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和を大切にし、人も建物も明るく元気にします
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◇◇◇山田敏子さん◇◇◇
奥社長様。力強い素晴らしい絵はがき有難う
ございました。
とても嬉しくて、力をいただき
ました。
これからも夢に向かって努力したい
と思います。
全社員大会に出席させていただき有難うご
ざいました。社長様のご苦労された作業の
話には驚きました。初代の事務所と現在の
本社の写真を見て、社長様や当時から頑張っ
て下さっている社員の皆様、本当に有難うご
ざいます。良き時代に入社し、私達を家族と
言って下さるこのご縁に心から感謝します。
社員大会では初心に戻り頑張る力をいただ
き、懇親会では懐かしく仲間と話し合い来年
も元気で再開の約束をしました。皆様がこの
日の為に練習して下さったサザエさんは心
が和み楽しかったです。お土産のポップコー
ンは家族皆んなで美味しくご馳走になりまし
た。又早速に写真集を送って下さり有難うご
ざいました。社長様、皆様。お世話になりまし
た。お疲れ様でした。

●社長より：山田さん、心にしみるメッセージをありがとうご
ざいます。幸せな気持ちにさせていただきました。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：山田さんいつも温かいお言葉ありがとうご
ざいます。毎年みなさんの元気なお姿、楽しんでくれている
姿を見て私たちもパワーを頂いております。
また来年もお
会いしましょう！
！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご丁寧にありがとうございます。山田さん
ともお話しできて楽しかったです。
また来年も楽しみにして
おります！
●八尾より：全社員大会！本年もご参加ありがとうございま
した。
どうかこれからもよろしくお願い致します。それとは
別にプラスワン！ご無理申し上げておりますが、出来る限りご
協力の程、お願い致します。
●西岡より：全社員大会ご参加ありがとうございました！楽
しんでいただけたようで私たちも嬉しく思います(*^▽^*)
来年もご参加くださることを心待ちにしております！
●金田より：山田さん、全社員大会にご参加頂きありがとう
ございました。私も初めての参加でしたがとても感動しまし
た。懇親会でも楽しんで頂けたようで良かったです。

●社長より：小泉さん、
「わが人生、最高!!」心にしみる名言で
◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
す。
素敵な人生を、
ともに歩ませていただけて、
幸せです。本
今回最優秀賞頂きまして本当にビックリです。
私の家族、毎年一緒に海に行くメンバーが全 当に、ありがとうございます。感謝です。
！
！本当に本当におめでとうござい
社員大会の懇親会の席に写真にも入れて頂 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：小泉さん！
きまして、何時まで経っても体がウキウキして ます。小泉さんにこの日を迎えて頂くことが出来、感無量です
います。大食いの高校生と大学生が加わって、長年支えて頂き、本当にありがとうございます。素敵なご家
族に囲まれて羨ましいです。お越し頂いたご家族の方には本
食べ物が足りなかったのでは？私たちの席
の後ろが、デザートが置いてありまして、ケー 当に感謝です。動画はもう少しお待ちください。お客様にも
キの順番待ちの大勢の人たちが食べられな 報告に行きたいと思いますので今しばらくお待ちください。
かったようで？申し訳御座いませんでした。 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。準備して
ありがとうが届きました。株式会社ブロックス いる私たちも感動することばかりで、小泉さんが周りから愛
の代表取締役西川敬一様 私の人生最高の されているのが伝わってきました。本当にありがとうござい
場を見て感想まで頂きまして感謝しています。ます。
全社員大会の写真と名札、感動物語、入って ●八尾より：小泉さんの感謝の500倍以上感謝しても足りな
どうかこれからも元気いっぱいよろしくお願い致
いましてありがとうございました。全社員の い私です。
します。
ご家族の皆様もお忙しい中だったかと思いますが
写真は大きく見えやすいです。
感動物語は写真の皆さんに読んで頂きます。 ご参加頂き、有難かったです。
またお話しを聞くのが楽しみです。何時まで ●西岡より：最優秀クリンキーパー賞受賞おめでとうござい
！小泉さんが最後に言った「我が人生最高！」言葉はす
も楽しみが続きます。感謝 感謝 感謝です。ます！
ごく感動しました！( ;∀;)これからもよろしくお願いします！
●金田より：小泉さん、最優秀クリーンキーパー賞の受賞改
めておめでとうございます。サンワ様からのメッセージを見
て私もすごく嬉しかったです。ありがとうございました。
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●社長より：柏村さん、
よく頑張っていただけました。ありが
◇◇◇柏村京美さん◇◇◇
第25期経営方針発表会に参加してよかった とうございます。皆勤賞は高い責任感の表れです。感謝です。
です。私もベルのクリーンキーパーとして働い ●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。
もう
て8年になりました。私も初めて1年間休まず 8年ですか。来年も是非参加して下さいね。
一生懸命がんばって、はじめて皆勤賞もらい ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。柏村さん８年目
とてもうれしく思ってます。
なんてビックリですね。お身体に気を付けてよろしくお願い
これもベルの社員さんと奥社長さんとみなさ します。
んのおかげです。
これからももっと頑張って ●八尾より：もう8年なんですね。今でも十分な位頑張って
いこうと思います。
頂いておりますので、今後もどうぞ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：柏村さん、全社員大会ご参加くださりありがとう
ございました！来年も皆勤賞を受賞してください！
●金田より：柏村さん、皆勤賞の受賞おめでとうございます。
日々、現場を守っていただきありがとうございます。
◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
全社員大会では楽しく過ごさせていただき
本当にありがとうございました。
また思って
もいなかった賞までいただきビックリしまし
た。色々な品物やメッセージの書かれた
賞状も大切に使わせて頂きたいと思って
います。

●社長より：岩永さん、感謝です。
●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。受賞
おめでとうございます。そしてありがとうございます。
また来
年もお会いできるのを楽しみにしています。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。岩永さんに
喜んで頂けて良かったです。来年もよろしくお願いします。
●八尾より：前期は本当にたくさん助けて頂きました。
今年も益々ご活躍下さいませ。
ご主人しっかりケアーしてあげ
てくださいませ。ありがとうございます。
●西岡より：岩永さん、全社員大会楽しんでいただけたようで
わたしたちも嬉しく思います！いつも気にかけてくださり本当
にありがとうございます！又、お会いした際は沢山お話しま
しょ(●´ω｀●)
ご主人様お大事にしてください。
●金田より：全社員大会で楽しい時間を過ごして頂けて良か
ったです。参加して頂きありがとうございました。

◇◇◇新川ヒサ子さん◇◇◇
長い間お世話になりました。お花やメッセー
ジありがとうございました。山崎様に採用して
いただき、今まで健康にこられて仕事できた
事にうれしく思っております。山崎様始め皆様
もお体を大切にお仕事頑張って下さい。

●社長より：新川さん、ありがとうございました。心を込めて。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：新川さん長い間ありがとうございました。
こ
ちらこそ長年頑張って頂き感謝感謝です。
これからも体に気
をつけて素敵な日々をお過ごし下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：長い間本当にありがとうございました。
新川さんもお身体に気を付けて元気でいて下さい。
●八尾より：本当に今までありがとうございました。
これから
はご主人と共に少しはのんびりお過ごしくださいませ。
●西岡より：長く勤めて頂きありがとうござます。
これからも
お元気でお過ごしください。
●金田より：新川さん、長い間お勤め頂きありがとうござい
ました。
これからは、ゆっくりお過ごしください。
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◇◇◇北川幸子さん◇◇◇
全社員大会”皆様お疲れ様でした。仕事の都
合でいつも6時前位しか参加出来なかったの
ですが、今年初めて、お昼から出席させてい
ただきました。社長様のお話しや、表彰され
る方々のお話、ビデオ、その他のプログラム
すべてが感動しました。いつも参加して思う
事は、
どうしてこんなに幸福な気持ちになれ
るのだろう！来て良かった！いっぱい暖かい
お話と、暖かく迎えて下さるベルの皆様！
ベルに働いてて良かった！と感動の気持ちで
いつも帰って行く自分！反省の気持ちと、又
頑張ろうと思う気持ち、そして少しだけど
やさしい気持ちになれる自分がとても不思
議です。
でもそれは社長様の愛情ある暖かい気持ち
に大きく包まれているからでしょうね！
！
感動をいっぱいいただいた一日でした。
本当にありがとうございました。

●社長より：北川さん、本当に、
よかったです。大切な思いを、
この全社員大会で伝えるために、今できる最大限のことを、
皆で準備して行っています。北川さんの言葉一つひとつに、
伝わっている喜びと、一体感、感謝の思いです。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。業務の都合上
、いつも最後に参加してくれていたので、いつか早くから
参加していろんなことを見てもらいたいと思っていたので、
今年は本当に良かったです。毎年あんな感じですので、順番
交替して参加して下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。
また、出来
る限り参加してもらえるよう調整して頂き、ありがとうござい
ます。お陰様で大会も無事に終えることができました、北川
さんも楽しんで頂けたようで良かったです。来年も是非よろ
しくお願いします。
●八尾より：お昼からご参加いただけて私も嬉しい限りで
した。
（毎年現場対応して頂いていたので、申し訳なく感じて
おりました）お忙しい中、お時間調整して頂き、本当に
ありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願い致
します。
●西岡より：今年は１部からご参加くださりありがとうござ
いました！前で司会をしていましたが北川さん達が入ってく
るのが見えた時はとても嬉しかったです！来年もご参加くだ
さる事を心待ちにしています！
●金田より：北川さん、
ご参加頂きありがとうございました。
これからもよろしくお願い致します。

◇◇◇中原美佐子さん◇◇◇
皆様4月は大変忙しい日々だった事と思いま
す。お疲れ様でした。社員大会では色々見、
聞きでき人生においても仕事においても
意欲がわいてきました。奥社長の人情味は
つね日頃認識しておりましたが、感動物語
を読ませて頂き一層感じました。社員の方々
も積極的な持ち主ばかりでこちらも影響する
ところ大です。

●社長より：中原さん、ありがとうございました。嬉しいです。
感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中原さんいつもありがとうございます。全社
員大会参加頂きありがとうございました。
また来年も元気に
お会いしましょう！
！今後とも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。中原さんと
もお会いできて楽しかったです。
今期もお互いに頑張っていきましょう♪
●八尾より：ありがとうございます。そう感じて頂けて有難く
また私自身の活力になります。
これからもどうぞご尽力の程、
よろしくお願い致します。
●西岡より：全社員大会ご参加くださりありがとうございま
す！社員大会で仕事への意欲が増したようで嬉しいです！
これからもよろしくお願いします。
●金田より：中原さん、
ご参加して頂きありがとうございまし
た。
これからもよろしくお願い致します。
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◇◇◇藤川朋子さん◇◇◇
●社長より：藤川さん、
これからもご活躍を期待しております
社長様、ベルの皆様いつもお世話になってお 引き続きよろしくお願いします。感謝です。
ります。4月16日全社員大会参加出来てよかと ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：藤川さんいつもありがとうございます。全社
思いました。たくさんのいい話をもらい、
員大会でお会い出来て嬉しかったです。
また来年も宜しく
社長様ありがとうございました。
お願いします。
7年連続賞。全社員の写真、ベルの皆様の
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。藤川さん
メッセージたくさん頂きありがとうございま ７年連続素晴らしいですね。
これからもお身体に気を付け
した。
これから頑張ろうと思います。
よろしく てよろしくお願いします。
お願いします。
●八尾より：請求書（勤務表）次回の社内報で同封いた
八尾様。注文して頂いた分お届け、いつもあり します。いつもお気遣い感謝しております。
これからもどうか
がとう。
シミヅ産業様分振替なっています。 お元気いっぱいでよろしくお願い致します。
エムアイシステム様カレンダーのとりです。 ●金田より：藤川さん、全社員大会に参加していただきあり
請求書用紙が4月分からの入ってませんので がとうございました。改めて、受賞おめでとうございます。
宜しくお願いします。
これからもよろしくお願い致します。
●社長より：：和田さん、伝わっている喜び、感謝です。ありが
◇◇◇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 とうございます。
ます。又、社員大会では永年勤続賞頂き、
あり これからも、引き続きご支援お願いします。
がとうございました。舞台に上がるのは、
とて ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：和田さんいつもありがとうございます。永年
も勇気が入ります。勤続10年たちましても、 勤続おめでとうございます。そして長い間お勤め頂き感謝申
し上げます。体に気をつけて今後とも宜しくお願い致します。
その都度気付かせて頂くことがあります。
道具置き場の3Sも感謝です。
道具置場もピカピカにしていきます。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございます。和田さん
職場の3S、気を付けます。
封筒、同封して頂きありがとうございました。 10年永年勤続おめでとうございます。いつまでも若々しく
元気な和田さんでいて下さい。来年もお会いできるのを楽
---現場での変化や気付いた事--しみにしております
！
ヌーベルコート。半年以上前に報告済みの
「大型ゴミ3点」の件、
そのままマンションの ●八尾より：大型ごみの件 再度お客様にご報告しておき
壁に寄りかかったままです。仕方ないですね。ます。なかなか改善されないでいると気が気じゃないです
よね。
（力不足で申し訳ありません）
さて、
もう10年なんです
しばらく様子を見て変化があれば報告致
ね
！
すごいですね
！
これからもどうぞよろしくお願い致します。
します。
いつもありがとうございます。
●西岡より：和田さん、長く勤めて頂き本当に心から感謝申
し上げます。全社員大会の時は急なインタビューありがとう
ございました！快く受けてくださ嬉しかったです！
●金田より：和田さん、改めて永年勤続賞の受賞おめでとう
ございます。
これからもよろしくお願い致します。
また、
現場での変化がありましたらお知らせください。
●社長より：鈴木さん、ありがとうございます。
◇◇◇鈴木勝美さん◇◇◇
毎日楽しく仕事させて頂いてます。幸福感じま ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：鈴木さんいつもありがとうございます。素敵
な言葉に私も幸福を感じます。感謝。
す。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。来年は全社
員大会出席をお願いします。
●八尾より：楽しくお仕事出来るのが一番ですよね！早朝から
のご対応！本当にいつもありがとうございます。
●西岡より：お久しぶりです！楽しくお仕事していただいてい
るようで私も嬉しいです！これから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。毎日楽し
くお仕事ができることは素晴らしですね。
これからもよろしく
お願い致します。
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◇◇◇杉原豊子さん◇◇◇
●社長より：杉原さん、心に響きます。ありがとうございます。
全社員大会ありがとうございました。毎年の ●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。毎年
事ながらスタッフの皆様の一生懸命さが
参加頂き感謝です。
また来年も楽しみにしています。誕生日
伝わってくる大会でした。写真もありがとう
カードも喜んで頂きありがとうございます。毎年楽しみにし
ございました。感謝かんしゃです。
ておいてください!
誕生日プレゼントありがとうございます。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。杉原さん、
社長様、山崎さん、西岡さん、金田さん、
改めておめでとうございます。暑くなってきますので、お体に
八尾さん、加藤さん。いつもと変わらず暖か お気を付け下さい。
いメッセージありがとうございました。
●八尾より：改めて！おめでとうございます('◇')ゞそして！
武岡さん、加藤さん、八尾さん。皆勤賞への心 全社員大会ご参加ありがとうございました。私はいつも
にひびくメッセージありがとうございました。 杉原さんの優しさに癒されております。
これからもどうぞ
よろしくお願い致します。
●西岡より：杉原さん、改めてお誕生日おめでとうございま
す。そして全社員大会ご参加くださりありがとうございまし
た！どちらとも喜んでくださりとても嬉しく思います！幸せな
１年になりますように☆
●金田より：杉原さん、全社員大会に参加していただきあり
がとうございました。改めまして、お誕生日おめでとうござい
ます。
これかもよろしくお願い致します。
●社長より：●社長より：武田さん、字は伝わったらいいだけ
◇◇◇武田佳子さん◇◇◇
この気持ちのつながりを大切にしたいと心から思って
(株)ベル全社員大会に13:00に行かれなくて、 です。
17:00から行かせて頂きとても楽しかったで います。感謝です。
す山崎さんの弟さんがいつも歌を聞かせて ●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。喜び
もらって、
とてもよかったです。バイキングも が凄く伝わってきて私もうれしいです。
たくさんあり、
とてもおいしくいただきました。もっと喜んでもらえるように日々精進して参ります。体に気を
サザエさんもとても楽しく、お友達も出来とて 付けて今後も宜しくお願い致します。
もよかったです。時間があっという間に過ぎ ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は調整してご参加頂き、ありがとうご
ました。奥社長様には言葉に言えないほど、 ざいます。お陰様で無事に終えることができました。武田さ
んも楽しんで頂けたようで、なによりです。今年もお身体に
たくさん幸せと元気をいただきました。
いつもありがとうございます。昨年は無病息 気を付けてよろしくお願いします。
災のお茶碗をいただき、今年は同じひょうた ●八尾より：毎月こうやって書いて頂ける事、嬉しく感じてお
んのコップをいただき、
とても大事に使わせ ります。いつも武田さんの想いを伝えて頂ける有難さ！これ
ていただいています。いつもありがとうござい からもどうぞ引き続きお願い致します。全社員大会！お忙し
ご参加ありがとうございました。
ますそして4月30日メールボックスを開けまし い中でしたのに、
たらベル様の袋が入って見ましたら、ベルグ ●西岡より：全社員大会ご参加くださりありがとうございまし
ループ全社員の写真と、私と奥社長様の写真 た！懇親会のみでも参加くださったのが嬉しいです！私たち
がはいってました。ありがとう。今年、合計3回 に取ったら１年に１回絶対に皆様にお会いできる日ですの
でとても楽しみにしながら準備をしております！来年は第一
大会に行かせていただいてます。皆勤賞も
部からご参加くださる事をお待ちしております(*^^)v
写真も大事に置いています。5年に向けて
●金田より：武田さん、全社員大会に参加していただきあり
元気にがんばります。宜しくお願いします。
いつも字が汚くてすみません。手紙を書くの がとうございました。懇親会で楽しんでいただけた様で良か
がいつも気をつかいます。字がきれく書けた ったです。お忙しい中、お手紙もありがとうございます。嬉し
い限りです。
らいいのにと思います。
---現場であった嬉しい事--1番気にしていました社員様が、朝清掃してい
ましたら挨拶をしてくださいました。
とてもう
れしかったです。
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◇◇◇中島早美子さん◇◇◇
先日の全社員大会、参加できてとても楽し
かったです。そして皆勤賞、社長賞、貢献した
で賞と三つの賞までいただき、
とてもびっくり
しています。現場のお客様にいつもきれいに
してくれてありがとうと言っていただけること
がとてもうれしいです。
これからも清掃という
仕事をもっともっとがんばりたいです。それか
ら八尾さん。いつもアドバイスありがとうご
ざいます。
これからもよろしく御願いします。

●社長より：中島さん、本当によくやっていただけて、
ありが
とうございました。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中島さんいつもありがとうございます。全社
員大会楽しんで頂いてありがとうございます。受賞もおめで
とうございます。
これからも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。中島さん、
あらためておめでとうございます。
今期も身体に気を付けて頑張ってください。
●八尾より：全社員大会！楽しんで頂けたようで何よりです。
中島さんの謙虚さ！私も見習わなければですね〜♪私の
お相手？大変でしょうが(笑)これからもどしどしご活躍下さい
ありがとうございます。
●西岡より：中島さん、受賞おめでとうございます！本当に
中島さんを頼りにしております。
これからもよろしくお願い
します。
●金田より：中島さん、
ご参加頂きありがとうございました。
改めまして、受賞おめでとうございます。
日々、現場を守って
頂きありがとうございます。

◇◇◇中田豊さん◇◇◇
社長様。
スタッフの皆様。第25期社員大会
お疲れ様でした。私自身有意義に楽しませて
頂き有難う御座いました。
八尾様。資材注文。No2白パット、No15クレン
ザーを加美北社長様住宅の現場で忙しい中
届けて頂き、有難うございました。

●社長より：中田さん、
よかったです。本当に、いつもありが
とうございます。
●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。全社
員大会楽しんで頂けて良かったです。
また来年もお会いす
るの楽しみにしています。
●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。中田さんも体に気を付けて宜しくお願いします。
●八尾より：ご参加ありがとうございました。中田さんなりの
有意義さ？なんにせよ！楽しんで頂けて良かったです。私的
にはお逢いできるだけでも有難く嬉しい限りです(^^)/
●西岡より：中田さん、全社員大会ご参加くださりありがとう
ございました！楽しんでいただけたようでとても嬉しく思い
ます！
●金田より：中田さん、全社員大会に参加して頂きありがと
うございました。
また、必要な道具があればお知らせくださ
い。
これからもよろしくお願い致します。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
社長様。ベルスタッフの皆様。第25期全社員
大会お疲れ様でした。毎年参加させて頂ける
事に心から感謝申し上げます。
・お客様から今年のカレンダーをいただきま
した。
・資材注文表ですが特に急ぎではありません
ので、又宜しくお願いします。

●社長より：感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。楽しい時間を
ご一緒出来て嬉しかったです。
ま年も宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。
お顔を見ることができて良かったです。
●八尾より：？資材発注表が必要と言う事でしょうか？
次月に同封いたしますね。
申し訳ありませんでした。
私も毎年お逢いできるの楽しみです。
どうかこれからも
ず〜と(^^)/ご参加お願いします。感謝！
●西岡より：全社員大会ご参加くださりありがとうござい
ました！お話出来て嬉しかったです！
！来年もご参加くださる
のを楽しみにしています。
●金田より：全社員大会に参加していただきありがとう
ございました。来年も是非ご参加くださいますようお願い
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した。感謝です。
メゾン花園西のゴミありがとうございました。 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：前田さんいつもありがとうございます。
ゲー
全社員大会楽しかったですよ。私の食べる姿 ムとっても盛り上がりました。感謝です。
また来年も一緒に楽
は恥ずかしかったですけど、バナナ2本おい しみましょう！
！
しかったですよ。
くだもの好きで家でもよく ●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
食べております。
ました。前田さんの頑張りのおかげで、盛り上げることがで
社長様のお話よかったです。感動するとこも きました。
ご協力に感謝です。
ありました。涙することもありました。
●八尾より：お上品にお食べになっておりましたよ！いつも
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。
●西岡より：バナナ２本美味しかったようで良かったです！
！
私はあまり果物を食べる習慣がないので・・・(+̲+)少しずつ
食べるようにします。早食い競争ゲーム見てても楽しかった
です！
！
●金田より：全社員大会で楽しんで頂けて何よりです。早食
い競争はとても盛り上がりましたね。
ご参加して頂き有難う
ございます。
●社長より：谷尾さん、素晴らしい心構えですね。
どうぞよろし
◇◇◇谷尾啓尹子さん◇◇◇
くお願いいたします。
何時もお世話になります。3月の終わりからＨ
食品様に行かせて頂く事に成り、社長さん、 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：谷尾さんいつもありがとうございます。追加
加藤さん、
これからも色々とお世話に成りま で行って頂き助かっております。体に気を付けてこれからも
す。八尾さん、本当に有難う御座います。ベル 宜しくお願いします。
のマークに恥じない働きをさせて頂こうと思 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。お仕事は慣
っております。
これからもどうぞよろしくお願 れましたか？朝早いですが、谷尾さんもお身体に気を付けて
よろしくお願いします。
いします
●八尾より：早朝からの対応！ありがとうございます。
もう早い
もので約１か月が過ぎましたが、いかがなものでしょうか？
変動する事もある中、
しっかり迅速にご報告頂け、感謝して
おります。
こちらの方こそ、なにとぞ よろしくお願い致しま
す。何かあればいつでもご連絡お待ちしております。
●西岡より：毎日対応ありがとうございます！朝早くからで大
変でしょうがよろしくお願いします。
●金田より：谷尾さん、お便りありがとうございます。新し現場
で不慣れな部分も多いと思いますが対応して下さりありがと
うございます。お困り事や現場での変化などがあればお知ら
●社長より：佐川さん、報告ありがとうございます。感謝です。
◇◇◇佐川千枝子さん◇◇◇
先日クッキーを頂きました。(社長様と主任様 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：佐川さんいつもありがとうございます。お客
様に感謝ですね。
から1枚づつ)
●八尾より：お客様のお心遣いは本当に嬉しいものです
よね。良かったですね。5月はプラスワン！本当にご支援いた
だけ感謝の嵐です。本当に助かりました。ありがとうござい
ます。
●西岡より：私だけかもしれませんが疲れた時は甘いもの
ほしくなりますよね！お客様はきちんとd佐川さんの事を見
ていてくれているのですね！それもいつも佐川さんが頑張っ
てくださっているからですね！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：佐川さん、お便りありがとうございます。お客様
からのクッキーは嬉しいですね。いつもありがとうござい
ます。
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◇◇◇鈴木美代さん◇◇◇
いつもお世話頂きありがとうございます。
11日(水)総会案内頂いたのですが、健康診断
日と重なってしまったので勝手いたしますが
欠席させて頂きたくお願いいたします。

●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：鈴木さんいつもありがとうございます。来年
は楽しみに待ってますね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：来年は必ず、参加よろしくお願いします。
●八尾より：あちゃ(*ﾉωﾉ)残念です。1年に一度！次回からは
どうかご調整頂き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：そうでしたか・
・
・。来年はご参加くださるのを楽
しみにしています！
●金田より：鈴木さん、お便りありがとございます。来年は是
非ご参加頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

◇◇◇多田静子さん◇◇◇
いつもお世話になりありがとうございます。
わがままばかり申しましてごめんなさい。
4月度の勤務表と請求書を同封しましたので
よろしくお願いします。

●社長より：多田さん、
ありがとうございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：多田さんいつもありがとうございます。多田
さんがいないと始まりません。
これからもベルをスタッフを
支えて下さいね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも助けて頂き、
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。
●八尾より：わがままなんて言ってない(^^)/です。本当にい
つもご支援いただき感謝しております。
無理ばかりお願いしておりますが、
どうかこれからもよろしく
お願い致します。
●西岡より：いつもご尽力頂き本当にありがとうございます！
これからますます暑くなりますのでお体に気を付けてくださ
い！
●金田より：多田さん、お便りありがとうございます。
プラス
ワンでの対応ありがとうございます。気温も上がってきてま
すので、
しっかり水分を取ってくださいね。

◇◇◇吉本重子さん◇◇◇
いつもお世話になっております。4月28日掃
除機・スケジュール表ありがとうございまし
た。

●社長より：吉本さん、
ありがとうございます。
●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。今後
とも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。今回、客様からお
仕事の話を頂けたのは、
日頃からの吉本さんの働きを見て
評価して頂いているからに他なりません。いつもありがとう
ございます。今後と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。何かあればいつ
でもご連絡下さいませ。
●西岡より：作業増えましたね！初めは慣れないかもしれま
せんのでいつでも困ったことがあればご相談ください！
●金田より：吉本さん、お便りありがとうございます。現場の
変化や道具などのお困りの時は遠慮なくお知らせください。
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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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橋本

ん

妙子さ

内容：イエローカードが届きました。
いつもお世話になっております。御社社内報「社会貢献活動」の欄に橋本さんの
名前を見付け、皆で喜んでいます。八尾さんには、いつも隅々までチェック頂き
又、助言を頂いており、助かっております。今後共何卒宜しくお願い致します。
橋本さんよりコメント
全社員大会の日に社長賞を頂きまして、ビックリしました。お客様やベルの皆様に
感謝致します。

中島

内容：巡回点検に行った際、お客様からお言葉を頂きました。
いつも綺麗にしてもらっているので問題ありません。外周りの植木の水やりも定期的にしてくれ
ているので、以前は枯らしてしまっていたのにそれが今は、維持してくれているのがありがたい
です。今までのキーパーさんで１番頑張ってくれております。
作業外の場所で汚れが気になっていてもなかなか自分達で出来ないでいると中島さんは、作業範囲
外にも関わらず作業をしてくれいつも綺麗に保たれています。
と、評価して頂き、業務の追加をして頂けることになりました。

ん

さ
早美子

中島さんよりコメント
この度は社長賞を頂き、とても嬉しく思います。日頃、楽しくお仕事させてもらえてるだけで
有難い限りですのに、このように褒めて頂けて、これからもしっかり取り組んでいきたいと思い
ます。本来頂けるものではないと思いますので、今回は震災がありました熊本の義援金に使わせ
て頂きます。ありがとうございます。
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〜表

彰

式〜

今年もたくさんの表彰ありがとうございました。
皆さん、いつも本当にありがとうございます！来期もいろいろな賞をお贈りできる様に
私達も出来る限りサポートさせて頂きたいとおもいますので、宜しくお願い致します。
25 期もどうぞ、よろしくお願い致します。

※全社員大会に出席して頂いた方のみの掲載となっております。ご了承下さい。

最優秀クリーンキーパー賞

感謝状

田所 真理子さん
プラスワン賞

小泉 昭子さん

西 由里子さん

プラスワン賞

プラスワン賞

岩永 チヅ子さん

藤川 明子さん

柔軟に対応してくれたで賞

逢坂 優子さん

貢献したで賞

中島 早美子さん

ベストハッピーコール賞

お役だちしたで賞

橋本 妙子さん

本田 初枝さん

素晴らしい報連相で賞

斎藤 智子さん
かけがえのない存在で賞

藤金 テル子さん
感謝状

高 恵三郎さん

〜表
永

年

彰
勤

式〜
続

賞

本田 初枝さん

〜 10 年〜

和田 千鶴子さん

中村 節美さん

春山 邦子さん

戸田 由美子さん

永年勤続おめ
でとうございます。
皆さんのご健康と
一層のご活躍を
お祈りいたします。

永

年

勤

続

賞

〜 5 年〜

石田ヨミカさん 塩田幾子さん 梅田三津代さん
祖母井ノリ子さん 谷尾啓尹子さん 藤木恵子さん
山本早苗さん 山本千代子さん 吉本重子さん
井島芳一さん

東重美さん 北村しのぶさん

渡辺二三子さん 鈴木美代さん

〜愛と感動のサプライズ〜 最優秀クリーンキーパー賞の小泉昭子さんを
驚かせようと、家族のみなさんがお祝いに駆
けつけてくれました。担当するお客様からも
ビデオレターを頂き、感動の嵐でした。

ǘƕʴဃ
இ᭗ưƢᲛ

第２4 期皆勤の皆さん
7 年連続皆勤の皆さん

9 年連続皆勤の皆さん
他 9 年連続受賞
された方
中本 忠道さん

藤川 明子さん
斎藤 智子さん

４年連続皆勤の皆さん

佐々木正さん 南埜靖子さん
中原美佐子さん 井島芳一さん
岡田浩司さん 川合泰弘さん 武田佳子さん
写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

春山 邦子さん

５年連続皆勤の皆さん

板野 義一さん
植村 好さん
野田 ゆかりさん

３年連続皆勤の皆さん
湯尾あけ美さん 喜能里子さん 武内信子さん
武岡光宣さん 中田豊さん 西由里子さん
前川悦子さん 松山京子さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

２年連続皆勤の皆さん
岩永チヅ子さん 白河和子さん 本田初枝さん
藤木恵子さん 藤井勝子さん 戸田正夫さん
中塚加津子さん 堀内滋さん 廣瀬泰之さん
渡邊信雄さん
写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

１年皆勤の皆さん
逢坂優子さん 小倉貴子さん 柏村京美さん
佐川千枝子さん 坂井信宣さん 杉原豊子さん
中島早美子さん 中野義信さん 西田芳之さん
橋本妙子さん 横井節子さん 山本ユタエさん
写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

※遅れて来られた方で写真のない方、欠席の方はお名前だけの掲載とさせていただいております。
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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
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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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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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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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