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和を大切にし、人も建物も明るく元気にします

１月度のお誕生日会を行いました︒

みなさん素敵な１年を♪
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秋と紅葉、イチョウとモミジの ...
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１月度のお誕生日会が行われました。誕生日の人が今
の所一番多い月なのでなかなか準備が大変ですが、
この皆の喜んだ顔を見たらそんなの吹っ飛びました‼
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◇◇◇武田佳子さん◇◇◇
前に手洗いの所に芳香剤が置いてありました
が、社員様が大のトイレの所に置きました。
Ｐタイルの上でとても気になってました。
何か置く台がないかなと思ってましたら思っ
てもない小さな箱が出て来ました。茶色で芳
香剤をその箱の上に、のせたらピッたりでし
た。
よかったと思いました。
1/30日メールボックスに株式会社ベルの袋が
入っていました。
あけましたら、ホッカロンが
入っていました。本当に奥社長にはいつも感
謝しています。奥社長様のように思いやりの
ある社長様はほかにいません。いつもいろい
ろしていただいてありがとうございます。
ますます仕事にがんばります。
よろしくお願い
します。

உЎ
Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：武田さん、過言なお言葉、
ありがとうございます。
まだまだ至らぬことばかりなので、
これからも宜しくお願い
致します。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：武田さんいつもありがとうございます。
色々な気付きに感謝です。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。
また現場で
の気付きや工夫を実践して頂きありがとうございます！
寒い日が続きますので武田さんもお体ご自愛ください。
●八尾より：いつもありがとうございます。寒さ厳しい折どう
かお身体ご自愛下さい。以前の打ち身は大丈夫でしょうか？
●西岡より：いつもお客様のためにと工夫を凝らして改善し
て頂き本当にありがとうございます！そしてこれからもよろし
くお願いします。毎日寒いですのでカイロを使用して頂ける
と幸いです。
●金田より：武田さんお便りありがとうございます。お客様の
ために提案を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：杉原さん、
あったかいメッセージをありがとうご
◇◇◇杉原豊子さん◇◇◇
年末の資材、年明けのホッカイロ届けていた ざいます。感謝です。
だきありがとうございました。いつもの心遣い ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：杉原さんいつもありがとうございます。
気くばり優しい人達ばかり、
こちらの心まで温 喜んで頂けてこちらも嬉しいです。
まだまだ寒い日が続きますが体に気をつけて下さい。
かくなります。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：杉原さん、寒い中いつもありがとうござい
ありがとうございました。
ます。
カイロで心も身体もホッカホカになって下さい。
●八尾より：いつもありがとうございます。杉原さんのお心が
優しいからこそ！集まる和なのかもしれません。
これからもど
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。類は友を呼ぶと言
います。杉原さんのお人柄がそうさせているのかもしれませ
ん。毎日寒いですが、風邪など召されませんようにご自愛く
ださい。
●金田より：杉原さん、お便りありがとうごございます。
まだ
まだ、朝晩冷えますので風邪にお気をつけ下さい。

●社長より：藤本さん、新年会に来てくれてありがとう。嬉しか
◇◇◇藤本美栄子さん◇◇◇
ったです。
社長様、ベルスタッフの皆様
あけましておめでとうございます。旧年中は色 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：藤本さんいつもありがとうございます。
々とお世話になりました。本年もよろしくお願 新年会でお会いできて良かったです。次は全社員大会でお会
いするの楽しみにしています。今年も宜しくお願いします。
いいたします。
今年も新年会に、参加させて頂けた事に感謝 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：新年早々、藤本さんの素敵な笑顔にお会い
申し上げます。又、たくさんのお写真ありがと できて良かったです☆彡
うございました。西岡様、清掃中の札、届けて ●八尾より：お元気さまです(^^)/今年もどうぞ変わらぬまま
ご尽力の程、
よろしくお願い致します。次回は全社員大会です
頂き、ありがとうございました。
ね！楽しみにしていてくださいませ。
ありがとうございます。
●西岡より：藤本さん！
！新年会参加お越しくださりありがとう
ございました！お久しぶりに素敵な笑顔の藤本さんにお会い
出来とても嬉しかったですし元気をもらいました！ありがとう
ございました！
●金田より：藤本さん、お便りありがとうございます。新年会に
お越し下さりありがとうございました。楽しんでいただけたで
しょうか？本年もよろしくお願い致します。
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◇◇◇中島早美子さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、誕生日プレゼントと
メッセージカードありがとうございました。
とてもうれしかったです。今年も元気で頑張り
ますので、
よろしくお願いします。新年会の写
真もありがとうございました。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：中島さんどうぞよろしくお願いします。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：中島さんいつもありがとうございます。
新年会参加ありがとうございました。来年も是非是非（笑）お
誕生日も喜んで頂き嬉しいです。今年も宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はご参加いただきありがとうございま
した。中島さんも素敵な1年にしてくださいね♫
●八尾より：改め(^^)/おめでとうございます。喜んで頂けた
ようで良かったです。
これからもどうぞご支援の程、
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：中島さん、改めてお誕生日おめでとうございま
す！新年会でもお話が出来て嬉しかったです！毎日早朝から
対応ありがとうござます。
カイロ使ってください！
●金田より：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。素敵な1年になりますように。

●社長より：北川さん、生野中央病院チームリーダーとして
◇◇◇北川幸子さん◇◇◇
この”ありがとう”を読まれる時はお正月を過ぎ 素晴らしいリーダーシップを発揮していただき、感謝です。あ
ったかいメッセージからも伝わるように、応援に入った西岡
ている事と思いますが・
・
・
昨年は大きなクレームもなく無事新しい年を からも、思いやりのあるチームワークの良い現場であること
迎える事が出来ました。
これも本社の皆様の を聞いております。感謝です。
！西岡さん
御協力と、生野メンバー皆んなの努力があっ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：いつもありがとうございます！
たからだと思っております。人手不足でいつも が行くたび成長して帰ってくるので感謝しています。心も体
応援に来ていただいている津田さん、西岡さ も成長させてあげて下さい（笑）※インフルエンザはこりごり
！
ん、朝が早いのにもかかわらず笑顔で頑張っ です！
て下さって、
とても助かっております。本当に ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます！いつもシフト
の調整や、現場の細やかな対応ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年も又応援をお願いする日が多々あると思 今年一年も安全にお客様や患者様に喜んで頂けるように取
いますがよろしくお願い致します。又風邪（インり組んでいきたいと思います。今年もよろしくお願いします！
フルエンザ）
も流行しつつありますので皆様ど ●八尾より：いつもありがとうございます。昨年も本当にお世
話になりました。今年も引き続きご支援くださいますよう
うかお気を付け下さいませ。
お願い致します。お心遣い感謝です。
暖かいカイロもありがとうございました。
●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
今年一年よろしくお願い致します。
お願いします。毎日朝早くから対応して頂き、
そして本社のお
願い事を快く引き受けて下さり本当にありがとうございます！
大変助かっております。皆様もお体に気を付けてください。
●金田より：北川さん、お便りありがとうございます。人手不
足の中で負担をかけていますが、大きなトラブルも無く対応
していただき本当にありがとうございます。
インフルエンザが
猛威をふるっていますので、体調を崩されませんようにお気
をつけください。
◇◇◇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。
あったかいカイロありがとうございます。
思わず微笑んでしまいました。
いつもお心遣いありがとうございます。

●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：和田さんありがとうございます。寒い日
が続きますのでカイロで少しでも緩和して下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます！あったカイ
ロ、是非使って下さいね☆
●八尾より：素敵な感性ある和田さんの優しさ、お心遣い、
こちらこそ感謝です。
●西岡より：皆様が出来るだけ寒い思いをしないようにと言
う社長の思いで同封させていただきました！
●金田より：和田さん、お便りありがとうございます。
まだま
だ、寒さが厳しいのでカイロで手を温めてあげてください。
体調を崩されませんようにお気を付け下さい。
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●社長より：山口さん、そうですね。
このように、
月日を重ね誕
◇◇◇山口みつ代さん◇◇◇
毎日寒いですね。皆様元気にしていますか？ 生日を祝えることに感謝、見えないものに感謝していくことが
1月24、25日の朝は最高に冷え仕事現場の花 大切とつくづく思いますね。
壇の花も半渇きのモップも凍っていました。 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：山口さんいつもありがとうございます。
とっさの判断さすがです。
ありがとう
水を流すと凍ってケガ人が出るといけないの 本当に寒かったですね。
ございます。
人生100歳と考えたらまだまだ若手の山口さん
！
でゴミ置場の外側の水洗いと花壇の水やりは
やめておきました。通路のモップがけもしめら 体に気をつけていつまでも元気いっぱい頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：山口さん、いつもありがとうございます。
す程度にしました。
この1年も素晴らしい
それから誕生祝いありがとうございました。誰 新しい道具と同様に気持ちも心機一転、
が聞いてもおばあさんと感じる年齢になり悲 年にしましょう！
しいけど、
この年まで生きられて働ける事に ●八尾より：先日はご迷惑をお掛けしたにも関わらず、気転を
きかせてフォロー下さり、
ありがとうございました。今年もどう
感謝しないといけないですね。
清掃道具届けて頂きありがとうございました。かお身体ご自愛の上、お相手よろしくお願い致します。検診結
果いかがでしたか？
新しいと気持ちいいですね。
●西岡より：山口さん、私たちは毎日元気に過ごしています！
２４日２５日はとても寒かったですね(*̲*; 私もバイクに
乗りながら凍えそうでした(笑)そんな中対応して頂き本当に
感謝です！まだまだ寒い日が続きますのでお気をつけ下さい。
●金田より：山口さん、お便りありがとうございます。先月の下
旬は冷え込みが厳しかったですね。私も、外の灰皿のお水が
凍ってました。厳しい寒さの中、的確な判断をして頂きありが
とうございます。
◇◇◇石田ヨミカさん◇◇◇
●社長より：石田さん、
メッセージありがとうございました。
加藤様、八尾様、
カイロが同封されておりまし 頼りにしています。
た。気配り誠に感謝しております。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：石田さんいつもありがとうございます。
会社のぬくもり、暖かさを感じます。八尾クリ 喜んで頂けてこちらこそ感謝です。今年も宜しくお願いします。
ニックビルで私の気付かない所がまだたくさ ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご無沙汰しておりますがお元気でしょうか？
ん有ると思いますので助言よろしくお願い致 また石田さんの元気な笑顔にお会いできるのを楽しみにし
します。
ております。
社長及びスタッフの方々にもよろしくお伝え ●八尾より：現場はまったく問題ないです。ただたまには資材
下さいませ。失礼します。
変えてあげて下さいね。
（もったいないお化けと戦うのは大変
かもしれませんが！）いつもありがとうございます。
●西岡より：石田さん、寒い中対応して頂きありがとうござい
ます！カイロを大いに活用してください！
●金田より：石田さん、お便りありがとうございます。
カイロを
使って頂いて、厳しい寒さを乗り切ってください。
これからも、
よろしくお願い致します。
◇◇◇山田敏子さん◇◇◇
●社長より：山田さん、
ファイト!!
2016年も1ヶ月が過ぎました。年末には、私の ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：山田さんいつもありがとうございます。
希望をお聞き入れて下さり有難うございまし 山田さんとのご縁が続くことに感謝です。体に気をつけて宜
た。お陰さまで、体調は良くなりましたが今も しくお願い致します。全社員大会でまたお会いしましょう！
！
耳鼻科に通院しております。本日は、
カイロを ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：見に行って下さり、ありがとうございま
送って下さり有難うございます。心も体も暖ま す。私も山田さんにお会いできるのを楽しみにしてます。
るプレゼントとメッセージに感激と感謝でい ●八尾より：なかなかすべて回復は難しいのかもしれません
っぱいです。先日は、最低気温マイナスとなる が、少しでも改善されるよう祈っております。いつもありがと
日があり、替わって下さった方に寒い中ご苦 うございます。
労様と感謝しています。今もマンションのレン ●西岡より：いつも寒い中対応して頂きありがとうございま
ガの色や型を想い出します。8年間お世話に す。
あまり無理をされず頑張ってください。
なり有難うございました。全社員大会のお知 ●金田より：山田さん、お便りありがとうございます。厳しい
らせに、皆様に会えるのを楽しみにしていま 寒さが続きますので、
カイロで少しでも寒さをしのいで頂け
す。今後もよろしくお願い致します。
れば幸いです。
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◇◇◇佐川千枝子さん◇◇◇
●社長より：佐川さん、
メッセージありがとうございます。感
社長様ベルの皆様いつもお世話になります。 謝です。
今回はカイロを配布下さりありがとうござい ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：佐川さんいつもありがとうございます。
ます。
寒さもあと少し。頑張りましょう！
！
幸いにも、私は今は中のお仕事なのでそんな ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：まだまだ寒い日が続きますね、佐川さんも
に寒さは感じませんが、それでも寒い時があ 体を崩されないようにご自愛ください。
るので、使わせてもらいます！
●八尾より：お元気ですか？腰は如何ですか？寒さを感じな
今年も宜しくお願いします。
くても！やはり冬！底冷えもあるかと思いますので、
カイロ貼っ
てご自愛下さいませ。いつもありがとうございます。
●西岡より：佐川さん！ご無沙汰しております！お元気におす
ごしでしょうか？カイロは通勤の際でもお使いいただけたら
嬉しく思います。
これからも宜しくお願いします！
●金田より：佐川さん、お便りありがとうございます。
カイロで
少しでも寒さをしのいで頂ければ幸いです。今年もよろしく
お願い致します。

◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
●社長より：奥田さんその通り、言霊になりますね。100回言
社長様、
スタッフの皆様、いつもお世話になっ うとか、1000回言うとか、私も時々やってます。車の中で(笑)
ております。先日はカイロ送って頂きありがと ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：奥田さんいつもありがとうございます。
うございました。2/1より使用させていただき カイロ喜んで頂けて良かったです。
ます。
ネガティブな言葉を言うと悪い方に、ポジティブな言葉を言
社長様、
スタッフの皆様の温かい心遣いに感 うと良い方に、人間の脳は凄いですよね。悪い日より良い日
謝です。
が多い方が嬉しいので、ポジティブな考えで行きましょう‼
ところで、銀座まるかんの創設者斎藤一人さん ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：素敵なお話ありがとうございます。奥田さ
の『天国の言葉』
より
んにも幸せがたくさん訪れることを祈っております。
「愛しています」
「ついている」
「嬉しい」
「楽し ●八尾より：奥田さんにいっぱい「許して頂いてる？」私です。
い」
「感謝しています」
「ありがとう」
「許します」 いつもありがとうございます。寒さ大丈夫でしょうか？迅速な
こういう言葉をたくさん言っているとまた言 報連相！有難い限りです。無理せずに宜しくお願い致します。
いたくなるような幸せな事がたくさん起きる ●西岡より：その言葉って言われるととても嬉しいですよね。
らしいです。
その気持ちがまた自分の心と相手の心を動かすのでしょう
私もこの言葉をなるべくたくさんいうように ね。私もたくさん言うよう、言われるように心がけます。
心がけたいと思っています。
●金田より：奥田さん、お便りありがとうございます。寒さが
厳しいので、是非カイロを活用ください。いつも早朝から対
応して頂きありがとうございます。

●社長より：岩永さん新年会の参加ありがとうございました。
◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
新年会の写真とカイロどうもありがとうござい 嬉しかったです。感謝です。
ます。西岡さんと金田さんの漫才的なコントも ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：岩永さんいつもありがとうございます。
新年会楽しんで頂けて良かったです。
カイロ喜んで頂けて良
楽しく心が和む思いでした。
毎年色々と考えて楽しく過ごすことができまた かったです。寒い日がまだまだ続きますので体に気をつけて
色々な方と話をすることもできて良かったと思 頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：新年会楽しんでいただけたようで何より
います。
です。私も岩永さんとお会いできて楽しかったです。
●八尾より：いつもベルを愛して下さり、
ありがとうございま
す。岩永さんの元気パワーもたくさん降り注いで下さり楽し
かったです。今度は全社員大会！楽しみましょうです(^^)/
●西岡より：岩永さん！新年会参加して頂きありがとうござい
ます！司会は・・・まだまだなところがたくさんありますので今
年の失敗を来年に活かせれるようにします！だから来年も私
たちの勇姿を見に来て頂けたら幸いです！
！(*^^)v
●金田より：岩永さんお便りありがとうございます。新年会楽
しんで頂けて何よりです。
また本年も宜しくお願い致します。
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◇◇◇前田純美枝さん◇◇◇
●社長より：前田さん、
ありがとうございます。
社長様ベルの皆様いつも色々とありがとうご ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：前田さんいつもありがとうございます。
ざいます。
お誕生日喜んで頂き、
こちらこそありがとうございます。たく
1月25日に誕生日プレゼント家にとどきました。
さんの現場を掛け持ちして下さり感謝しています。
これから
ありがとうございます。やはりプレゼントはう も体に気をつけて頑張って下さい。
れしいですね。つかわせてもらいます。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。体はお変わりない
皆様からのメッセージうれしく読ませてもら ですか？今年もどうぞ体に気をつけて宜しくお願いします。
いました。
まだまだの所もあると思いますが ●八尾より：これからもどうぞ宜しくお願い致します。今年の
これからもお客様によろこんでもらえるように 目標は？夢は？素敵な一年をお過ごしくださいませ。
頑張っていきたいと思います。会社の方、マン ●西岡より：前田さん、いつもありがとうございます。改めて
ションの方がいつもありがとうございますとい おめでとうございます！お客様に声を掛けられると嬉しい気
ってくださることがうれしく思います。
持ちとともに綺麗にするぞ！と気合いが入りますよね！？これ
からもその気持ちのままでよろしくお願いします。
●金田より：前田さん、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。お客様から直接お声を
掛けていただけるのは、本当にありがたいですね。
◇◇◇村井教子さん◇◇◇
●社長より：村井さん、ありがとうございます。
お世話になっております。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：村井さんいつもありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
素敵なお正月になって良かったです。
まだまだ寒い日が続き
旧年中はお世話になりありがとうございました ますので体に気をつけて頑張って下さい。
。本年もよろしくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は色々とお話させて頂きありがとうご
ベルの皆様、
よいお年をお迎えされましたか。 ざいました。
また、色々とご協力も頂き感謝しております。
私も孫が来て良いお正月でした。
どうぞこの一年も明るく元気な村井さんでいて下さい。
それからカイロ配布ありがとうございます。 ●八尾より：先日は私のわがまま？現場お忙しい中、3S活動一
それから八尾さん、いつもご配慮くださってあ 緒に実施して頂きありがとうございました。今年もどうぞ宜し
りがとうございます。
くお願い致します。
まだまだ寒いですがベルの皆様頑張ってくだ ●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
さい。
お願いします。お正月はお孫さんに会えてよかったですね！次
お会いできるのは全社員大会ですね！楽しみにしております！
●金田より：村井さん、お便りありがとうございます。お正月を
お孫さんとゆっくり過ごせて何よりです。寒さが厳しいので、
体調を崩されませんようにお気を付け下さい。

◇◇◇鈴木勝美さん◇◇◇
●社長より：鈴木さん、ありがとうございます。
明けましておめでとうございます！
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：鈴木さんいつもありがとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
カイロで寒さを吹っ飛ばし、体に気をつけて頑張って下さい。
カイロありがとうございました。
今年も宜しくお願いします。
朝寒いんで助かります〜
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます、今年も仕事に
仕事の方も毎日楽しくさせて頂いています。 趣味にハッスルしていきましょう♫
●八尾より：毎日早朝からですものね！寒さもひとしおと言う
感じでしょうね。
月日の流れは速いもの後少しで暖かくなる？
と信じて大嫌いな寒さと戦う私です。いつもありがとうござい
ます。
●西岡より：す〜ず〜き〜さ〜ん！
！お元気ですか！？
いつからお会いしていないのでしょうか(´;ω;｀)会いたいで
す〜(ノД̀)・゜・。
またご飯でも行きましょう！
！本年もよろしく
お願いします。
●金田より：鈴木さん、お便りありがとうございます。朝晩は本
当に冷え込みますので、
カイロを活用していただきて、少しで
も寒さを凌いで頂ければ幸いです。本年もよろしくお願い致し
ます。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

◇◇◇藤川明子さん◇◇◇
社長様いつもお世話になっております。
ベルの皆様新年会のとき色々お世話になりま
した。
写真も頂きありがとうございました。

◇◇◇中田智子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、いつもお世話になって
おります。
12月末に熱が40度出て西さんに出て頂くよう
に武岡さんにお願いして本当にすみませんで
した。
本調子になるのが1月10日くらいでした。
今は前と同じく元気になりバリバリです。
お客様の方も皆優しくていつも笑顔で接して
くださいます。
嬉しく助かってます。
これからも頑張りますの
でよろしくお願いします。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：藤川さん新年会の参加ありがとうございました。
嬉しかったです。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：藤川さんいつもありがとうございます。
毎年新年会参加して頂きありがとうございます。楽しい時間
をご一緒させて頂き感謝です。次も楽しみにしています。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：新年会のご参加ありがとうございました。
私も久しぶりに藤川さんにお会いできて嬉しかったです。
●八尾より：プラスワン！無理なお願いにも関わらず、二つ返
事で引き受けて頂き、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：いつもありがとうございます！新年会楽しんでい
ただけたでしょうか？来年こそは景品ゲットしてください！
プラスワンも快く引き受けてくださりありがとうございます！
！
大変助かっております！これからもよろしくお願いします。
●金田より：藤川さんお便りありがとうございます。新年会は
楽しんで頂けたでしょうか？本年もも宜しくお願い致します。
●社長より：中田さん、大変でしたね。困った時は、お互い様
です。
また、
ご苦労をおかけしますが宜しくお願い致します。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：中田さんいつもありがとうございます。
私も今年20年ぶりのインフルエンザで39度を超え死ぬかと
思いました。動けない時、
日頃不自由なく動けていることに改
めて感謝しました。今年も元気バリバリ宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：体の方はすっかり大丈夫ですか？お会
いする機会が減ってしまい、寂しい限りですが、
またお会いし
てお話ができるのを楽しみにしております！お身体に気を付
けて今年もよろしくお願いしますm(̲̲)m
●八尾より：元気バリバリヽ(^o^)丿良かったです。急な発熱
は思うより体に堪えますよね。
日頃パワフルだからこそ、大変
だった事だと思います。
またお顔拝見に伺いますので！その
節にはご指導の程、宜しくお願い致します。
●西岡より：中田さん！元気になられたようで本当に良かった
です！
！今はインフルエンザに気を付けください！
！
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。体調が
本調子に戻って何よりです。寒さが続きますので、体調を崩さ
れませんようにお気を付け下さい。

◇◇◇波田紀子さん◇◇◇
●社長より：波田さんトータルどれぐらい時間がかかるか連
先日は西岡さんお手伝い頂きありがとうござ 絡ください。報告ありがとうございます。感謝です。
いました。
トイレ改造工事も終わり
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：波田さんいつもありがとうございます。
落ち着きました。便器も和式から洋式になりま お困りごとは何なりと。寒い日が続きますのでカイロで少し
したので今までより少し時間もかかりますが、でも暖まって下さい。今年も宜しくお願い致します。
4階の廊下、3階の廊下、会議室の床、階段もき ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：改装が終われば、今までと勝手が変わると
れいになりました。
思います。やりにくい箇所や取れにくい汚れがありましたら
カイロ送って頂きありがとうございました。 教えてください。
よろしくお願いします。
●八尾より：現場が綺麗になるって嬉しいですよね？他の場
所が綺麗になり少しは時間短縮できませんか？お困り事あれ
ばいつでもお尋ね下さい。今後もご支援宜しくお願いします。
●西岡より：先日はお世話になりました。少しでもお力になれ
ていたら幸いです。寒い日が続きますのでご自愛ください。
●金田より：波田さん、お便りありがとうございます。
トイレの
改造工事が終わって無事に終わって良かったです。
また、現
場での変化がありましたら、お知らせください。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క
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●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。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：中田さんいつもありがとうございます。
中田さんにとっても素晴らしい1年になりますように。今年も
宜しくお願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。中田さんも
体に気をつけて今年もよろしくお願いします。
●八尾より：あけましたねヽ(^o^)丿中田さん！今年もどうか
---現場での変化や気付いた事--1月28日木曜日長沢住宅5棟電話工事をされま お相手の程、
よろしくお願い致します。寒さが身に染みる頃、
どうかお風邪など召されませんようにお気を付け下さい。
した。
●西岡より：中田さん、毎回細かなところまで報告をして下さ
り本当に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：中田さん、お便りありがとうございます。現場での
変化の報告をありがとうございます。
また、
トリプルアップの
提案もありがとうございます。本年もよろしくお願い致します。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：繋がってますね。ありがとうございます。
奥喜世子様
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：いつもありがとうございます。
お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか。 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも心温まるメッセージありがとうござ
喜世子さんと初めて言葉を交わした時（ＴＥＬ います！
でしたが）私、号泣状態でしたね。笑
●西岡より：いつも嬉しいメッセージをありがとうございます。
今年1年泣かずに過ごす自信ありますかっ？て 社員一同そのお心遣いに励まされております！
即答ありません！笑 ＴＥＬで泣くような事は ●金田より：お便りありがとうございます。毎月、素敵なお誕生
しないと思いますが。笑
日のメッセージを送って頂きありがとうございます。
2月20日はお誕生日ですね。
●奥喜世子より：ありがとうございます。
もうすぐお誕生日です
その「やさしい笑顔」がさらに輝きますように！
！ね。歳を重ねるごとに素敵になれるように頑張りましょうね！
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あけましておめでとう
御座います。
本年も良き御指導御伝達の程
宜しくお願い申し上げます。

●社長より：結論は、
日常清掃としては、
うまくぼかす程度にし
◇◇◇柴尾久夫さん◇◇◇
てください。
物理的な、
原因だからです。
説明しますね。
---現場での変化や気付いた事--ヒールマークの除去に最初モップを使用し取 床材には、WAXを定期的に塗布します。目的は、美観維持と床
れなければスポンジ（白）
での作業工程ですが、材保護です。ヒールマークは、本来ワックスの皮膜がしっかり
それでも取り切れない黒ずみが有ります。何か とあればついてもすぐに除去できます。
それが、取れなくなってきているのはワックスの皮膜がなくな
方法があればお教えてほしいです。
り、素材に傷として入り込んだり、
ワックスの表面に傷のような
状態で入り込んでいる可能性があります。
それを、部分的にこすり取るやり方には、その部分だけワック
スが完全に剥がれムラになったり汚く見えることもあります。
根本解決は、床を洗浄ワックスしてワックスの皮膜を形成する
ことですが、費用対効果の関係でお客様による判断が大きく
影響しています。以上となります。
どうぞ宜しくお願いします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：柴尾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。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご相談ありがとうございます。ヒールマーク
落とす道具はお渡ししましたが、それでも落ちない場合は定
期清掃の出番です。
また気になる箇所を教えて下さい。
●八尾より：ご連絡ありがとうございます、何かあればいつで
もお尋ね下さい。
これからも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！白スポンジで取れ
ないヒールマークはキズになっている可能性があります。定
期清掃の方に伝えておきます。報告ありがとうございます！
！
●金田より：柴尾さんお便りありがとうございます。
どうしても
取り切れない汚れもあります。無理に取ろうとすると床が傷つ
く可能性もありますので、その場合はまたお知らせください。
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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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植村

好さん

イエローカードが届きました。
植村様へ
いつも綺麗にして頂きありがとうございます。
当社では順次トイレの改装を実施していきますので今後共よろしくお願
いします。また、植村さんは当社では初めての冬を迎える事になります
ので体調管理には十分お気を付けて下さい。（寒いですよ）
植村さんよりコメント
このようなものを私が頂いて良いのかとも思いますが大変嬉しく思いま
す。日頃はお客様やキーパー渡辺さんにいろいろ助けて頂いて暖かい現
場で働かせて頂いてるだけでも有難い事です。今後も精進し頑張って参
ります。本当にありがとうございます。
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請求書、ES日報及び資材注文票について

２０１６年４月から２０１７年３月分の請求書、ＥＳ日報、封筒を同封します。請求
書とＥＳ日報が一緒になったものをお使いの方は、今迄通り１枚になったものが届き
ます。
（封筒は期限に合わせ５ヶ月分同封。残りは９月にお届け。）
途中変更があった場合は、送り直しをさせて頂きますが届いた時点で、不備や不足が
ある場合は本社までご連絡下さい。※資材注文表とESアンケートは３月に送付します。
提出物同封のお願い

2016年度の緊急連絡先記入用紙と健康診断問診票を同封します。直近で入社した
方を除き全員提出をお願い致します。
最新の内容を記入頂き、次回請求書に同封して下さい。

Ɠᫍƍ
私達、アップフロントが
受付しますので安心して
ご連絡下さい。

お休みの連絡と、道具依頼は必ず本社へ連絡して下さい。
ミスや漏れを防ぐ為ですので、くれぐれも個々に担当者への
連絡はご遠慮ください。
個々の場合は、受理出来ませんので再度本社へも連絡をして
頂くことになります。ミスを防ぐ為、ご協力お願いします。
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ஹ࠰࠙ℳℶℝⅎ℩⇧⇧

【連絡先】
会社 072-961-7171
アップフロント
携帯 080-5631-5639
フリーダーイヤル
0120-007-501
※フリーダイヤルで古い番号に
おかけの方は、変更して下さい。

旧 0120-842-487

࠰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
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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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ኽௐǛɨƑǇƢŵȁȸȠȯȸǯǛƭǉƙŴᮂඥƷᚕᓶƸžƋǓƕƱƏſŴᮂඥƷˁੑƚƕžǵȗȩ
ǤǺſưƢŵ
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！
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いつも紹介制度にご協力頂きありがとうございます。毎月素敵な仲間が増えており、
感謝申し上げます。しかし嬉しいことに新物件も増えており、まだまだ紹介が必要な
状態です。是非是非ご協力お願いします。
【紹介に踏み切れない理由】
1.紹介した方が上手く仕事を覚えられなかったり、クレームを出してしまっ
たらと思うと心配。
※ご紹介者の責任は面接までの橋渡しだけです。その後の内容は、個人と
会社の問題ですので、ご紹介者にご迷惑を掛けることはありません。
2.紹介した人が不採用になるかもと思うと心配
※安心して下さい。面接時にいろいろなお話をさせて頂き、もしどうしても
お仕事をお願いできない場合もキチンとご説明をし、嫌な思いをして頂か
ないよう、細心の注意を払います。
紹介制度に関しては、配布している紹介カードをご参照下さい。
不明な点や、ご紹介の連絡は本社もしくは各担当者までお願いします。

У˼ᎏࢺᚣ
ų
ų࠰ƕǹǿȸȈƠଔᲬȶஉƕኺᢅƠƨǇƠƨŵଔƢƗǔ᧓ኺᢅƴȓȃǯȪưƢŵ
έଐŴ࠰ƿǓƴǤȳȕȫǨȳǶƴƔƔƬƯƠǇƍǇƠƨŵ࠰ᢲƸƻƍƯǋǤȳȕ
ȫǨȳǶƴƸƳǒƳƔƬƨƷưƜǕǋȓȃǯȪưƠƨŵ୍െ˟ᅈƴᘍƘƷǋŴˁʙǛƢ
ǔƷǋ୍ᡫƷƜƱưƢƕŴ࢘ƨǓЭƷƜƱƕЈஹƳƍƱƸŴ˴ƱऀǖƠƍʙƩƱોǊƯ
ႆᘍᎍ
С˺ᎍ
ज़ơǇƠƨŵᲮஉƴƸμᅈՃ˟ٻǋƑƯƍǇƢŵƍƭ
ǋˌɥƴࣕƠƘƳǓǇƢƷưŴǈǜƳƕ˳ᛦɧᑣƴƳǒ
ƳƍǑƏƴƢǔƷƱŴᐯЎᐯ៲ƕஇ᭗Ʒཞ७ưᡇƑǕǔ
ǑƏƴƠǇƢŵųųųųųųųųųųųųų߃ޛųჷ܇ų ‒ښ૯࣓ᨺ
‒߃ޛჷ܇

