XQN
和を大切にし、人も建物も明るく元気にします
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ʻƷǹȭȸǬȳƂ࣎ǛᄶƘ 5 ѣƱȈȪȗȫǢȃȗ  ƃ

ᚃग़ƳǔႏƞǇ

秋と紅葉、イチョウとモミジの ...

ࡴᅈಅѦƴƝނщǛងǓŴᛗƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵ
žٹſǢȳǱȸȈƴƝңщƍƨƩƖŴज़ᜓज़ᜓưƢŵųȯǯȯǯƠƯŴਖᙸƠǇƠƨŵ
ƦƠƯŴ˟ᅈƴݣƠƯƷ੩కǍƝᙲஓǋƍƨƩƖŴज़ᜓƠƯƍǇƢŵ
ƢƙƴŴЈஹǔƜƱƱŴኺփႎƴЙૺƠƳƍƱƳǒƳƍᙲƳƜƱǋƋǓ̾КƴࣖݣƠǇƢƷư
ܯƠƘƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
ᇹ  ׅžଐஜưƍƪƹǜٻЏƴƠƨƍ˟ᅈſٻចចࡸƴᘍƬƯƖǇƠƨŵ
ӐưƋǓŴݭƢǔɶຓᅈᧈ ׄሥᝠఇࡸ˟ᅈ Ʊӷ࣓ưȑȯȕȫƳܷᅈᧈ ఇࡸ˟ᅈ &TGCO
ƞǜƕŴݙ௹ۀՃ˟ཎКចǛӖចƞǕƨƔǒưƢŵ
ųžଐஜưƍƪƹǜٻЏƴƠƨƍ˟ᅈſٻចƸಅጚǍኺփᏹưƸƳƘŴᅈ˟ႎᝧ˓ǛௐƨƢŴƱƍ
Ə˖ಅۋѬǛܲᚇႎƴᚸ̖ƠŴᘙࢧƢǔƜƱưŴ˂Ʒ˖ಅƷርƱƳǓŴžٻЏƴƠƨƍ˟ᅈſƕفƑ
ǔƜƱǛࢳƠƯŴኺฎငಅႾӏƼɶ˖ݱಅ࠻ƷࢸੲӸ፯Ʒ̅ဇǛƞǕƯƍǇƢŵ
žʴǛٻЏƴƢǔኺփ˟ܖſƷ˟ᧈưŴඥܖٻܖٻᨈሊоᡯᄂᆮᅹƷקஜήӮ൞ƸŴӷǤ
șȳȈႆឱƷႸႎƴƭƍƯžಅጚǛᡙ൭ƢǔƋǇǓŴࢼಅՃǛᣟ̅ƢǔኽௐŴ࣎Ʒ၏ƕٻفƢǔŵ
ಅጚƕᓳƪǔƱൢưȪǹȈȩƢǔ˖ಅƕƋǔŵƜƏƠƨኺփƸ᧓ᢌƬƯƍǔŵኺփƱƍƏƷƸʴǛ
࠳ƤƴƢǔƜƱŵݲƠưǋƍƍ˟ᅈǛفǍƠƨƍƱƍƏ࣬ƍưƜƷǤșȳȈǛǹǿȸȈƠƨſƱᚕǘ
ǕƯƍǇƢŵ
༌ƷଐஜƕႸਦƢǂƖኺփƷǴȸȫŵᢊƸɟƭưƸƳƍƴƠƯǋŴ
ßʴǛƨƍƤƭƴƢǔኺփàƕŴ
ƦƷɟƭưƋǔƜƱƸᄩƔŵᘙࢧƞǕƨ˖ಅƸ˴ǛᎋƑŴƲƏƍƏኺփǛܱƠƯƍǔƷƔᲹ
ѣإԓǛƏƔƕƏƝƱƴσᡫໜƕٶƘŴǇƞƴ࢘ᅈƷႸਦƢǂƖኺփƷƦƷǋƷưƋǔƱƍƑǇƢŵ
࢘ᅈƴƔƔǘǔƢǂƯƷʴƕŴ࠳ƤǛܱज़ưƖǔžƍƍ˟ᅈſƴƳǔƨǊƴŴଐŷችᡶƠƯƍƖǇƢŵ
ഏȚȸǸǁዓƘ

ʚᢿưƸŴମ࠰  உӭƷžƋǓƕƱƏſưƝኰʼƠǇƠƨŴȋȁǤоಅᎍᙱᇢବ൞  ࠰ဃǇ
ǕŴ ബ ƷؕᛦᜒžƲƏဃƖǔȷƲƏƘſǛਖᎮƠǇƠƨŵ
žƲƏဃƖǔŵƲƏƘſƱƍƬƨ᫆ưŴƲƷǑƏƳ࣬ƍưኺփǛƞǕƯƖƨƷƔƴƭƍƯžǘƕ܇
ƳǒȷȷȷſƱž༁पφឱųʴǛƏǒǍǉ࣎ŴۭڴƢǔ࣎ƸŴᛡƴǋƋǔƠŴƘƳǒƳƍŵʿಮŴᅕ
ಮƴƑǛƜƏƯŴݲƠ৮ƑǒǕǔǑƏƴƳǔƩƚƩƦƏưƢŵʴဃኺ᬴ƷɶưŴᐯЎƷൢਤƪǛ৮Ƒǔŵ
ᝧǊǒǕƳƍᐯЎưƋǔƜƱƴൢƮƔƳƍƱƍƚƳƍſƱŴᙱᇢƞǜƸᚕǘǕǇƠƨŵ
˴ࡇᎮƍƯǋŴᚕᓶɟƭƻƱƭƴज़ॼขƍǋƷƕƋǓǇƢŵ
ࠝƴŴѐщƠƯʴǛ᭗ǊǔƜƱǛዌƑ᧓ƳƘᘍǘƳƍƱƳǒƳƍŴॸ࣎ƠƯƸƳǒƳƍƱ࣎ૼƨƴƠ
ǇƠƨŵ
ƓᛅƷɶưŴưƖǔƩƚٶƘƷʴƴ࠼ƛƯǄƠƍƱŴᚕǘǕƨƓᛅƕƋǓǇƢƷưࣂኰʼƠǇƢŵ
࠰ݲᨈƴλƬƨဋܢɟƞǜƱɤɥέဃƱƷƓᛅưƢŵ
ဋܢɟƱƍƏ૾ƸŴ࠰ݲᨈƴλƬƯƦƷࢸŴƷኽఋƴƳǓ˷ԡ  ଐŴ˂ƴज़௨ƢǔƱƍƚƳƍ
ƱɟဪښƷᢿދƴᨠᩉƞǕƯƍǇƢŵ
ܢɟƞǜƸŴᐯЎƕരƵƜƱǛǘƔƬƯƠǇƍǇƠƨƔǒŴǍƚƘƦƴƳǓŴफ७ƹƔǓƭƍƯƍǇƠƨŵ
ܢɟƞǜƕλᨈƠƯƍƨᨈᧈƔǒŴɤɥέဃƸ᫂ǇǕǇƢŵ
ܢɟƴᛅǛƠƯƘǕǇƤǜƔƱŵ ုƘǒƍƷƍᢿދƴƍǔܢɟǛɤɥέဃƕᚧƶǔƱŴƢƙƴُͨ
ǛӼƍƯƠǇƍǇƢŵƓʙƠƨƔᲹƱᛅƠƔƚƯǋŴžƏǔƤƍſƱُƷ૾ǛӼƍƯƠǇƍǇƢŵ
ƦǕưǋŴƠƹǒƘƍǔƱŴܢɟƸŴൢƴƳƬƯɤɥέဃƷ૾ǛਰǓᡉǓǇƢŵ
ƢǔƱŴ˷ԡ  ଐƱƍƏཞ७ƳƷưŴႸƷԗǓǛᙸǔƱჇƬ᱅ƴƳƬƯƍǇƢŵ
ɤɥέဃ žƓƍŴƜƬƪӼƚŵʻୌɟୌჃ၏ƠƯǍǔſ
ܢɟ žƓƬƞǜƏǔƞƍǘȷȷſ
ɤɥέဃ žƓƞǜƍǔƷƔƍſ
ܢɟ ž༵ᚃƸᚃƕ̸Ʒ۔کƕǘƔƬƯᡜƛƯƍƳƘƳƬƯƠǇƬƨŵſ
ܢɟƷᚃƸŴܢɟǛဃǜưႺƙƴ˂မƠƯƠǇƍǇƢŵ
ƦƷƨǊŴܢɟƸŴဃǇǕƨƱƖɲᚃƕƍǇƤǜŵݢƷធ᥉ረǛƋƞƬƯŴƦƷធ᥉ưԡǛƭƳƍưƍ
ǇƠƨŵܿƠƯǒƢǑƏƴƳǓǇƢŵ
ƦƏƠƨဃƷƨǊƴŴኽఋƴज़௨ƠƯƠǇƍǇƢŵ
ɤɥέဃƸŴ૾ٲƴƳƬƯƖƨƷưŴܢɟƴᎥƖǇƠƨŵ
ɤɥέဃ žٲƲƏƢǔǍſ
ܢɟ žӕǓƴᘍƬƯƘǕſ
ɤɥέဃƕʙǛӕǓƴᘍƘƱŴǢȫȟƷƓᒧᄡƴపƠƱƓƔǏŴ˷ԡ  ଐƷʙƕƜǕƔȷȷȷ
Ʊज़ơǇƢŵ
ܢɟ žƞơƭƍƯƍǔƩǖƏŵǘƠƯƘǕŵſ
ܢɟƴɤɥέဃƕŴݲƠƮƭǂƞƠǇƢŵ
ܢɟ žǂƞƠƩƕŴസƬƯƍǔቲǛǂƯƘǕſ
ɤɥέဃ žƍǍŴǘƠƸƍǒƵſ
ƷኽఋधᎍƷʙǛƱǕƹŴज़௨ƢǔӧᏡࣱƕٻƖƍƷưǂǔǘƚƴƸƍƖǇƤǜŴ˴ࡇƔŴ
ƜƷ˟ᛅƕጮǓᡉƞǕǔƏƪƴŴܢɟƕŴӝᛦǋᒰƘസƬƯƍǔቲǛɤɥέဃƴǂǖƱࢍᙲƠǇƢŵ
ɤɥέဃƸŴƭƍƴቲǛӝƴƢǔƜƱƴƠǇƢŵ
ƦƜưŴ࣬ƏൢਤƪƸžǘƕ܇ƳǒſƱƷŴ࣬ƍưƠƨŵ
ɤɥέဃƕŴșȃȉƷԗǓǛᙸǔƱŴƣǕưŴᏑɶƕƣǔƣǔƴƳƬƯƍǔŵ
ɤɥέဃƕŴܢɟƷᏑɶǛƞƢǓŴǛ੮ǓǇƢŵ
ܢɟ žƓƬƞǜƷƸǍǘǒƔƍƳŵƓƞǜƷǈƨƍǍȷȷȷſ

ɤɥέဃƸ࣬ƍǇƠƨŵƱƸɟࡇǋ˟ƬƯƍƳƍƷƴŴƲǜƳƓƞǜƷǈƨƍƩƱ࣬ƬƨƷƩǖ
ƏŵʴǛग़ƠƨƜƱǋʴƔǒग़ƞǕƨƜƱǋƳƍƩǖƏƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ƦƏƠƨǍǓӕǓǛƠƯƍǔƱŴ
ܢɟ žƓƬƞǜƴ᫂ǈƕƋǔŴƖƍƯƘǕǔƔſ
ɤɥέဃ žƳǜǍŴᚕƏƯǈƍſ
ܢɟ žƓƬƱƏƱᚕǘƤƯƘǕſ
ܢɟ žƓƬƱƏſ
ܢɟ žƓƬƱƏſ
ܢɟ žƓƬƱƏſ
ɤɥέဃ ž˴ǂǜưǋƑƑƧᲛſ
˴ׅǋ੮ǓƳƓƢܢɟǛɤɥέဃƸŴȋǳȋǳƠƯƣƬƱᙸƯƍƨƦƏưƢŵ
ܢɟ ž ࠰᧓ᚕƍƨƔƬƨŵſ
ɤɥέဃ žܢɟŴʴ᧓ƸƳƊƳǜưဃǇǕƯƖƨƷƔŴƳǜƷƨǊƴဃǇǕƯƖƨƷƔǘƔǔƔ !
ʴƞǇǛ࠳ƤƴƢǔƜƱǍưȷȷȷƩƔǒŴᨈᧈέဃǍჃᜱࠖƞǜƕƖƯǋफ७ǛƭƍƨǒƋƔǜưŵ
ƓƸǑƏƝƟƍǇƢŵƱŴƪǌǜƱਮਠƢǔǜǍưŴƦǕƕʴƴշǜưǋǒƏƜƱǍŴǘƔƬƨƔſ
ɭƕଢƚƯƖƨƷưŴɤɥέဃƸŴᨈᧈƷƱƜǖƴᘍƖŴžܢɟƸʿƷ࣎ƴƳǓǇƠƨǑŵſƱˡƑƨ
ƦƏưƢŵ
ɤɥέဃƴЈƞǕƨஔƴŴƓƔƣƕƨƘƞǜƋƬƯᝍᓙƩƬƨƷưŴǘƕ܇ưƋǕƹɟႤưǋǂƞ
ƤƯƋƛƨƍƱ࣬ƏƩǖƏƳŴƱܢɟƴǂƞƤƨƍƳƱ࣬ƬƨƦƏưƢŵ
ƦƷࢸŴܢɟƕʧƘƳƬƨƱƍƬƨᡲዂƕŴɤɥέဃƴλǓǇƢƕŴ
žܢɟƕŴέဃǍჃᜱࠖƞǜƴƪǌ
ǜƱƋƍƞƭǛƠƨƦƏưƢŵƦƷࢸŴʧƘƳǓǇƠƨŵࠋׇƷɶưӳੋƠƯƍƨƦƏưƢŵſƱƍƬ
ƨإԓǛӖƚǇƠƨŵ
ƜƏƠƨᛅǛŴƍƘƭǋᎥƘƏƪƴŴ
žǘƕ܇ưƋǕƹſƱŴƍƭǋᇌƪഥǇƬƯᎋƑǔǑƏƴƳƬƨƦƏưƢŵ
ƜƜǇư
ᜒƷஇࢸƴŴଐஜƷᇜ᜕žٲƚƜǍƚſǛജƍǇƠǐƏƱŴˤڌǋƳƘᙱᇢƞǜƷ᪦᪽ư˟ئƷ
μՃưӳੋƠǇƠƨŵ
ǏƬƘǓƱŴऴደǛᡂǊƯജƍǇƠǐƏƱŵ
ųžٲǍƚƜǍƚưųଐƕǕƯ
ųųޛƷƓݢƷųᦩƕƳǔ
ųųƓŷƭƳƍưųǈƳƔƑǖ
ųųƔǒƢƱƍƬƠǐƴųƔƑǓǇƠǐſ
ƲƏƠƨƜƱưƠǐƏŴ࣯ƴᅶƷᏯᘻƴූƔǜưƖƨƷƸŴᅶƕ࠷ƍƴƕᅶƴജƍᎥƔƤƯƘǕƨ
ƷŴऴƕූƔƼᏟƕ༏ƘƳǓƕๆǕЈƯƖǇƠƨŵ
ƦǕƸŴʻƷ࠰ᎊƍƨưƸƳƘŴᒉƘॖൢ੬ŷƱƠƯƍǔƷۋưƠƨŵ
ǘƕ܇ƳǒƱŴᅶƴƍƬƺƍग़ǛɨƑŴᏋƯƯƘǕƨƜƱǛࣔǕƯƸƳǒƳƍŵ
ᚃǁƷज़ᜓǛࣔǕƯƸƍƚƳƍŴज़ᜓƷࣞǛ࣎ƴЦǈŴᘍѣƴƏƭƞƳƍƱƳǒƳƍƱŴٻЏƳƜƱǛ
ƋǒƨǊƯൢƮƔƞǕǇƠƨŵ
ᡈƍƏƪƴŴƴٲƚƜǍƚǛജƬƯǋǒƍŴɟደƴജƬƯǈƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ႏƞǜŴ࣬ƍЈƠƯƘƩƞƍŵ
ƲǕƩƚŴɟဃভԡƴᏋƯƯƘǕƨƔŵ
ႏƞǜŴǋƏɟࡇᎋƑƯǈǇƤǜƔŵ
ʻƔǒưƖǔƜƱǛᎋƑŴᚃܑᘍǛƠǇƠǐƏŵ
ˊᘙӕዸࢫ

りま
こんな事があ

３月の出来事
行事予定
月日 曜日
自力整体
3/1 (火)
5 (土) リーダー研修会
新人若手研修会
３S活動
8 (火) ｽﾏｲﾙ、ﾘｰﾀﾞｰ、全体ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
10 (木) 戦略実践講座
11 (金) ボランティア清掃

した！

月日 曜日
行事予定
N高校卒業式
13 (日)
15 (火) 自力整体
21 (月) HOSI研究会
23 (水) 人づくり勉強会
25 (金) ボランティア清掃
29 (火) 自力整体

ボランティア清掃

2 月度お誕生日会
月 29 日 ボランティア清掃

2 月度のお誕生日会を行いました。今回の誕生日の
ゲームは何度イラスト伝言ゲーム。絵が上手い人、
何かわからない人、色々いてとても楽しかったです。
人に何か伝えるのは難しいと改めて感じました。

出張や現場へ行ってくれた人が多く、今回は人数が
少ないボランティア清掃になりました。そんな時に
限って大量に切られた枝が・・・！しかも太い！！
負けずに力自慢ごっこしながらたくさん集めました。
4 月の本社の休み

4 月の予定と定期日程の案内

3 日、10 日、17 日、23 日
24 日、29 日、30 日
※現場は出勤しております。

定期清掃の内容
床…床洗浄
Ｇ…ガラス清掃
フィ…フィルター清掃
カ…カーペット清掃
換…換気扇清掃

◎翌月の行事予定と定期清掃の日程です。日常清掃に関係するお客様の現場のみ表記させて頂いております。
作業日時の変更があった場合はその都度ご連絡いたします。又、同姓の方がおられる人のみフルネームで掲載しております。

月日 曜日

行事予定

4/1 (火) 入社式
自力整体
2 (土) 会社説明会
リーダー研修会
新人若手研修会
３S活動
お花見
5 (火) 自力整体
6 (水) 戦略実践講座
7 (木) スマイルミーティング
リーダーミーティング
全体ミーティング
8 (金) ボランティア清掃
16 (土) 第２５期全社員大会
18 (月) HOSI研究会
22 (金) ボランティア清掃
JPCC加盟店ﾌｫｰﾗﾑ
23 (土) JPCC加盟店ﾌｫｰﾗﾑ
27 (水) 牧野先生勉強会
28 (木) 人づくり勉強会

定期日程

お

客

様

4/2 (土) Ｙ社ＩＴ・Ⅱ(床)
Ⅰﾋﾞﾙ(床)
3
O社(床)
Dﾋﾞﾙ(床)
D社(床)
Fビル(床)
Dビル(G)
6 (水) Ｒﾏﾝｼｮﾝ小阪(床)
Ｒﾏﾝｼｮﾝ(床)
9 (土) Eﾋﾞﾙ(床・G)
10 (日) Ｒ社(床)
Ｎ社(床)
14 (木) D社(Ｇ)
16 (土) Y社(床)
T社(床・G)
17 (日) Oﾋﾞﾙ(床)
Ｚ社(床)
Ｉﾋﾞﾙ(床)
18 (月) Ｓﾏﾝｼｮﾝ(床)
21 (木) Ｍ社(床)
22 (金) Ｍ社(床)
24 (日) Ｓ社（床）
Ｔｸﾘﾆｯｸ(床)
Ｓ社(Ｇ)
25 (月) Ｓ社(床・Ｇ)

担

当

者

藤木さん、湯尾さん
斎藤智子さん
中島さん
白河さん
本田さん、古家さん
藤井さん
白河さん
田中さん
柴尾さん
岩永さん
渡辺二三子さん
橋本さん
本田さん、古家さん
金好さん
鈴木美代さん、諏訪さん
中島さん
鈴木勝美さん
森さん
植村さん
白河さん
白河さん
祖母井さん
小倉さん
小泉さん
田所さん

なの
みん 言板
伝

クリーンキーパー便り

2月分

仲間が体験した成功や失敗、疑問などを知ることで、仕事のヒントを見つけてください。
ご意見 ／ 改善・提案

お 返 事

◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
2月の日報届きました。又封筒が重いわ
開けてびっくり貼るカイロ
寒さが吹っ飛んじゃいました。
まだ寒い日があります。使わせて頂きます。

●社長より：小泉さん、
これからもますます健康で長くお勤め
いただきたいと思います。全社員大会でお会いしましょう。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：小泉さんいつもありがとうございます。
こち
らこそ感謝 感謝 感謝です。
これからも体に気をつけて
パワフルに頑張って下さい。今後とも宜しくお願い致します。
●加藤リーダーより：ありがとうございます、
また小泉さんの
元気なお姿を見れるのを楽しみにしております。
●八尾より：小泉さんなくては(^^)/です。
どうかご自愛の上、
これからも益々ご活躍下さい。いつもありがとうございます。
●西岡より：いつも楽しいお便りありがとうございます！
！カイ
ロは社員一同の温かさで作りました(笑)それは冗談ですが、
そのくらいの気持ちとともに社内報に同封しております！使っ
てください。
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。
これから
も、小泉さんがご活躍されるのを楽しみにしています。お身
体にはお気を付け下さい。
これからもよろしくお願いします。

内緒の独り言にまで 社長様 社員の皆様
コメントを頂きまして有難う御座いました。
八尾さんＳ社に来られた時 声をかけて頂
ったです。
1年分の請求書が届きました。又1年働かせて
頂けるのですね。
感謝 感謝 感謝です。 体調を崩さないよ
うに頑張ります。

◇◇◇中島早美子さん◇◇◇
●社長より：中島さん、いつもありがとうございます。
メッセー
八尾さん、いつもご指導有難うございます。 ジが貼ってあったんですね、気遣いが嬉しいですね。腰を痛
トイレの黒ずみが少しづつ消えてとても嬉し めないように、引き続きよろしくお願いします。感謝です。
かったです。
これからも頼りにしています。宜し ●山崎マネージャー：中島さんいつもありがとうございます。
くお願いします。
それからカイロありがとうご メッセージ有り難いですね。あと少し寒い日が続きますので
ざいました。早速貼らせて頂きます。
体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。中島さん
---現場であった嬉しい事--先日事務所のゴミ集めをしていたらゴミ箱に も体に気を付けて、
これからも頑張ってください。
「重たいけどよろしく」
とのメッセージを書いた ●八尾より：日頃の努力が報われ、
この度は気になる箇所の
紙が乗せてありました。その気遣いが嬉しか 作業追加おめでとうございます。
これも一重に日々の努力あ
ったです。
ったからこそ！こちらの方こそこれから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：中島さんのお便りを読んで私も嬉しくなりました
！いつも朝早くから頑張っている中島さんだからこそ従業員さ
んは気遣いたくなったのではないでしょうか(*^-^*)
これからもよろしくお願いします。
●金田より：中島さんお便りありがとうございます。お気遣い
大変嬉しいですね。いつもありがとうございます。
◇◇◇柏村京美さん◇◇◇
●社長より：柏村さん、いつもありがとうございます。大変でし
八尾さん、先日はお電話をして、
トイレが詰ま たね何かあれば遠慮なく連絡ください感謝です。
った事をお電話で話してすぐに対応して下さ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：柏村さんいつもありがとうございます。
ってありがとうございます。
お困りごとはいつでもご連絡下さい。
次の日山中さんが来られてトイレの修理をし ●加藤リーダーより：迅速なご連絡ありがとうございます。
こ
て頂いて、山中さんが帰られて次の日にはト れからもよろしくお願いします。
イレが流れるように直っていました。山中さん ●八尾より：日頃からよく詰まるのを懸命に改善して頂き、
こ
ありがとうございました。
ちらの方こそ感謝しております。迅速な相談が嵩じた事！これ
西岡さん注文の資材届けて頂きましてありが も柏村さんのお陰で成り立っております。
これからもどうか
とうございます。
よろしくお願い致します。
---現場であった嬉しい事--●西岡より：いつもありがとうございます！トイレが詰まると
トイレが詰まり大変でした。
自分で一生懸命に ものすごく焦ってしますのと困りますよね(*̲*;)困った事があ
やっても出来ないのでベルの八尾さんに電話 ればいつでもご相談ください！
をして次の日山中さんが来てくださって私は ●金田より：便りありがとうございます。お困りごとがあれば
一安心しました。電話して良かった。
遠慮なくお電話してください。

ご意見 ／ 改善・提案

お 返 事

●社長より：吉本さん、いつもありがとうございます。健康に
◇◇◇吉本重子さん◇◇◇
充分留意して、
これからもよろしくお願いします。感謝です。
いつもお世話になっています。
八尾さん１９日は朝早く電話して休むことに ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：吉本さんいつもありがとうございます。
これからも体に気をつけて宜しくお願いします。
なりすみませんでした。
会社にも大変迷惑をかけてしまいました。 ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。体調はい
西岡さん、２月１２日ナノソイとゴム手袋あり かがですか？いつもお元気な吉本さんなので、驚きました。
これからもお身体ご自愛ください。
がとうございました。
●八尾より：いえいえ、気になさらないでください。大きな事
にならなくてよかったです。
あまり無理されずに！これからも
どうかご自愛の上、
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：吉本さん、お身体の方はいかがでしょうか？吉本
さんの事聞いたときは心配しました。
あまり無理されませんようにしてください。
●金田より：吉本さん、お便りありがとうございます。寒の戻り
で体調を崩しやすい気候ですので、お気を付け下さい。
いよいよ、春ですね。
◇◇◇武田佳子さん◇◇◇
●社長より：武田さん、
こんにちは全社員大会遅れるんです
今回も又カイロありがとうございます奥社長 ね、遅れても是非参加してください。お気をつけてお越し下
様にはいつも良くして頂いていますのに4月16さいね、楽しみにしています。
日のことですが仕事がどうしてもありまして17 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：武田さんいつもありがとうございます。全社
：00〜19：00の時間でよろしいでしょうか。
員大会を楽しみにして頂き、嬉しい限りです。お待ちしており
いつもすみません。無理を言いまして今年このますのでお気をつけてお越し下さい。
日は楽しみです。お友達ともあえますので大会 ●加藤リーダーより：ありがとうございます。武田さんとお会
は奥社長様には感謝しております。
いできるのを楽しみにしております。
●八尾より：いつもご丁寧にありがとうございます。全社員大
会17：00〜承りました。
ご参加お待ちしております。
●西岡より：いつもお便りありがとうございます！全社員大会
は私たちも楽しみにしています！武田さんと同じく１年に１
度皆様に会える最幸の時間ですから！
！武田さんのこと首を
長くして待っています！
！(^̲-)-☆
●金田より：武田さん、お便りありがとうございます。全社員
大会ですが、お忙しい中ありがとうございます。お会いでき
るのを楽しみにしています。
◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
●社長より：岩永さんいつもありがとうございます。創意工夫
カイロまたまたありがとうございます。つかわ して清掃をしてくれてますね。
どうぞよろしくお願いします。
していただきます。
感謝です。
八尾さん先日は点検ありがとうございます。 ●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。
いつも喫煙所の高い所の掃除をしていただき 気になるけど自分で出来ないところやわからない事は遠慮
ましてまた資材を持ってきていただきました。なく本社へご連絡下さい。今後とも宜しくお願いします。
英和ビルのポストの上はフラワモップで掃除 ●八尾より：いつもありがとうございます。ポストの上はなか
をするようにしました。
なか気づかない場所かとは思いますが、気に掛ける事で対
外の階段は下の方がよごれるのですみの方ま 応は可能かと(^^♪口うるさいようですが、
どうかよろしく
できをつけて掃除するようにします。
お願い致します。
作業日報同送します。
●西岡より：岩永さん！いつもありがとうございます！ポストの
上は・
・
・どうしても忘れがちになってしまいますよね・
・
・。見
えにくいところなので。見えにくいところを作業するのはなか
なか大変ですが、
よろしくお願いします。
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。綺麗に
しようと色々と考え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。

ご意見 ／ 改善・提案

◇◇◇中田豊さん◇◇◇
社長様
スタッフの皆様日頃なにかとお世話になって
います。
日々のお仕事お疲れ様です。
本社 大橋様、西岡様
資材注文、マイクロファイバー、
ゴム手袋を自
宅まで郵送して頂き有難う御座いました。
八尾様
水カキの道具でベランダの屋根も美しくなり
ました。有難う御座いました。
津田様
日々のサポートお疲れ様です。
金田様
多数の現場のお仕事に大変だと思いますが
健康維持をして頑張って下さい。又近くの現
場へ来られた時、私の現場に元気な姿を見
せて下さい。

お 返 事

●社長より：中田さん、いつもありがとうございます。全社員で
お会いできること楽しみにしてます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中田さんいつもありがとうございます。
みんなへの気遣い感謝です。
●加藤リーダーより：いつもご丁寧にありがとうございます！
中田さんも身体に気をつけて頑張ってください。
●八尾より：いつものことながら(*^^*)お言葉ありがとうござ
います。先日は資材誤ったものをお持ちし申し訳ありません
でした。
●西岡より：いつも中田さんのご活躍をぶりを聞いておりま
す。社員の事まで気遣ってくださりありがとうございます。中
田さんもご自愛ください。
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。
また、
メ
ッセージも頂きありがとうございます。中田さんも、体調を崩
されませんようにお気をつけください。

●社長より：宮本さん、
メッセージありがとうございます。ほっ
◇◇◇宮本静代さん◇◇◇
こり
しました。
これからもよろしくお願いします。
資材注文書用紙、誕生日の皆様の暖かいメッ
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：宮本さんいつもありがとうございます。誕生
セージがとてもうれしかったです。
日喜んで頂けて良かったです。
素敵な１年になりますように。
休みの気づかいの言葉をかみしめながら又、
●加藤リーダーより：おめでとうございます。
これからも優し
1年頑張たいと思います。
く元気な宮本さんでいて下さい！
宜しくお願いします。
●八尾より：改めておめでとうございます。公私ともにお忙し
いとは思いますが、
どうかご自愛の上、
これからもご活躍下さ
いますようにお願い致します。
ありがとうございます。
●西岡より：宮本さん、改めておめでとうございます。思い出
に残る１年にしてください！
●金田より：宮本さんお便り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！これからも宜しくお願いします。
◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
●社長より：奥田さん、いつもありがとうございます。気持ち
社長様スタッフの皆様お世話になっています。
よく挨拶がかわせるって最高ですね。
コミニケーションが良
前日電球新しいのを取り替えていただき、
ト いところって犯罪も起きないんですよ。
イレが明るくなりました。又、2点頼んでいた いい環境をお作り頂いたのですが、お客様のご都合で物件
物も持って来ていただきありがとうございま の売却となり。
した。又、
カイロは送っていただいてありがと この物件での仕事の継続が不可となりました。
うございました。寒い日にも使わせていただ 誠に、申し訳ございません。ぜひ、他の現場を対応してもらい
きます。本当にいつも気を使って頂き感謝し たいと、切に願います。
ています。皆様お体御自愛ください。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：奥田さんいつもありがとうございます。
心暖まる話をありがとうございます。
まだまだ寒い日が続き
---現場であった嬉しい事--ますので奥田さんも体ご自愛下さいね。
清掃中に小学生の女の子が「おはようござい ●加藤リーダーより：いつもありがとうございます。奥田さん
ます」
と挨拶してくれた。
の人柄ですね、素敵なお話をありがとうござます。
この度は残念でなりま
知らないお子様だったので、驚きました。慌て ●八尾より：色々お世話になりました。
て
「行ってらっしゃい」
と言ったら
「行って来ま せん。
どうかお身体ご自愛の上、お元気にお過ごし下さい。
す」
と挨拶が返って来ました。
●西岡より：奥田さん、いつもありがとうございます！挨拶が
返ってくるのは本当にうれしいですよね！
！これからも奥田さ
んらしい気持ちのいい挨拶をし続けてください！ありがとう
ございました。
●金田より：奥田さんお便りありがとうございます。今後のご
活躍をお祈り致します。
どうかお身体にお気を付け下さい。

ご意見 ／ 改善・提案

お 返 事

●社長より：中田さん、
うれしいメッセージありがとうござい
◇◇◇中田和生さん◇◇◇
ました。
いつも支えていただき私たちが安心しておれるも中
社長様ベルの皆様いつもお世話になります。
まだまだ寒いですね。
カイロを二度も送っ下 田さんが頑張ってくれてるからです。ありがとうございます。
カイ
さって有難うございます。仕事場が山の方な ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中田さんいつもありがとうございます。
ロ役立てて嬉しいです。
今後とも宜しくお願い致します。
ので助かってます。皆と違って寒がりで毎日足
●加藤リーダーより：メッセージありがとうございます！色々と
の裏、背中に貼って頑張ってます。梅の花が白、
ご苦労もおかけしますが、
よろしくお願いしますm(̲̲)m
ピンクとあちらこちらと咲いています。
これか
らは、桃の花、桜と次々と咲き暖かい日がもう ●八尾より：山の上は？特に寒さが厳しい(◎̲◎;)でしょうね
すぐですね。空気もおいしくていい所です。洗 。春はもうすぐですよね。暖かくなるまで後少し！お誕生日プ
剤も早く送って下さって有難うございました。 レゼント喜んで頂けて良かったです。ありがとうございます。
助かりました。ハガキ、
うれしかったです。皆様 ●西岡より：花が季節を教えてくれるのですね！良いですね！
に感謝しながら楽しく働いて行きたいと思い 社員の方は花粉症という名の春がが季節を教えてくれていま
す(笑)本社がある東大阪も山に近いです！また機会があれば
ます。
お立ち寄りください！
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。いよいよ
春かなと思いきや、寒の戻りでまた寒くなりましたね。
これか
らも、
よろしくお願いします。

◇◇◇榎本とし子さん◇◇◇
いつもお世話になり有がとうございます。
そし
て、ホカロン・エプロンも有がとうございまし
た。
どちらも重宝します。事務員さん達は色も
かわいいしシェフみたいでいいんじゃないで
すかとの事です。

●社長より：榎本シェフ、
これからも頑張ってください。
よろし
くお願いします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：榎本だんいつもありがとうございます。お元
気ですか？またお会いする日を楽しみにしています。体に気
をつけて頑張って下さい。
●加藤リーダーより：気に入って頂けたようでなによりです。
これで濡れ仕事もへっちゃらですね。
これからもよろしくお願
いします。
●八尾より：エプロン、榎本さんのように可愛らしいピンクで
チョイスしたのが良かったのでしょうね。心労が重なってい
るかと思いますが、
どうか心強く！この苦難を乗り越えて頂け
ればと思います。いつもありがとうございます。
●西岡より：事務員さん方が可愛いと仰られるということは
きっと榎本さんに似合っているのでしょうね(^̲-)-☆
●金田より：榎本さん、お便りありがとうございます。
シェフの
ように見られるのは素敵ですね！愛用して重宝して頂ければ
幸いです。
これからもよろしくお願いします。

●社長より：田中さん、ほんとに残念ですが健康が1番です。
◇◇◇田中眞由美さん◇◇◇
ありがとうございました。元気になられたら
この度は、体調の事とはいえ突然の退職、大変 ご自愛ください。
また連絡くださいね、
お待ちしてます。
ご迷惑をおかけしました。申し訳ございません
とても残
でした。奥社長、加藤さん、八尾さん、西岡さん ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：田中さんありがとうございました。
スタッフの皆さん、一年あまりでしたが大変お 念ですが早く元気になっていつでも帰ってきて下さいね。
また元気な田中さんの
世話になりました。ありがとうございました。 ●加藤リーダーより：早く良くなって、
笑顔を見れるのを心待ちにしております。本当にありがとう
きれいなお花ありがとうございます。
ございました！
●八尾より：早く元気になられますように祈っております。元
気になったら(^^)/また戻ってきてくださいね。
こちらこそお
世話になりました。ありがとうございました。
●西岡より：本当に今まで休まず対応してくださりありがとう
ございました！早く元気になってください。
またどこかで見か
けたらお声がけください！
！
●金田より：田中さん、ありがとうございました。身体が大事
になので、
どうかご自愛ください。今まで本当にありがとうご
ざいました。
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◇◇◇喜能里子さん◇◇◇
●社長より：喜能さん、お便りありがとうございます。寒そうで
今日
（3月1日）10時頃パラパラとかわいらしい すね。風邪など磨きまくって心も晴れ晴れにしてくださいひか
雪が・・・すぐにやんだので降ったとは言えない す。
どうぞよろしくお願いします。
です。昨日は、カイロをありがとうございました。●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：喜さんいつもありがとうございます。お菓子
寒さはまだまだ去りそうにもありませんがかぜ 美味しく頂きました。
またお伺いしますのでその時は宜しく
もひかず元気です。
お願い致します。体に気をつけて頑張って下さい。
先日は加藤さんに洗剤を届けていただきまし ●加藤リーダーより：お伝えしたことをしっかりと実行して下さ
た。汚れの所にスプレーしてしばらくしてから り、ありがとうございます！なかなか思ったようにはいかない
タワシで磨いています。だいぶきれいになった かもしれませんが、私も知恵を絞りますので、宜しくお願いし
ようですが・・・晴れた日はきれいに見えるので ます！
すが。曇りの日にはきれいに見えません。
●八尾より：山の上！まだ雪がですか？今年は寒暖差が激しい
今、
こんな状態で頑張っています。
のでどうかお風邪など召されませんように！
●西岡より：そちらはまだ雪が降るほど寒いのですね・・・。早
く春が来てほしいものです・・・(*´Д｀)
●金田より：喜能さん、お便りありがとうございます。もうすぐ
春ですが、
まだまだ寒さが残っていますね。体調を崩されませ
んように、お気を付け下さい。
◇◇◇田所真理子さん◇◇◇
●社長より：田所さん、いつもありがとうございます。感謝です。
2月18日、モップの替え青色とハンド掃除機フ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：田所さんいつもありがとうございます。
ィルターありがとうございました。カイロありが 喜んで頂きこちらこそありがとうございます。
とうございました。
●加藤リーダーより：ありがとうございます。お変わりないです
か？またお会いできるのを楽しみにしております！
●八尾より：いつもありがとうございます。お困り事など今は
ございませんか？何かあればいつでもご連絡下さいませ。
●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：田所さん、お便りありがとうございます。何かお困
り事があれば遠慮なくお知らせ下さい。
◇◇◇北村恵子さん◇◇◇
ガラスに貼り紙したセロテープのあとが残り
きれいに取りのぞく事が出来ません。
何か良い方法はありませんか？

●社長より：北村さん、連絡ありがとうございます。方法はあ
りますのでこのように、連絡くださることが解決の道です。
ありがとうございました。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご相談ありがとうございます。やり方は色
々ありますので一度確認にお伺いしますね。
●八尾より：一度現場確認に参ります。硝子は玄関の扉でしょ
うか？お知らせ下さり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。又何か困った事が
ございましたらお知らせください。
●金田より：北村さん、お便りありがとうございます。

◇◇◇杉原豊子さん◇◇◇
カイロありがとうございました。

●社長より：杉原さん、
ありがと感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：杉原さんいつもありがとうございます。
カイロで暖まって下さい！
！
●八尾より：ご丁寧に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：いつもありがとうございます。
もう少しで春です
が、
まだまだ寒い日がありますのでご自愛ください！
●金田より：杉原さん、お便りありがとうございます。
これから
もよろしくお願い致します。
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◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：報告ありがとうございました。ほっこりするお話
社長様ベルの皆様いつもお世話になっており ですね。引き続きよろしくお願いします感謝です。
ます。毎回カイロ送って頂きありがとうござい ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。
カイロ喜んで
ます。
頂きありがとうございました。缶コーヒー良かったです。あと
心も身体も暖かくなりました。
少し寒い日が続きますが体に気をつけて頑張って下さい。
これからも頑張りますので、
よろしくお願いし ●加藤リーダーより：ありがとうございます！また、嬉しいご
ます。
報告ありがとうございます。
西岡様
●八尾より：ご報告ありがとうございます。結局ご旅行はどう
先日はお休みの事でご迷惑おかけしました。 なりましたか？何かありましたらご遠慮なくお知らせ下さい。
八尾様
●西岡より：お久しぶりです！おげんきでしょうか？全社員大
消火器ですが各階新しいのに全部取り替えら 会でお会いできるのをとても楽しみにしています！又、お休み
れました。
の日程が決まればご連絡ください！
---現場であった嬉しい事--●金田より：お便りありがとうございます。お客様からの缶コ
先日お客様から缶ｺｰﾋｰを頂きました。仕事帰 ーヒーは嬉しいですね！グッドニュースをお知らせ頂きあり
りにさっそくご馳走になり、
まだ暖かくてとても がとうございます。
これからもよろしくお願いします。
おいしい缶コーヒーでした。
お客様のお心遣いに感謝申し上げます。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
カイロを頂きましてありがとうございます。
また、いつもみなさんにお言葉を頂きまして
ありがとうございます。

●社長より：お礼のメッセージありがとうございました。
●山崎マネージャー：いつもありがとうございます。春まであ
と少し。体に気をつけて頑張って下さい。
●八尾より：ご丁寧に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：お便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：お便り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。

◇◇◇佐藤よし子さん◇◇◇
すいませんが封筒が5枚しか入っていません
でした。前回の請求書用紙が２枚たりません
でしたので今回の分を使いましたのでよろし
くお願いします。

●社長より：佐藤さん、
ご心配かけてしまいすいません。いつ
もと違うならばこちらからちゃんとお伝えすべきですよね、
配慮が足りませんで申し訳ありませんでした。連絡、ありがと
うございました。
また何かあれば遠慮なく連絡ください。
感謝です。
●八尾より：封筒の期限が途中切れる為、今回は5枚のみに
しております。請求書は2枚次回社内報に同封いたしますで
す。
ご連絡ありがとうございます。
●西岡より：報告ありがとうございます！又何かございました
らご連絡ください！
●金田より：お便りありがとうございます。お困り事などあり
ましたら遠慮なくお知らせください。

◇◇◇大西信義さん◇◇◇
請求書を送る封筒が5枚しか入っていません
でした。1年分7枚足りません。

●社長より：大西さん、連絡ありがとうございます。
こちらの
配慮が足らず、すいませんでした感謝です。
●八尾より：封筒の期限が途中切れる為、今回は5枚のみに
しております。社内報内に案内をしたのでわかりずらかった
かもしれません。
ご連絡ありがとうございます。
●西岡より：ご連絡ありがとうございます！
●金田より：ご連絡をしていただきありがとうございます。体
調はいかがでしょうか？寒の戻りで気温の差が大きいので、
お身体ご自愛ください。

2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
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
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
松山 京子
前川 悦子
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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㈱ベル 全社員大会
第 25 期経営方針発表会について
いよいよ近づいて参りました、全社員大会！！
懇親会の時に同席したい方がいらっしゃる場合は４月５日までに本社へ
連絡をお願いします。ＥＳアンケートに記入して頂いても結構です。
当日の変更はお受けできませんので宜しくお願いします。

日付：４月２日(土）
時間：１９：００〜
場所：本社事務所（東大阪市吉田下島14-7）
持物：何か一品（その変わり会費は無料です。
）

ご参加して下さる方は本社、
または事務所まで
ご連絡ください。
（本社電話番号：０７２-９６１−７１７１）
ご参加下さる方にはお電話で詳細をお伝えします。
ギリギリの告知になり申し訳ございません。
たくさんのご参加お待ちしております。

資材注文表及びＥＳアンケートについて

２０１６年４月から２０１７年３月分の資材注文表とESアンケートを同封します。
返信用封筒について

前回返信用封筒を８月までの５ヶ月分同封しました。１２ヶ月分入ってないよと言う
声を頂きましたが、８月で期限が切れるので問題ありません。(前回も説明書きあり）
逆に間違って5ヶ月分以上入っていた方が、もしいらっしゃった場合は、各自で必ず破
棄をお願いします。
（期限が切れると使用できません！）

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、くれぐれも個々の担当者への
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。

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。

ٻ፦ᣃ
ឯԛ⇾Ⅺↁ→↿ⅷ↊↋Ⅲ
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【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

ȡȳǿȫȘȫǹǱǢƷƝకϋ
ǻȸȕȆǣȍȃȈƸŴǫǦȳǻȩȸŴࡰᜱٟŴᆋྸٟƳƲƷܼᧉݦᨼׇưƢŵ
ǫǦȳǻȪȳǰǍǢȉȐǤǹǛƠŴपǈʙǍǓƝƱƷᚐൿǛૅੲƢǔǷǹȆȠưƢŵ
ƲƷǑƏƳϋܾưǋƔǇƍǇƤǜŵƜƜɟሖƴႻᛩƢǕƹƍƍǑƏƴƳƬƯƍǇƢŵ
៲ᡈƳႻᛩႻƱƠƯŴǇƨŴɧǍǤȩǤȩƷƸƚӝƱƠƯƝМဇɦƞƍŵपǈʙ
ǍǹȈȬǹƸžƏƭ၏ſƷΨưƢŵ
Əƭ၏Ʒʖ᧸ƷƨǊƴǋपǈǍǤȩǤȩǛӻƖЈƠŴǹȈȬǹႆƠǇƠǐƏŵ

ȻǨȕǢȳȉǨȠ
Ǎ ƞ Ơ Ƙ ႆ 
ଐᲫᲪ᳸ᲬᲫųઃ࠘ᩓᛅŴ
会員専用のため、電話番号等の詳細をＨＰに掲載できませんので
ႻᛩᩓᛅဪӭᲴųų0120-8349-83 ୴םᲫᲪ᳸ᲫᲲų᳂Ɣǒǋ᳅Მ
こちらのスペースを見えなくしています。ご了承下さい。

ႻᛩဇȡȸȫǢȉȬǹᲴsoudan@safetynet.co.jp
ႻᛩƸ૰Ŵᩓᛅ૰ǋ૰ưƢŵǫǦȳǻȩȸƱƷ᩿ᛩǋưƖǇƢŵᲢ૰Უ
ƬƨǒŴपǜƩǒŴᐃƕᇌƬƨǒŴࢊ᪦ƕӻƖƨƘƳƬƨǒŴᩓᛅƠǇƠǐƏŵ
˟ՃᚰଢƷໝŴᩓᛅȷȡȸȫƷᨥžఇࡸ˟ᅈșȫſƱᚕƬƯᲢƍƯᲣ᪬Ɩ
ǇƢƕŴ˟ᅈǁƷᡲዂƸƋǓǇƤǜŵ
ܣᅼ፯ѦǛӈܣƠǇƢƷưŴѮѦέƴǕǔƜƱƸዌݣƴƋǓǇƤǜƷưŴƝ࣎ܤ
ƘƩƞƍŵ

◎西岡からの1ポイントアドバイス！！◎

イラストのようにガラスやステンレスに、拭き跡が残ってしまって
困ったことはありませんか？
通常、1度目は濡れたクロスで汚れを拭きあげて、２度目に乾いた
クロスで拭きあげ仕上げます。
実はもう一つ時短に繋がる良い方法があります。
（西岡ポイント！！）
☆時短に繋がるクロスの作り方☆
１） ２枚クロスを用意します。
２） 1枚を濡らして固く絞ります。
３） 乾いているクロスと重ねて、もう一度固く絞ります。
以上で、2枚の半乾きクロスのできあがり！

※半乾きと生乾き（時期や干す場所によって、洗濯をして干したが、
乾ききらず湿っている状態）は違います。生乾きは臭いや菌のもとに
なるので絶対に間違わないでください。

平成28年10月31日まで
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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。

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？

河内局承認

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

↓↓会社へ、社長へのご意見ご要望はこちらから↓↓
ダイレクトメール
を送ろう！！！

Ｇｏｌｄ
9. ご質問とご要望への対応

We are Basic

Ｓｔａｎｄａｒｄ
ver.1.2006

ベーシック

お客様からのご質問には、的確にお答えします。間違った情報はお客様を迷わせ、不安（不満、
クレーム）につながります。
「わからない事」は、知っているふりをせず、すぐにお調べしてお答え
します。お客様からのご要望には、
｢はい、喜んで｣の精神で対応します。速やかに検討し、出来ない
場合はその理由を説明すると共に、別の提案を行います。
全社員が保持しているゴールドスタンダードは、ベルの理念やサービスの基本精神が明示され、
最も大切な価値基準となっています。

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
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皆様にとって良き事が雪崩のごとくおきますように♪

4月

喜 能里子 榎本 とし子 黒田 華世
田中 道子 佐藤 よし子 春山 邦子
金谷 まり子 塩田 幾子 朱牟田 友代

紹介制度のお礼とお願い
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。

制作者後記
春がだんだん近づいてきていますね。朝晩暗かったのが、少しずつ長くなり、太陽が
当たっているとぽかぽかと暑い日もあります。私が待ちに待った季節ですが、なんと
言ってもこの時期は花粉に悩まされます。鼻水や目の痒みはまだ100歩譲って諦めると
して、頭痛と眠気は何とかしてほしいものです。頭がぼうっとしてなかなか制作物が
発行者
制作者
進みません。毎年色々な予防薬や薬が出てきていますの
で、試して自分にあったものを探して乗り越えていくし
かないですね。いよいよもうすぐ全社員大会です。みな
さんの顔を見るのを楽しみにしています。 山崎 知子
奥 斗志雄
山崎 知子

