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３月は花粉にも寒さにも負けずに頑張りました。
社長はマスクと眼鏡で花粉対策をしながらです。
皆様今月もありがとうございました。
次のボランティア清掃の時は暖かいといいのにな〜
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◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
今年も誕生日のお祝い届きました。有難うご
ざいました。
奥社長様、大文字のメッセージを開けて！
！
感謝しています。人魚姫の山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ様、キ
ン肉マンの加藤リーダー、魔法使いの八尾さ
ん、ピーターパンの西岡さん、金太郎の金田
さん、素敵なメッセージと毎年心穏やかにな
るメッセージ入りの大判ハンカチお気にいり
です。ありがとうございました。
1月生まれの、
奥社長、田口さん、大橋ﾘｰﾀﾞｰ、加藤ﾘｰﾀﾞｰ、金
田さん、美都里ﾘｰﾀﾞｰ、中明常務お誕生日おめ
でとうございます。
2月生まれの、
西川さん、奥さん、お誕生日おめでとうござい
ます。
社長 私のアンケートの答えを直接お電話で
お答え頂きまして有難うございました。
健診のコピーとＳ社の2016年度営業日カレ
ンダーを送ります。

உЎ
Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：小泉さん、なんと予知夢ですか凄いですね。最
優秀キーパー賞の受賞おめでとうございます。心より、お祝
い申し上げます。素敵なお客様に支えられ、かわいがられて、
幸せいっぱいですね。感涙と感動、
そして感謝です。
●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。最優
秀本当におめでとうございます。お客様のお心遣いに驚き
ましたし、本当に小泉さんのことを大切にして頂いていると
改めて感じさせて頂きました。感謝感謝です。
また写真やＤＶＤが出来ましたらご家族の方、お客様に改
めてお渡しさせて頂きますので宜しくお伝えください。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：おめでとうございます！筋肉マン分かって
いただいて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！
●八尾より：いつもありがとうございます。感性の高さゆえ？
いつもお心遣い感謝しております。
これからもどうかよろしく
お願い致します。
●西岡より：いつもありがとうございます。すごい夢を見たの
ですね。
もしかしたら社長が明日は小泉さんに電話しようと
強く思っていたのが届いたのかもしれませんね（笑）
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。来期の
お誕生日カードも新しくバージョンアップしていますので、
また楽しみにしててください！

内緒
社長からお電話頂く前の日曜日、社長が私を
探しているよと聞こえました。
ええ私の頭が重くて起きられないわと言いな
がら。そこで目が覚めました。私の夢の中でし
た。そのとき社長になにかあったのかなと一
瞬思いました？
今回お電話を頂きまして納得しました。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：ほんと、
そうですね。
「感謝」の反対の言葉が「当
お誕生日のプレゼント、
メッセージありがとう たり前」
です。
ございました。お誕生日にこうして祝ってくだ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつも温かいお言葉ありがとうございます。
さる事、本社の皆様は普通に”当り前”のように 元気になりますし、
あ〜そんな風に感じてくれる人もいるの
してくださっていますが、
これは決して当り前 だと、
とても嬉しく感じます。
これからも宜しくお願いします。
の事でも普通の事でもなくすごーくありがた ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。確かにおっしゃる通
く改めて感謝の心を強く持ちました。
りですね、
これからも一人一人を大切にしていきたますね。
”他社”では、社員さん同士でも
「誕生日やて ●八尾より：お互い様ですよね？いつも社員ひとりひとり忘れ
お互い知らんよッ！」
って所いっっっぱいある ることなくメッセ頂いておりますこと、いつも感謝しておりま
のではないでしょうか。
す。本当にお心遣い、優しさ、いつも見習わなければと思って
そんななか”めんどくさがらず”クリーンキー おります。
これからもどうかよろしくお願い致します。
パー1人1人を大切にしてくださりありがとう ●西岡より：こちらこそ社員の誕生日を覚えて毎月メッセー
ございます。
（笑）
ジを送ってくださり本当に嬉しく思います(●´ω｀●)
当たり前にしていますがそこには心がこもっています。
喜んで頂けたのなら幸いです(*^-^*)
改めておめでとうございます。良い１年になりますように♡
●金田より: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、
よろしくお願いいたします。
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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いま
す。
日々のお仕事お疲れ様です。来月社員大会を
楽しみにしています。お世話になりますが宜
しくお願いします。
八尾様
加美長沢北高層住宅3棟の現場まで忙しい最
中資材注文トイレ用モップ替糸（赤色）を持参
して頂き有り難う御座いました。
加藤ﾘｰﾀﾞｰ
所属住所を今月から訂正します。従来長沢東
と記載していましたが加美北です。御了承の
程宜しくお願い致します。
---現場での変化や気付いた事--加美北長沢北高層住宅第3棟
3月3日
（木）曜日
東側・西側のスロープに手摺りを業者の方に
より設置されました。
後日ペンキ塗りをされました。

●社長より：中田さん、全社員大会でお会い出来てうれしか
ったです。引き続き、
よろしくお願いいたします。
●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。毎年
楽しみにして頂き、私達もやりがいがあります。
またご苦労を
おかけする季節がやってきましたが、宜しくお願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご報告ありがとうございます。
また全社員
大会の参加もありがとうございました。
これから暑くなって
きますが、お体に気を付けて下さい。
●八尾より：いつもありがとうございます。足の調子は如何で
しょうか？春は春で散乱する草花の対応もあり、
ご負担をお
掛けしますが、
どうかよろしくお願い致します。
●西岡より：中田さん、全社員大会お会い出来嬉しかったで
す。中田さんとお会いできるのをとても楽しみにしていたの
ですが、あまりお話しできず申し訳ございませんでした。
次回お会いした時は沢山お話して下さい！
●金田より:中田さん、お便りありがとうございます。
また、毎
月トリプルアップの提案も丁寧に記入して頂きありがとうご
ざいます。お困り事がありましたら、遠慮なくお伝えください。

◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
社長賞をいただき本当にありがとうございま
す。今月は誕生日プレセントもいただきまして
みなさんからのメッセージも社長さん、山崎
さん、八尾さん、西岡さん、金田さん本当に色
々なことばをありがとうございます。
会社の年間カレンダーを同送します。

●社長より：今後もいい仕事をお願い致します。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：岩永さん、社長賞もお誕生日もおめでとうご
ざいます。良いスタートになりましたね。次回の誕生日はさら
にバージョンUPさせますのでお楽しみに(^^)/
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。暑くなります
が、お体ご自愛下さい。
●八尾より：改めておめでとうございます。
こうしてまたお祝
いできる事有難く感じます。
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：社長賞おめでとうございます。全社員大会の時は
ありがとうございました！次お会いするときは約束の写真を！
！
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。社長賞
おめでとうございます！益々のご活躍を期待しております。

●社長より：引き続き、
よろしくお願いいたします。お礼のメッ
◇◇◇金好節子さん◇◇◇
いつもお世話になります。
セージ、ありがとうございました。
先日、外出して帰って来たらポストに不在票が ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：金好さんいつもありがとうございます。サプ
入っていました。届けてもらって開けて見ると ライズ成功ですね(笑)これからも体に気をつけて宜しくお願
誕生日プレゼントとメッセージカードが入って いします。
いました。
まだ働かせて頂いて1年もたってな ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：改めておめでとうございます！喜んで頂け
いのにびっくりしました。本当に有難うござい て何よりです。
これからもよろしくお願いします！
ました。皆様これからもよろしくお願い致しま ●八尾より：おめでとうございます。喜んで頂けてうれしい限
す。
りです。
どうかこれから末永くお付き合いの程、
よろしくお願
---現場であった嬉しい事--い致します。いつもありがとうございます。
今日3月31日正門横の桜の木が見頃でとても ●西岡より：改めておめでとうございます！メッセージカード
きれいでした。
を喜んで頂けてこちらも嬉しいです！桜がきれいだったので
すか！事務所の前の道も見事なものでしたよ。
ですが、散ると
掃除が大変ですけどね・・・(;´∀｀)これからもよろしくお願
いします。
●金田より:金好さん、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、
よろしくお願い
いたします。
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◇◇◇奥田美智子さん◇◇◇
●社長より：奥田さん、本当に大変お世話になりました。全社
社長様、
スタッフの皆様おせわになりました。 員大会への参加もありがとうございました。違う現場でと願
3/10の誕生日プレゼントと寄せ書きをいただ いましたが、奥田さんの考えを尊重するしかありません。
さみ
きありがとうございました。今回で終わると思 しくなります。感謝です。
うとうれしさとさびしさが一緒になり複雑な ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：奥田さん、本当にありがとうございました。
気持ちです。
物件がなくなるとなった時は何とか他の物件が近くにないか
4年と4ヶ月ありがとうございました。
もっと
と探しましたが、結局ご希望に添えることが出来ずすいませ
長くベルさんで働きたかったです。
んでした。全社員大会にも参加していただき、感謝申し上げ
社内報もスタッフの皆様忙しいのに毎月発行 ます。いつまでも体に気をつけて頑張って下さい。何かありま
していただき毎月楽しみに拝見させて頂いて したらいつでもご相談を。
いました。年1回の全社員大会も楽しみに出 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：本当に長い 間支えて下さり、ありがとうご
席させていただき感謝の気持ちでいっぱい ざいました。奥田さんの苦労は今思い出しても大変だったと
です。今回で全部終わると思うと本当にさび 思います。
でも、テナントさんのことを第一に考えて行動され
しいです。八尾さんには色々御指導して頂き ている奥田さんはベルの誇りです。今までありがとうござい
有難うございました。病気で入院した時も皆 ました！
様に迷惑をおかけしました。本当にありがと ●八尾より：色々！いろいろ！本当にたくさんありがとうござい
うございました。
ました。
どうかこれからもお身体大切にお過ごしください。
3/31に八尾さんが来られて皆様の寄せ書きと ●西岡より：奥田さん今まで本当にありがとうございました。
ブーケを頂きびっくりしました。思わず涙が出 入社して私が初めて全社員大会に出席した懇親会で隣が
て来ました。本当に終わりまで色々ありがとう 奥田さんだったことを覚えています。緊張している私に沢山
ございました。社長様、
スタッフの皆様、御体 お話をし、沢山笑顔にしてもらったので今でも心に残ってい
御自愛なさって下さい。本当に感謝の気持ち ます。
もっともっと奥田さんとお話がしたかったです。東大阪
でいっぱいです。加藤さんにも次の会社につ に来られるときはベルの事務所に元気な御姿を見せに来て
ないで頂いて4/1より働く事が出来ました。有 下さい！
難うございました。大変お世話になりました。 ●金田より：大変残念ですが今まで支えて頂き感謝申し上げ
皆様お体に気をつけて毎日を送って下さい。 ます。
どんな時でもテナン様を最優先に作業されてる奥田さ
ベルさんで働かせていただき楽しい事がい んの姿を忘れません。ありがとうございました。
っぱいありました。本当にありがとうございま
した。感謝します。ありがとうございました。
---現場であった嬉しい事--テナント様に3/31で終える事を伝えるとさび
しくなると言われました。
4/1より続けて働かせていただく事になった
事を伝えると皆様に良かった又逢えるしきれ
いにしてもらえるからと言っていただきあり
がたかったです。
◇◇◇谷尾啓尹子さん◇◇◇
八尾さん
何時もお世話に成ります。
丁寧に教えて頂いているにもかかわらずなか
なか覚えられずごめんなさい。
しっかり頑張っていかなければと思っていま
す。
これからもよろしくお願いします。

●社長より：谷尾さん、
よろしくお願いいたします。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：谷尾さんこの度は新物件の担当ありがとう
ございます。感謝です。
これからも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お世話になっております。新しい現場には
慣れましたか？朝早くて大変かと思いますが、
これからもお
身体に気を付けてよろしくお願いしますm(̲̲)m
●八尾より：新たな現場での作業は気苦労が絶えないかとは
思いますが、
どうかご尽力の程お願い致します。何か不明点
や不安などあればいつでもお知らせ下さい。
●西岡より：谷尾さん先日はありがとうございました！お身体
の方は大丈夫でしょうか。
これからますます気温が上がって
きますので体調にはお気をつけください。
●金田より：谷尾さん、お便りありがとうございます。新しい
現場で慣れない作業もあると思いますが、お力添えをして
頂きありがとうございます。
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●社長より：多田さん、
ますます元気で、
よろしくお願いいた
◇◇◇多田静子さん◇◇◇
お世話になっております。過日にはバースディ します。
プレゼントやあたたかい気持ちにさせてくれ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：こちらこそいつもありがとうございます。多
まだまだお力
るメッセージまで頂きましてお礼がすっかり 田さんには長年ご協力頂いて参りましたが、
添えが必要です。
すいませんが宜しくお願いします(笑)
遅くなりごめんなさい。本当にありがとうござ
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます！多田さんと
いました。
これからもよろしくお願いします。
67才になった私をどうにかお役に立つのか もっとお仕事したいので、
●八尾より
：
改めておめでとうございます。
いつもいつもお
今は少し不安も正直いってあります。皆さんと
世話になってばかりです。
これからもどうぞご支援の程、
よろ
ご一緒に又、頑張って参りたい所存です。
しくお願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。3月分の日報を
同封しました。
とり急ぎ、お礼を申し上げます。●西岡より：多田さん、改めておめでとうございます。最近会
えていないのでさみしく思っています(´・ω・̀)またお会いで
きることを楽しみにしています。事務所に顔出して下さ〜い！
●金田より：多田さん、お便りありがとうございます。いつも
現場のサポートをして頂きありがとうございます。
これからも
よろしくお願い致します。
◇◇◇村井教子さん◇◇◇
お世話に成っております。
前回もカイロ頂き今回もありがとうございま
す。
この所、寒い日、暖かい日が交互に繰り返
される時季でもあり、私が一番いやな花粉の
時季でもあります。毎年の事ですが憂うつに
なります。
皆様頑張りましょう。

●社長より：ハイ!! 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：村井さん毎年花粉との闘いご苦労様です。
ほんとしんどいですよね。いつかなくなる日は来るんでしょう
か・・・。負けずに頑張りましょう！
！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。村井さんも
花粉症ですものね、今年も何とか乗り越えれそうなので良か
ったです。
●八尾より：今年の花粉状況はどのような感じでしたか？花
粉症の方々にとっては、春頃は少々難儀な限りですものね。
寒い日！暑い日！これからもどうかご自愛の上、元気に張り切
ってお過ごしください。
●西岡より：花粉症の方はつらい季節ですね。気候や花粉に
負けないで頑張ってください！
●金田より：村井さん、お便りありがとうございます。季節の
変わり目は気温の差がありますのでお気をつけください。
お身体を大事になさってください。

◇◇◇北川幸子さん◇◇◇
●社長より：北川さん、お気遣いありがとうございます。時期
2月3月と私事でお休みさせていただき申し分 を見て、少しでも早い目に手だてを打ちたいと思いますが、
ありませんでした。人手不足にもかかわらず、 立て込んだ行事のめどがつき次第、対応しますのでよろしく
手配していただき、応援に来て下さった西岡 お願いいたします。
さん、津田さんありがとうございました。大変 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：なかなか人が決まらずですいません。色々と
助かりました。
手を尽くしてはいるんですが。他に良いアイデアがないか日
生野も募集中ですが、朝が早いのと
（ケア、病 々クリーンサポートで話し合っております。今しばらくご協力
院）の清掃と言う事で”しんどい” ”大変”とい ください。宜しくお願いします。
う先入観があるのでしょうか仲々入って来ませ ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます！色々とご不
ん。慣れるとだれにでも出来る仕事だし、
メン 便と心配をおかけしてすみません、本当に早く人が採用でき
バーの皆さんは親切な人達ばかりで、
とても る事を切に願ってます。全社員大会も有難うございました。
働きやすい職場だと思います。早く頑張って ●八尾より：お心遣い感謝致します。早く人が配置できたらと
仕事をしたいという方の連絡がある事を祈っ は思うのですが、
ご負担をお掛けしておりますが、
どうかご支
ております。4/16の全社員大会の準備に毎日 援くださいますようお願い致します。
大変かと思います。
どうかお体に気を付けられ ●西岡より：いつもありがとうございます。なかなかいい縁に
て頑張ってください。
巡り合わずご迷惑をお掛けしています。
●金田より：北川さん、お便りありがとうございます。
またお気
遣い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。
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◇◇◇武田佳子さん◇◇◇
●社長より：武田さん、気配り心配りをコツコツと、小さく積み
3月30日メールボックスを開けましたらお誕 上げ心に花を咲かせましょう。
生日プレゼントがはいっていました。
とてもか 人が見てなくても、
自分が見ている、天が見ている。感謝です。
わいいハンカチです。
ありがとうございます。 ●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。お誕
奥社長様と社員皆様の今年もステキなメッセ 生日喜んで頂いて私達も嬉しいです。
ージを送って頂いて今年も頑張ろうと思う気 今後とも宜しくお願いします。
持ちになります。いろいろありましたがみんな ●八尾より：改めておめでとうございます。少しは気持ち？落
忘れて又1から頑張ります。奥社長様にはいつ ち着かれたようで何よりです。
これからもどうかよろしくお願
も感謝しております。
い致します。ありがとうございます。
話は変わりますが仕事のこと八尾様に色々教 ●西岡より：改めておめでとうございます！良い１年になりま
えて貰い仕事も楽にこなせます。2階男子ﾄｲﾚ すように。そして武田さんの気持ちはきっと誰かが気づいて
の中にモップ洗う所があります。モップが2本 くれていると思います。
これからもよろしくお願いします。
立ててありました。汚れていましたので元の場 ●金田より：武田さん、お便りありがとうございます。改めて、
所にもどしておきました。上六印刷さんの社員 お誕生日おめでとうございます。
また、現場の変化を教えて
様には言うていませんが私の気持ちがさせて いただきありがとうございます。些細な事でも構いませんの
いただきました。勝手にしましてすみません。 で、お知らせください。
4月1日朝行来ましたら社員様の机の場所が変
っている人があり、新しい社員様も来てました。
◇◇◇濱崎和子さん◇◇◇
●社長より：素敵な娘さんですね。
加藤さん他たくさんの方にお世話になりまし ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：濱崎さん楽しかったようで良かったです。お
た。
土産もありがとうございました。
娘も4年間ガンバッて資格を取りちょっと安心 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：おめでとうございます！濱崎さんの楽しか
しました。娘がお世話になりましたとハワイに ったお話を聞けるのを楽しみにしてます！
連れて行ってくれました。孫の事とか大変さを ●八尾より：おめでとうございます。娘さんが頑張れたのも
分かってくれてたのかと！
！孫と娘と行き楽しく 濱崎さんの力添えあったからからこそでしょうね。ハワイの
元気に行って来ました。有難うございました。 お土産美味しくいただきました。ありがとうございました。
●西岡より：ハワイ旅行のお土産ありがとうございました。美
味しかったです！娘さん資格取得おめでとうございます。
●金田より：濱崎さん、お便りありがとうございます。ハワイ
旅行を楽しんで頂けて何よりです。
◇◇◇波田紀子さん◇◇◇
---現場での変化や気付いた事--最近、駐車場の外廻り喫煙所を社員さんが
きれいに掃いておられますのでゴミや灰、
落葉等が少なくとても有難く思っています。

◇◇◇太田好子さん◇◇◇
今月もよろしくお願い致します。

●社長より：ほっこりするお便りですね。お掃除は、心を磨き
ます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：波田さんいつもありがとうございます。嬉し
いですね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は助けて頂きありがとうございます！
いつも感謝です！
●八尾より：お客様のちょっとした配慮、嬉しいですよね。
ちょ
っぴり心温まるお話？ありがとうございます。
●西岡より：少しの気遣いがすごくすごく助かる事があります
ね。波田さんを助けてくださる社員さんに感謝です。
●金田より：波田さん、お便り有難うございます。お客様の
心遣いありがたいですね。
これからもよろしくお願いします。
●社長より：太田さん、ありがとうございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：太田さんお仕事には慣れましたか？今後も
宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：こちらこそよろしくお願いします！
●八尾より：これからどうぞよろしくお願い致します。
●西岡より：こちらこそよろしくお願いします！
●金田より：太田さん、お便りありがとうございます。
また、お
困り事がありましたらお知らせ下さい。
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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
èʻƔǒႏѮចƷᘙᅆƕ٭ƴƳƬƯƍǇƢŵЭƸஉƝƱƴႏѮǛ
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ƔƔƬƯƠǇƏɥȟǹǋႆဃƠǍƢƍƨǊŴʻƔǒƸǋƱƴƠƯ࠰᧓Ʒ
ᨼᚘƱƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ
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岩永

さん

チヅ子

お客様からイエローカードが届きました。
弊社の一員の様に溶け込んでよくやっていただいてます。
岩永さんよりコメント
自分が楽しく仕事をさせて頂き本当にありがとうございます。
仕事場の皆様とも楽しく会話が出来て喜んでいます。みんなに喜んで
頂けるように頑張ります。
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全社員大会に不参加のキーパーさんへ
έଐ  உ  ଐƴŴᇹ  μᅈՃ˟ٻƕ͵ƞǕǇƠƨŵ
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同封冊子「感動物語 vol.4」について
μᅈՃ˟ٻưǋƓᣐǓƠƨžज़ѣཋᛖ XQNſ
ƴƭƍƯŴƓᫍƍƕƝƟƍǇƢŵ
˖ಅಮƴƓѮǊƷǭȸȑȸƞǜƸŴ
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ƓบƠƠǇƢŵ

全社員大会のアルバム
全社員大会の写真をアルバムにしましたので
お届けしています。
全体のご報告は５月度の本社、滋賀県の大会
終了後に合わせて社内報5月分で報告させて
頂きますのでお楽しみに！！

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！！！
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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
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ؾǛᎋƑᘍѣƠǇƠǐƏᲛ

Ჶ個人で地球温暖化対策をすると CO2 の排出を削減でき経済的にも節約になりますᲸ
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ųኰʼСࡇƷƓᅇƱƓᫍƍ
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。
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