嬉しかったです！
からの声援ありがとうございました！
！岩永さんのおかげで最
除をするようになりました。週2回です。
後まで頑張れましたよ！ありがとうございました！
---現場であった嬉しい事--仕事の時に岡崎さんから会社からお歳暮と言 ●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。昨年もお
って洗剤を頂きました。いつも気にかけて頂き 力添えお頂きありがとうございました。本年も昨年と同様に
本当にありがたく思います。社長様や奥様が よろしくお願い致します。体調を崩されませんようにお気を
付け下さい。
来られた時に御礼を言いました。
●社長より：橋本さん、いいお話ですね。思い、思われ、有難
◇◇◇橋本妙子さん◇◇◇
社長様はじめベルの皆様、いつもお世話にな いことです。感謝です。
●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。
っております。
師走になって心忙しくなってきていますが皆 1年早かったですね。師走は業務だけでなく気持ちまで忙し
くなってしまうので、
ど〜んと構えないといけませんね。今年
様はいかがですか？
また1年宜しくお願いします。
私もこの29日に無事仕事納めることができ もスタートしましたね。
ました。来年も気持ち新たにお仕事に精を出 ●加藤リーダーより：こちらこそお世話になりました。今年も
橋本さんにとって素晴らしい年になることを祈っております。
して行きますので宜しくお願い致します。
●八尾より：昨年もありがとうございました。今年も引き続き
新春は1月5日から頑張ります。
よろしくお願い致します。健康第一！くれぐれも無理されませ
---現場であった嬉しい事--仕事納めの日社員さんたちがお揃いになるま んように！
！
で少し時間がありましたのでどうしようかと思 ●西岡より：昨年は沢山のご活躍ありがとうございました！
っていると長尾部長さんが柚子茶を入れてく 本年もよろしくお願いします。私も橋本さんに負けずに仕事
！
ださってまだ早いから一服しなさいよと言ってを頑張ります！
くださいました。昼は寿し弁当とみそ汁を頂い ●金田より：橋本さん、お便りありがとうございます。お客様
の心遣いが嬉しいですね。本年もよろしくお願い致します。
て帰りました。
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◇◇◇藤木恵子さん◇◇◇
●社長より：藤木さん、今年も宜しくお願いします。感謝です。
今年もお世話になりありがとうございました。 ●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。
来年も頑張ります。
新しい年が始まりました。
また今年も宜しくお願い致します。
床ワックス剤12月から変わりました？
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。
ワックス
艶が今までと違うように感じます。汚れが取れ の件はクルーに確認して、返答させて頂きますね。藤木さん
やすい気がします。
もお身体に気を付けて、今年もよろしくお願いします。
今までゴシゴシこすっていたヒールマークが ●八尾より：いつもありがとうございます。今年もどうかよろ
簡単に取れるのでありがたいです。
しくお願い致します。
それと！日頃の連絡などは、誰が担当？
って言う事ではなく！まずは本社に連絡してください。そうす
ればおのずと情報は流れますので！もちろん！私にご連絡頂
いても構いませんので！あまり難しく考えないでくださいね。
●西岡より：いつもありがとうございます！
！本年もよろしくお
願いします。
●金田より：藤木さん、お便りありがとうございます。本年も
昨年と同様によろしくお願い致します。

●社長より：本田さん、素晴らしい一年だったと、お便りから汲
◇◇◇本田初枝さん◇◇◇
み取れます。
日々成長、
日々感謝、今年も頼りにしてます。宜し
奥社長、
スタッフの皆様
くお願いいたします。感謝です。
今年も1年お世話になりました。
この一年いろんなことがありましたが気づいた ●山崎マネージャー：本田さんいつもありがとうございます。
ことは表現させて頂き、
ご提案したこともお客 古家さんがお休みに伴い、対応して頂き本当にありがとうご
さんに受け入れて頂きクリア出来、私にとって ざいます。感謝です。玄関へも綺麗な飾り物をお持ちいただき
この1年は無駄のない日々だったように思い満 感謝です。私も本田さんを見習い、満足の1年になるように頑
張っていきたいと思います。
足しています。
スタッフの皆様の目からはまだまだだと思いま ●加藤リーダーより：本田さんには本当に助けられてばかりで
すが、私なりに出来た事満足の1年でした。 す、ありがとうございます。
私の出来る範囲以内での目配り、気配り、報連 これからも元気なお姉さん！でいて下さい。今年も一年よろし
相、来年もこの気持ちを忘れることなく実行出 くお願い致します。
●八尾より：だから〜♪口うるさいバーバは違いますって！い
来ればなと思います。
口うるさいバーバですが今後とも宜しくお願い つもご尽力賜り、ありがとうございます。本当にお世話になっ
てばかり！頼り切っておりますが、今年もどうぞ！面倒見て下さ
します。
今年も1年お世話になりました。皆様良いお年 いますようお願い致します。いつもお気遣い感謝しております。
●西岡より：昨年は大変お世話になりました。本年もよろしく
をお迎えくださいませ。
お願いします。
本田さんから頂いたキーホルダーを会社携帯につけて落ち
込んだ時などはそれをみて頑張ってます！ありがとうございま
す！
！
●金田より：本田さん、お便りありがとうございます。昨年は、
多大なお力添えを頂きありがとうござました。感謝致します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
◇◇◇和田千鶴子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様
いつもありがとうございます。
年末にマイクロファイバー2枚とモップ１つを
置いて頂きありがとうございました。
来年も宜しくお願い致します。

●社長より：和田さんいつもありがとうございます。感謝です。
●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。
今年も宜しくお願いします。
●八尾より：いつもありがとうございます。資材！お受取り頂き
良かったです。
またお逢いできる日を楽しみにしております。
今年もご自愛の上、
どうかよろしくお願い致します。
●西岡より：昨年はありがとうございました。本年も宜しくお
願いします。
資材などや困った事があれば本社へご連絡ください！
！
●金田より：和田さん、お便りありがとうございます。本年も昨
年と同様によろしくお願い致します。

※掲載している他にも匿名や掲載不可のお便りも数多く頂いており、
感謝しています。これからも何なりとお便り下さい。社長より
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◇◇◇藤川明子さん◇◇◇
●社長より：藤川さんも、いつもご尽力をいただきありがとう
社長様、ベルの皆様、旧年中はいろいろお世話ございます。感謝です。
●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。
になりありがとうございました。
今年も健康で仕事が出来るように気を付けて 新年会でまたまた元気なお姿を拝見出来て嬉しかったです。
頑張ります。
よろしくお願いします。
今年も宜しくお願いします。
ベルの皆様も身体に気を付けて頑張ってくだ ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。新年会で
さいね。本年もよろしくお願いします。
お会い出来て嬉しかったです。今年もどうぞよろしくお願い
致します。
●八尾より：昨年もいろいろご支援頂きありがとうございまし
た。今年もどうかよろしくお願い致します。新年会！やはり美し
いマダムに逢えて嬉しかったです。
ありがとうございます。
●西岡より：昨年は大変お世話になりました。本年もよろしく
お願いします。
新年会の際少しだけですがお話が出来てとても嬉しかった
です！来年の新年会もご参加お待ちしています！
！少し気が早
いですかね(笑)
●金田より：藤川さん、お便りありがとうございます。昨年と同
様に本年もよろしくお願い致します。
◇◇◇村井教子さん◇◇◇
●社長より：村井さん、
あったかい新年のスタートとなりまし
お世話になっております。
たね。健康で、元気と笑顔を忘れず今年もよろしくお願い致
今年も残りわずかになりましたね。
この1年も します。感謝です。
良い事も悪い事も色々ありましたがあっとい ●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。
う間に過ぎ去りました。
1年いろんなことがありましたね。新しい年がまたスタートし
これから日ごとに寒さも厳しくなっていきます ました。今年も体に気をつけて頑張って下さい。
がベルの皆様、風邪を引かないように気を付 ●加藤リーダーより：本当に色々とありましたね、今年も変化
けてください。
やご協力頂くことがあると思いますが、
どうぞ宜しくお願いし
この1年ありがとうございました。
ます。寒くなりました、お身体ご自愛下さい。
良いお年をお迎えください。
●八尾より：本当に1年って早いものですね。
その後体調はい
かがでしょうか？これからもどうかご支援の程、
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：村井さん、年賀状ありがとうございました！夕方
事務所に戻ってくると机に村井さんからの年賀状がありとて
も嬉しかったです！
！本年もよろしくお願いします。
●金田より：村井さん、お便りありがとうございます。本年も
昨年と同様によろしくお願い致します。村井さんも風邪など
ひかないようにお気を付け下さい。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
加藤矢志様
【2016年】
スタートしましたね。
今年も加藤さんの素敵な部分が前面に出て
活躍され、心の中も色々なことで満たされ、
『男・加藤！』の″
カッコいい笑顔”を又見せてく
ださい(笑)
1月9日はお誕生日ですね、おめでとうござい
ます！

●社長より：今年も、
よろしくお願いします。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。今年も
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！毎年思いますが
、
しっかりとした頼れる・カッコいい男を目指してもっともっと
自分を磨きます。今年もどうぞ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。今年もどうかよろ
しくお願い致します。
●西岡より：先日出勤される際にたまたまお会い出来てとて
も嬉しかったです！手を振る事しかできなかったのが少し心
残りでした。次お会いした際は沢山話せますように☆
●金田より：いつもユニークなお便りありがとうございます。
本年も昨年と同様によろしくお願い致します。

12月度 皆

勤

コーナー

※「皆勤賞」の表彰は、４月の「全社員大会」です。
※「皆勤賞」の対象は月ではなく１年です。

お名前

お名前

お名前

お名前

板野 義一
井島 芳一
岩永チヅ子
植村 好
逢坂 優子
岡田 浩司
大西 信義
小倉 貴子
柏村 京美
川合 泰弘
川田 幸治
北川 幸子
北村 恵子
喜 能里子

佐々木 正
佐川千枝子
斎藤 智子
坂井 信宣
白河 和子
鈴木 美代
杉原 豊子
武岡 光宣
武田 佳子
武内 信子
田中眞由美
髙 恵三郎
辻内 節子
戸田 正夫

中島早美子
中原美佐子
中塚加津子
中田 智子
中田 豊
中野 義信
中本 忠道
西 由里子
西田 芳之
野田ゆかり
春山 邦子
橋本 妙子
広瀬 泰之
藤井 勝子

藤川 明子
藤木 恵子
本田 初枝
堀内 滋
松村めぐみ
松山 京子
前川 悦子
三宅 良子
南埜 靖子
山本ユタエ
湯尾あけ美
横井 節子
脇 きみよ
渡邉 信雄

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
※今期から皆勤賞の表示が変更になっています。前期は月ごとに皆勤を
掲載していた為、1度お休みしても次の月にお休みしなければまた名前が
載るようになっていました。実験的に取り入れましたが、処理に手間が
かかってしまう上ミスも発生しやすいため、今期からはもとに戻して年間の
集計とさせて頂きます。
欠席された方のお名前や1年に満たない人は今期中、掲載されません。

̤̠͛́͂
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ᅈᧈចƱƸäųƓܲಮƔǒႺƓᛎǊƷᚕᓶǛ᪬ƍƨʴǍŴଐ᪭ƷЈஹʙƷɶƔǒᅈᧈƕ
ųųųųųųųᅈᧈចƱЙૺƠƨʴƴᡛǒǕǔƱƬƯǋƱƬƯǋӸᛎƳចưƢ 
さん

三子
渡辺二

お客様が社内の物品を紛失されお困りだということで、本社スタッフが
現地確認に向かいました。日常清掃担当の渡辺さんにも確認の連絡を入
れた為、帰宅後にも関わらず、心配してすぐに現場に戻ってきてくれま
した。渡辺さんの協力もあり、無事に見付けることが出来、お客様も本
社スタッフも、一安心でした。
責任感の強さに感謝し今回社長賞をお渡しすることになりました。
渡辺さんよりコメント
ありがとうございます。嬉しい限りです。これを励みにこれからも頑張
って働かせて頂きますので、これからもご指導の程 よろしくお願い致し
ます。
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㈱ベル 全社員大会
第 25 期経営方針発表会
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この寒い時期は︑
体が硬くなりがち︒
特に転倒には気を
つけましょう！

♪みんなありがとう♪
ųǵȳǿƞǁƷƓᅇƷኡƕފƖǇƠƨŵ
ǈǜƳɟဃভԡȡȃǻȸǸǍǤȩǹȈǛ
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ビンゴ大会はいつも大盛り上がり！！
プレゼントのバージョンも毎年ＵＰ♪

料理も今年からバージョンＵＰ！！
質も量も大満足♪とてもおいしかったです。

去年に引き続き大橋リーダーのお誕生日
サプラ〜イズ‼毎年バージョンＵＰしていき
ます！！ ( ちなみに日程的に毎年続きます )

今年のメイン司会を務めてくれた
西岡クリスタルと金田もんたさん。
二人でいろいろと考えて会場を盛
上げてくれました。ありがとう‼
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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
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We are Basic
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ᚡƸŴࢼʙƢǔɟʴƻƱǓƕ࣏ƣσஊƠǇƢŵǇƨŴƓኖளƷ᧓ƴǕǔئӳƸŴ
࣏ƣᡲዂǛλǕǇƢŵ᧓ȷᨂȷኖளǛƖƪǜƱܣǔƜƱưŴᛡƔǒǋ̮᫂ƞǕǔʴƴ
ƳǓǇƢŵ
ž̮᫂ſƸŴƋƳƨƴƱƬƯဃ෨ƷᝠငƱƳǓǇƢŵ
μᅈՃƕ̬ਤƠƯƍǔǴȸȫȉǹǿȳȀȸȉƸŴșȫƷྸࣞǍǵȸȓǹƷؕஜችᅕƕଢᅆƞǕŴ
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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
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èƭƍƴࠢٻᢋᲛᲛഏஉƔǒǋ᪴ࢌǓǇƢᲛᲛ
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷ᳡āႸų᳡
ơȏǬǭᲷ āႸ  ᲢႸਦƤ  ࠰ЎᲣ


ʻஉƷӓᨼ
̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷ
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷ
ųųơųȏųǬųǭᲷ

˅˙ʰʭ
ɰˊ˓ʌź

ƜƏƍƬƨǋƷǛѪᨼƠƯƍǇƢŬ
ų

Ŧ̅ဇฎǈЏ
ųෞҮǛƞǕƨ̅ဇฎǈƷЏǛᲫǭȭᨼǊǔƱኖ  όᲛ
ųèٳЏƸଐஜЏƷᲬ̿Ʒ̖͌ƕƋǔƦƏưƢŵ
Ŧơȷச̅ဇƷȏǬǭ
ųȏǬǭ  Ტኖ  όᲣưஇᝢޖǁƷૅੲᲫȵஉЎ

ЏȷȏǬǭ੩̓ƴƝңщ᪬ƍƨႏƞǇ

᳡
Ც᳡


ଐஜϬ༏ငȻ
ஜ܇ڭƞǜų
Ɲңщ᪬ƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

èƓᫍƍèų̅ဇฎǈЏǛݥለƔǒЏǓᩉƢᨥŴЏƷԗǓƷǮǶǮǶᢿЎǛЏǓᓳƱƞƣŴԗǓȟȪᆉࡇസƠƯɦƞƍŵ
ᲯȟȪƕᩊƠƍئӳƸŴԗǓǛٻƖƘസƠƯǋǒƬƯኽನưƢŵЈஹǔᨂǓƞƤƯ᪬ƖƨƍƱ
࣬ƍǇƢƷưŴƓ᧓ǛƓੑƚƠǇƢƕƝңщǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

ؾǛᎋƑᘍѣƠƯƍǇƢᲛžǨǳǢǯǷȧȳſ

ƂǨǳȩǤȕƷȒȳȈƃ
ᲶϬᔺࡉƸᛄǊᢅƗƳƍǑƏƴᲸ
ϬᔺࡉϋƴԼǛᛄǊᡂǈƢƗǔƱϬൢƷࣅƕफƘƳǓ  ᳸ Ჟ˷ЎƴᩓൢǛෞᝲƠ
ǇƢŵǇƨŴ༏ƍǋƷƸŴƞǇƠƯƔǒλǕǇƠǐƏŵ
ᲶඹຩೞƴƸᢘǛλǕǔᲸ
ųඹຩೞƸλǕƢƗǔƱ൲ǕƷᓳƪƕफƍƩƚưƳƘᩓൢƷᬛ̅ƍŵݲƳƢƗƯǋᩓ
ൢƱ൦ƷᬛƴƳǓǇƢŵඹຩೞܾƷ ᲟƙǒƍưඹຩƢǔƷƕŴɟဪјྙႎưƢŵ

3UD\)RU-DSDQ
ᅶᢋƸɭမǛǋଢǔƘΨൢƴƢǔໝƷ
ૅੲѣǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ႏಮŴƍƭǋƝૅੲƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢᲛ

ેੴѥ

Ტ

ૅੲέ

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

ٯအ͂̽̀ͅၻ̧ম̦ୱ༲̧͈̮̩̤̳̠͂͘͢ͅʴ

உ

ʁų˱܇ųɶųራ፦ųӲѦųऔ፦܇ųบų̮ᨺ
᛭ᚧųଢ፦ųສ߃ųԧ܇ų߷ဋų࠳ųܷஜų᩺ˊųനϋų̮܇
ᡁϋųራ܇ųٶဋų᩺܇ųޛஜųȦǿǨųɶဋųԧဃ

ų

ųኰʼСࡇƷƓᅇƱƓᫍƍ
昨年は、たくさんの紹介を頂きありがとうございました。
お陰様で今年も数件、新たなお客様が増えることになり新たな
仲間を探しております。今年も引き続き、宜しくお願い致します。
不明な点や、ご紹介の連絡は本社もしくは担当者まで
お願いします。
（℡．072-961-7171） 担当 山崎

У˼ᎏࢺᚣ
ų

ųƋƚǇƠƯƓǊưƱƏƝƟƍǇƢŵǈƳƞǜƸƲƷǑƏƳƓദஉǛƓᢅƝƠƴƳǓǇƠƨƔᲹ
ദஉٽǓٻɣپưƢƔᲹᅶƸʙƴƓദஉƷ୧୧ưᧈƠǇƠƨ ᇰ ų
ᛅƸ٭ǘǓǇƢƕƋǔૼᎥᚡʙƴƏǕƠƍᛅƕƋǓǇƠƨƷưݲƠኰʼƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ
žИǊƯЈ˟ƏෙٳƷ૾ƕᅶƴΟƠƘƠƯƘǕǔྸဌſƱᚕƏ᫆ưŴଐஜʴƷƞǜƷƓᛅŵ
ųᅶƸᲢ5ƞǜᲣܖဃˊŴଐஜƴƸཎƴݣƠƨഭӪǋƳƘᛍǓƕਤƯƳƍƩƱज़ơŴଐஜǛ
ƼЈƠƨƍƱƍƏɟ࣎ưᨥዴƷʈѦՃƴƳǓǇƠƨŵෙٳƷእǒƠƞǛƨƘƞǜᙸǔƜƱ
ƕЈஹǇƠƨƕŴ˴ǑǓᭃƍƨƷƸෙٳƷ૾ƕǈǜƳᐯЎƴΟƠƘƠƯƘǕǔƜƱŵ
ųƦƷྸဌǛƋǔဏࣱƴݮƶǔƱሉƑƸžƋƳƨƕଐஜʴƩƔǒſưƠƨŵƦƷဏࣱƸଥଐஜƴ
˰ǜưƓǓŴǯȪȸȋȳǰǛЈƠƨᨥƷᛅǛƠƯƘǕǇƠƨŵǯȪȳȸȋȳǰƕˁɥƕƬƯӕǓ
ƴᘍƘƱȝǱȃȈƴλƬƯƍƨƔǒƱݱ᥉ǛݱƞƳᘥƴλǕƯᡉƠƯƘǕƨɥŴžƓ᪳ƔǓƠƨ
ᨥƴൢ˄ƔƣဎƠᚪƝƟƍǇƤǜưƠƨŵſƱࡃՃƞǜƕᚕƍǇƠƨŵƜǜƳƸଐஜƠƔƋǓ
ǇƤǜŵƩƔǒᅶƸଐஜǋଐஜʴǋڤٻƖƳǜưƢǑƱᚕǘǕǇƠƨŵ
ųƜƷǑƏƳእૣƳᛅƸஇᡈǑƘƴƠǇƢŵଐஜʴƴƱƬƯ࢘ƨǓЭƷƜƱƕƜƷǑƏƴᚸ̖
ǛƞǕǔƱƍƏƷƸƱƯǋƏǕƠƍƜƱưƢƶŵƜǜƳእǒƠƍƩƱƍƏƜƱǛʻࢸƷɭˊ
ƷʴƴǋƠƬƔǓƱˡƑƯƍƘƜƱƕᅶᢋٻʴƷ̅ԡƳǜƩƱોǊƯज़ơǇƠƨŵଐஜʴƱƠƯ
ऋơƳƍᘍѣǛƠƯƍƔƳƍƱƍƚǇƤǜƶŵ
ų
ႆᘍᎍ
С˺ᎍ
ųƞƯૼƠƍ࠰ƕǹǿȸȈƠǇƠƨŵൢ˄ƚƹǇƨ࠰ኺƬƯ
ƠǇƬƨᲛƱƳǒƳƍǑƏƴݱƞƘƯǋኽನưƢƷưŴ࠰ИǊ
ƷʻŴႸǍٹǛᎋƑƯǈǇƠǐƏŵ КኡƴእૣƳǷȸȈ˄
ʻ࠰ǋ˳ƴൢǛƭƚƯŴƓܲಮǍԗǓƷʴƴΨൢǛɨƑǒǕǔ
ǑƏƴŴܯƠƘƓᫍƍᐲƠǇƢŵųųųųųųųų߃ޛųჷ܇
‒ښ૯࣓ᨺ
‒߃ޛჷ܇

