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和を大切にし、人も建物も明るく元気にします

 ࠰  உӭ
8 月下旬から大学生 7 名が 2 週間のインターシップに来てくれました。
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秋と紅葉、イチョウとモミジの ...

žଐஜɟƷज़ѣ˖ಅǛоǔƨǊſ
ȟȩǤ˖ಅȗȭǸǧǯȈƷኺփᎍƷ૾ŷƱඌጃჄƷʁ᭗ᲢᅕƷᲣƴƯȓǸȧȳӳ
ܿǛᘍƍǇƠƨŵ
ᐯǒƷȟȃǷȧȳᲢ̅ԡᲣǛขǊŴȓǸȧȳᲢȟȩǤƷྸेཞ७ᲣǛ੨ƘƨǊƴᘍǘ
ǕƨȗȭǰȩȠŵ
ʞज़Ǜᚐ્ƠŴᐯ៲ƱӼƖӳƍŴƦƠƯȟȩǤǛ੨Ƙŵ
ʁ᭗ƸඌጃஜிҤᇢƴˮፗƢǔưŴྺྶྛஔˌஹŴžᅕƷſƱԠƹǕμ˳ƕ
ᅕᎢƳעםƱƞǕǔŵ
ʁ᭗ƴλǓέƣᘍƬƨƜƱƸŴžȇǸǿȫȇȉȃǯǹſŵ
μƯƷ +6 ǛǷȣȃȈǢǦȈŴȆȬȓƸǋƪǖǜŴઃ࠘ᩓᛅŴǹȞțŴ2% ǇưƷٳᢿ
ƔǒƷऴإǛᢚૺƢǔŵ
᧓ƴᡙǘǕŴዌƑƣȡȸȫǍٳᢿƔǒƷऴإƴእଔƘࣖݣƢǔဃƔǒЏǓᩉƠŴ
ƷᆤǍƔƳᆰൢज़ǍƷᐯǛज़ơƳƕǒŴݲƠƣƭࣔǕƔƚƯƍƨ࣎ᆤǍƔƳཞ
७Ǜज़ơƳƕǒ᧓ǛᢅƝƢŵ
ஔƸŴଢ଼ƍƏƪƔǒᢿދǛưƯාᡀư᩺ƔƴଐƷЈǛࢳƭŴעዴƷӼƜƏƔǒٽᨗ
Ʒήƕ࠼ƕƬƯƘǔŴსेƠƳƕǒஔᨗǛෘƼǔŵ૾ٲǋӷơƘŴٲଐǛᙸƳƕǒŴ
ʞज़ƕ્ƠƯƍƘŵ
ഏȚȸǸǁዓƘ

ཎКƴဇॖƞǕƨஔƸᐯŴƢǂƯȘȫǷȸŴǘƟǘƟŷƷƨǊƴ˺ƬƯƘǕŴ
៲˳ƷɶƔǒȇȈȃǯǹŵ
ଷ᧓ƸŴǛሊŴᐯ᠃ưǵǤǯȪȳǰŴ᩼ଐࠝǛƨƬǀǓಏƠǜưƍƘƱŴǏƬƨ
ǓƠƯƍǔƷƴǋ᧙ǘǒƣŴƋƬƱƍƏǇƴ᧓ƕᢅƗƯƍƘƜƱǛज़ơƨŵ
ҜЭɶƱҜࢸƴᘍǘǕǔȯȸǯưƸŴൢǛǳȳȈȭȸȫƠƯŴൢƷ˳ज़ǍᏯƷȪǻȃȈ
ǛƓƜƳƏŵ
ӳܿƴஹƯƍǔː᧓ƷኺփᎍƱŴᛖǓӳƍŴʝƍƷኺփཞඞǍӕǓኵǜưƍǔƜƱǍŴ
ƜǕƔǒǍƬƯƍƖƨƍƜƱƳƲŴ࣬ƍ੨ƍƯƍǔƜƱǛᛅƢƷưŴ༏ǋƸƍǔŵ
ȯȸǯˌٳƷ᧓ƸŴᐯЎƱӼƖӳƏ᧓ŵ̅ԡǍ̮வǛᙸƭǊǔŴӼƔƍӳƏŴᐯЎ
ƷɶƴƍǔᐯЎŵ
ɟЏƿǕƳƍᐯЎƕƍǔƜƱǛϐᄩᛐЈஹƨŵ
ᲫᲪ࠰ᆉЭƴݭƢǔᅦദ̮έဃƔǒŴžʴƸ˴ƔǛƢǔƱƖƴŴƸơǊƔǒЈஹǔƜ
ƱǛൿǊƯᘍƏŵƩƔǒСᨂǛƢǂƯӕǓƬƯᎋƑǔƜƱſƱŴܖǜƩƷƜƱǛ࣬
ƍƩƠƨŵ
μƯƷСᨂǛƳƘƠƯᎋƑǔƱŴᐯЎƷ࣎ƱܬܢƕƭƳƕƬƨǑƏƳᥴᙾǛᙾƑŴᐯЎ
ƕᐯЎưƳƘƳǔƱŴࣨƘƳƬƨᚡচƕƋƬƯŴ࢘ƸʻƷᐯЎƷǛٻЏƴᧈƠƨ
ǒƍƍƳƱ࣬Ƭƨŵ
ˌЭૺǛƓƜƳƬƨƱƖŴɺᲬଐƨƬƨƙǒƍƔǒ៲˳Ʒཞ७ƕǇƬƨƘ٭ǘǔኺ᬴
ǛƠƨƕŴʻׅƷӳܿưǋӷơưŴችᅕཞ७ƕƱƯǋᓳƪბƖŴƜƜƴއǔᐯЎǛƠƬ
ƔǓƱਵƑǔƜƱƕưƖŴʞज़ƕᚐ્ƞǕᐯЎƱǋӼƖӳƑŴசஹƷᢔǓƨƍƜƱƕŴ
ஜ࢘ƴᐯЎƕǍǓƨƍʙƳƷƔขƘᎋƑǔƜƱƕЈஹƩƠƨŵ
žȴǣǸȧȳǱǢſƱƍƏ࣎Ʊ៲˳ƷǱǢǛᘍƬƯǋǒƬƨŵƦƷࢸŴૼƨƳȯȸǯưŴ
სेǍ 0.2 ƱƍƏඥưݩஹƷۋǛ੨ƘȓǸȧȳǿǤȠȩǤȳǛƓƜƳƍŴ੨ƍƯƍ
ǔݩஹƷۋǛᲫᲪ࠰έƔǒᙸƭǊǔƜƱǛƓƜƳƬƨŵኺ᬴ƷƳƍŴ࣎ᆤǍƔưᆰǛ
ƬƯƍǔǑƏƳŴசჷƷ˳᬴ǛԛǘƬƨŵ

ࣞƷƨǊƴŴૺƬƯƓƖǇƢƕŴ٭ƳܪǍŴȉȩȃǯưƸƋǓǇƤǜǑŵ
ࢸưჷƬƨƷưƢƕŴƜƷӳܿƷஇኳႸႎƸŴᐯЎƷנ܍ǛҗЎƴᛐǊŴᐯЎǛឬƑƨ
ǹȔȪȁȥǢȫƳॖᜤƱƷƭƳƕǓǛज़ơǔƜƱƩƬƨŵ
ܱᨥƴŴƦƷഏƷଐƷஔŴٸǋଢƚƖǕƳƍଔஔƴႸᙾǊƨŵମଐᛅƠƨݩஹȓǸȧȳ
ǛȎȸȈƴƖƩƦƏƱ࣬ƬƨƕŴƳǜƱƳƘსेƠƨƘƳƬƨƷưᘍƬƨƱƜǖŴƳ
ǜƱܬܢƕᙸƑƩƠŴƭƳƕƬƯƍǔᐯЎƕƍƯŴූƍƯƍǔƷưƸƳƘŴƜƜƴᄩܱ
ƴƍǔᐯЎƷנ܍Ǜज़ơƳƕǒŴԗǓƴܬܢƕᙸƑǔŴƦƷǑƏƳज़ᙾƴѼǇǕƨŵɧ
࣬ᜭƳज़ᙾưŴᐯƴƦǕǛӖƚλǕƯƍǔᐯЎƕƍƨŵ
ƦƠƯŴྵܱƴǓȎȸȈƴᲫᲪ࠰ࢸƷ $'.. ƷǰȫȸȗǛƖϙƠƨŵ
$'..ǰȫȸȗƸᲯᅈƴƳǓŴƦǕƧǕƕஊೞႎƴᡲઃƠƯɶ˖ؙಅƱƳƬƯƍǔŵ
ǋƪǖǜŴܼٻଈኺփƴ٭ǘǓƳƠŵ
ȓȫȡȳȆȊȳǹưƸŴᐯƷज़௨ݣሊǍ২ᘐщǛਤƪʴƕǤǭǤǭƘ˟ᅈƕᄩᇌ
ᯕݣሊ˟ᅈƱƠƯŴɼᙲᣃࠊưѣŴǰȫȸȗ˟ᅈƱƠƯǋٻƖƘᧈƠƯƍǔ
ଐஜᯕݣሊǻȳǿȸƸŴᯕݣሊƱƍƑƹŴƜƷ˟ᅈƱƍǘǕǔȖȩȳȉщǛᄩᇌƠŴ
5 ǍࡴᅈȓǸȍǹȢȇȫǛŴႆ̮ƠƯʴƮƘǓƱኵጢƮƘǓƴᝡྂƢǔ˟ᅈƕᄩᇌŵ
ͤࡍǍ᭗ᱫᎍǛૅੲƢǔșȫನेƕѣƖЈƠƯƍǔƳƲŴžଐஜɟƷज़ѣ˖ಅſƷச
ஹǛ੨ƘƜƱƕưƖƨŵ
੨ƍƨசஹƠƔஹƳƍŴƜǕƔǒμᅈɟɺƱƳǓܱྵƠƯƍƖǇƢŵ
٭ٻƳƜƱǁƷȁȣȬȳǸưƢƕŴܱྵƢǔۋǛेƢǔƱȯǯȯǯƠǇƢŵ
ʴǛ࠳ƤƴƢǔŴƍƍ˟ᅈǛ˺ƬƯƍƖǇƢŵ
ஜ࢘ƴŴ̖͌Ƌǔʁ᭗ȓǸȧȳӳܿưƠƨŵ
ƓɭᛅƴƳƬƨႏಮƴŴ࣎ǑǓज़ᜓဎƠɥƛǇƢŵ
ˊᘙӕዸࢫ

ありがとう
長年お勤め頂いた栗波壮一朗さんが、この度定年退職される
こととなりました。栗波さんから頂いたお手紙を紹介させ
ていただきます。

栗波さんからメッセージ
社長、中明さんをはじめ皆様の
暖かいメッセージには感動・感
謝の気持ちでいっぱいです。
本当にお世話になりました。

皆さんに宜しくお伝えください。

栗波さん。長い間本当にありがとうございました。いつまでもお元気で。
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◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
●社長より：岩永さん、頑張ってくださいね。感謝です。
八尾様、研修中の吉田様おつかれさまでした。●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。
男子便所の便器の中の汚れを綺麗にしてい 高所や汚れがひどく自分ではなんとも出来ない箇所等、
ただきありがとうございます。
これからも綺麗 お困りごとは何でもおっしゃって下さいね。
な状態を維持していけるようにがんばります。 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも丁寧にありがとうございます。
また、わがままを言っていつも高い所の掃除 今後もよろしくお願いします。
をお願いしてすみません。又、
グリーンモップ ●八尾より：ご丁寧にありがとうございます。喜んで頂けて
交換していただきありがとうございます。
何よりです。
これからも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！季節の変わり目で
すので、お体をご自愛ください！
●金田より：岩永さん、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ください。

◇◇◇武田 佳子さん◇◇◇
●社長より：武田さん、感謝です。
先日、清掃用モップとナノソイとハイター持っ ●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。
てきてくださってありがとうございました。
清掃の件は確認しますね。
新しいモップを取りかえようと思いましたが、 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：かしこまりました。次回お伺いした際には、
かたくて取りかえることが出来ませんでした。 ガラス扉を清掃できるように準備していきます。
8月29日月曜日朝来ましたら、新しいモップと ●八尾より：いつもありがとうございます。
こうしてご報告頂
取りかえてくださっていました。ありがとうござ ける事感謝しております。
これからもどうぞよろしくお願い致
います。
します。
今度Ｉ㈱に来る時がありましたら、すみません ●西岡より：封筒の件承知しました！
が入口のガラスのドア4枚ありますが、時間が ご連絡ありがとうございました！
なくてふけませんので、悪く思ってますがふい ●金田より：武田さん、お便りありがとうございます。
てくださったらたすかります。会社の社員様も まだまだ残暑が厳しいので、お身体ご自愛ください。
いそがしいと思いますが、いつでもけっこうで
す、すみません。それと、茶封筒がなくなりまし
たので。
タイムカードを入れて送る分のです。
すみません。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：感謝です。
八尾孝美様
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。
また事務所に
先日は、お電話ありがとうございました。
元気を届けに来てくださいね。
どう考えても、
これからの人生では今の自分が ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。暑さにも
１番若い！って事なんですよね（笑）
負けず、輝く笑顔に元気をもらいました。ありがとうござい
どんな事であれ、
自分の人生で起きた事は、 ます！
しっかり受けとめ味わって生きていきたいもの ●八尾より：ほほほ〜ヽ(^o^)丿また年重ねたぞ！う〜ん（笑）
ですね。９月１１日はお誕生日ですね。おめで この重なったのもしっかり受け止めよう？と思いつつですが
とうございます。
（笑）
まだまだ受け止めきれない私の未熟さです。少しは年と
共に成長しなきゃですね。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！先日事務所の方へ
来られたのですね。私が外出していたばっかりに会えなかっ
たのは残念です・・・。
また来てくださいね！
●金田より：お便りありがとうございます。事務所までお越し
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。
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◇◇◇中島 早美子さん◇◇◇
クイズの答え：①
社長様、
スタッフの皆様、残暑お見舞い申し
上げます。少しバテぎみですが、皆勤めざして
がんばりたいと思います。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：中島さん、体調管理してますます元気はつらつ
で参りましょう!!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。少し
涼しくなりましたが、夏の疲れがそろそろ出てきますので
お気をつけ下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。少し暑さは和らぎま
したが、寒暖の差が激しいので、体調管理に気をつけてくだ
さい。
●八尾より：大丈夫ですか？やっと夏の暑さも一段落ですね。
何とか乗り越えた(^^)/と言う感じでしょうか？これからも
お身体をご自愛の上ご対応などなどよろしくお願い致します。
何かあればいつでもお声掛け下さい。ありがとうございます。
●西岡より：中島さん、
クイズに参加して頂きありがとうござ
います！今月号で答え合わせをして下さい！また掲載してい
こうかと思っています！これからもご参加ください！
●金田より：中島さん、お便りありがとうございます。随分、
涼しくなってきましたが、
まだまだ暑いので、体調を崩されま
せんようにお気を付けください。

◇◇◇吉本 重子さん◇◇◇
●社長より：吉本さん、感謝です。
8月3日は休みを頂き、ありがとうございました。
●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。
西岡さんには代わりに入って頂きありがとう 何かお困り事はいつでもおっしゃってください。
ございました。八尾さん、いつもお世話になり ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。吉本さんも
いろいろと教えて頂きありがとうございます。 お体に気を付けてよろしくお願いします。
●八尾より：こちらの方こそありがとうです('◇')ゞ
これからもどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：私達が対応に入る際色々準備をしてくださりあり
がとございます！季節の変わり目ですのでご自愛ください。
●金田より：

●社長より：湯尾さん、何かあればすぐに連絡下さいね。
◇◇◇湯尾 あけ美さん◇◇◇
8/30、
トイレットペーパーのトラブルで、今日 仕事で信頼を得ていきましょう。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：湯尾さんいつもありがとうございます。
は八尾さんに大変迷惑をかけてしまいました。
すぐ飛んで来て対応してくださり、
どれだけ心 ご苦労さまでした。今後とも宜しくお願いします。
強かったことか知れません。ありがとうござい ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：早く教えて頂けてよかったです。
今後もどうぞよろしくお願いします。
ました。
社長様にも迷惑をかけて申し訳ありませんで ●八尾より：良かれと思った事が裏目に出た事でもあります。
した。初心にかえり、一生懸命お仕事させてい 日頃の努力をお客様に認めて頂いたからこそ、問題なかった
と思います。
これからも引き続き、初心忘れず！取り組まれて
ただきますので、今後共宜しくお願い致します。
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：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：湯尾さん、お便りありがとうございます。いつも
現場対応して頂きありがとうございます。
今後もよろしくお願い致します。
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◇◇◇藤木 恵子さん◇◇◇
クイズの答え：そうじ機ならほこりがたまりや
すい①
モップならヒールマークのつきやすい②だと
思いまーす。
（トリプルアップの用紙が手元にないので、
来月にでも入れていただきたいです。）
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●社長より：藤木さん、いつも提案ありがとうございます。
心強いです。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：藤木さんいつもありがとうございます。
トリ
プルアップの用紙がないなんてほんとすいません。大量に入
れときますね(笑)今後も素敵なアイデア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。
クイズの答え
もありがとうございます。
●八尾より：いつもしっかり社内報を読んで下さり、ありがと
うございます。
クイズもかなり考えられたのかな？こうして回
答して下さる優しさに感謝です。
●西岡より：いつもありがとうございます！クイズに参加して
下さりありがとうございます！今月号で答え合わせをして下さ
い！またご参加ください(＾◇＾)
●金田より：藤木さん、お便りありがとうござます。
トリプル
アップの用紙、確認致しました。

◇◇◇山田 敏子さん◇◇◇
●社長より：山田さん、いつも有難うございます。感謝です。
残暑、厳しいですが、皆様お元気ですか。私は ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：山田さんいつもありがとうございます。
お陰様で夏バテもせず、元気に出勤していま 向日葵ほんと元気をもらうので大好きです。
す。山崎マネージャーの好きな向日葵が咲い 近くの公園にあったはずの大きな向日葵。今年はもう咲かな
てよかったですね。青空に向って、凛と咲く向 いのかと思っていたら先日ちょっと背が小さくなっていまし
日葵は、私も”力”をもらっている様で好きです。たが無事に咲いているところを見つけました。本当に強いん
暑いのももうしばらく、頑張りましょう。
だなと感動しました。朝トマトで夏の疲れに負けずに食欲の
夏の疲れには、朝、
トマトを食べるとよいそう 秋楽しみましょう！
！
です。
日焼けした肌にも効果があるとの事で ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：プチ情報ありがとうございます。山田さんも
す。今月もありがとうございました。
お元気でなによりです。暑さももうしばらく、頑張りましょう。
●八尾より：こちらこそ今月もありがとうございますです(*^^)
これからもたくさん頼って下さい。季節の変わり目どうか
お身体をご自愛下さい。
●西岡より：山田さん、先日はありがとうございました！山田
さんとたくさんお話出来て楽しかったですし嬉しかったです！
ありがとうございました！
●金田より：山田さん、お便りありがとうございます。夏バテに
効果があるというトマトの情報を教えて頂きありがとうござ
います。早速、試してみます。
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◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
●社長より：中田さん、落ち葉との闘い、落ち着きましたか。
社長様、
スタッフの皆様、お世話になっていま 感謝です。
す。
日々のお仕事お疲れ様です。
●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。
津田勝様、8月18日
（木曜日）N住宅の現場に 先日はお休みにも関わらず、落ち葉の清掃をして頂いたよう
来て頂き有り難う御座いました。
で感謝申し上げます。
トリプルアップもありがとうございます。
加藤リーダー、八尾様、K住宅3棟郵便受けが 夏の疲れに負けず宜しくお願いします。
終了すればトリプルアップの業務改善エント ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。
また、
トリプ
ランス内部が終了しますが、期間が長びくと ルアップも継続して頂き、感謝です。
思います。
●八尾より：迅速なご報告！きめ細やかなお気遣い！いつも
≪現場での変化や気付いた事≫
感謝しております。夏の疲れがまだ癒されていないかもしれ
N住宅3棟、5棟、落葉も少なくなり、ピークにな ませんが、
どうか今後も引き続きよろしくお願い致します。
りつつあります。
●西岡より：いつもありがとうございます！あっつい夏が過ぎ
れば落葉の季節ですね。あまり無理せずにご対応よろしく
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。先日は
お電話を頂きありがとうございました。落葉の多い季節にな
りますが、
これからもよろしくお願い致します。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
いつもお世話になっております。
お仕事クイズ<答>①
※返送用茶封筒が今月分で終りましたので、
来月の社内報に同封していただけませんで
しょうか。宜しくお願い致します。

●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。封筒同封出来
るようにしますね。
●八尾より：ありがとうございます(*^^)v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！クイズにご参加く
ださりありがとうございます！今月号で答え合わせはしてくだ
さい！またご参加ください！
●金田より：お便りありがとうございます。
クイズに参加して
いただきありがとうございます。今後も色々とアイディアを
膨らませながら出題していく予定ですので、楽しみにしてて
ください。

◇◇◇橋本 妙子さん◇◇◇
●社長より：橋本さん、感謝です。
社長様初めベルの皆様、今年の暑い夏いかが ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：橋本さんいつもありがとうございます。夏バ
お過ごしでしたか。私は今年は初めて夏バテら テ大丈夫ですか？これから少し涼しくはなりますが、夏の疲
しい事になってちょっとしんどかった夏でした。れが出る季節ですのでお気をつけ下さい。
①人が歩かない隅
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。今年の夏も暑かっ
たですね。涼しくなってきましたが、お体ご自愛ください。
●八尾より：やっと暑さもひと段落です。
これで少しは体力回
復？して頂ければです。いつも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！体調の方はいかが
でしょうか？あまりご無理しないようにしてください。
●金田より：橋本さん、お便りありがとうございます。今年の
夏は本当に猛暑でしたね。朝晩と随分涼しくなってますので
体調を崩されないようにお気を付けください。
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◇◇◇中田 智子さん◇◇◇
●社長より：中田さん、丁寧な報告と連絡ありがとうござい
クイズの答：②なぜなら、①の人の歩かない隅 ます。感謝です。
は、ほこりがたまりやすい。
グリーンモップで ●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。
拭きます。薬の付いたモップで拭きますと、 クイズの解説ありがとうございます。流石ですね。今後も宜し
壁に薬が付きよごれます。
もしよごれたら
くお願いします。
カラータオルのきたないので拭きます。
（人の ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：丁寧にありがとうございます。お客様との
歩かない隅）
関係も良好で、なによりです。季節の変わり目ですので、
人は、隅っこは歩きません。通るのは真ん中で お体ご自愛ください。
す。ほこりとよごれが付いてますので力をすこ ●八尾より：気転力！さすがです。いつもいろいろ考え取り組
し入れて拭きます。
まれて下さる姿があるからこそ、お客様の信頼も深まってい
るのでしょうね。私も精進して参ります。いつもありがとうご
《現場での変化や気付いた事》
ざいます。
灰皿が大きな物と変りました。水を多く入れる ●西岡より：いつもありがとうございます！クイズにご参加く
と重たいです。皿に穴が入ってます。入れすぎ ださりありがとうございます！今月号で答え合わせをしてくだ
ると水がこぼれます。私達が休みあけが大変 さい！
です。水が多くこぼれてます。赤線を入れてこ ●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。お客様
からのお気遣いありがたいですね。
こまでと書き入れても入れてくれます。一度
これからもよろしくお願い致します。
お願いしたらすぐ対応してくれました。
《お客様の要望》
今の所、良くしていただいて、ありません。
《現場であった嬉しい事》
時々二時のおやつの時、私にもお裾分けして
いただきます。
うれしく頂いてます。

◇◇◇大西 陽子さん◇◇◇
●社長より：大西さん、御理解いただき嬉しく感じております。
8月8日より、T社様でお仕事させて頂いてる
頼りにします。感謝です。
新参です。丁重に面接してくださった加藤さん、●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：大西さんベルへようこそ(^^)/素晴らしい
快く清掃の見学をさせてくださった金田さん、 仲間が増えたことを嬉しく思います。感謝です。
二日間付き添ってくださった八尾さん、新人研 今後とも宜しくお願いします。
修で、
とびきりの笑顔で熱く語ってくださった ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：丁寧な返信ありがとうございます。私も新
奥社長。実は私67才です。
この年になれば、清 しい家族（仲間）が増えて嬉しく思います。
くれぐれも体に気
掃の仕事なら使ってもらえるかなぁな〜んてす をつけて、
これからも宜しくお願いします。
また、お会いでき
ご〜く安易な気持でとび込んだんです。
ごめん るのを楽しみにしてます。
なさい。皆様の真剣さに恥ずかしくなりました。●八尾より：現場は如何でしょうか？慣れたころだからこそ、
いろいろ考えさせられました。何か違ってまし わからない事も出始めたのではないでしょうか？何か気にな
た。
る事などあればいつでもお声掛け下さい。有難うございます。
ベルでは、ただのお掃除おばさんではない
●西岡より：はじめまして！クリーンサポートの西岡と申しま
なぁ、
プライドをもって仕事できそうだと感じま す。
これからよろしくお願いします。
した。頑張りたいと思います。
どうぞ私もベル ●金田より：大西さん、お便りありがとうございます。些細な
ファミリーの仲間に入れて下さいね。
事でも構いませんので、お困り事がありましたら遠慮する事
なくお知らせください。
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◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
液パウダーありがとうございました。きびしい
暑さでしたがおかげ様で身も少しなごみまし
た。Ｈ社様で2年半でしたが、最後までやり通
せすがすがしい気持です。
また新しい仕事を
いただきありがとうございます。今回Kさん
Sさんに教えていただき、
自分もさらに良い働
きをしなければと思っています。

●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。新しい現場の
対応ありがとうございます。
またなれる迄大変かもしれませんが頑張って下さい。
今後とも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：長年にわたり、色々な現場を支えて頂き、
ありがとうございます。
また、新しい現場でお世話になります。
よろしくお願いします。
●八尾より：ありがとうございます。引き続き対応頂けること
嬉しく感じております。いろいろ無理を申し上げましたが、快
く引き受けて頂け感謝しております。
●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：お便りありがとうございます。現場が変わり慣れ
ない部分もあると思いますが、何かお困り事がありましたら
遠慮なくお知らせください。

㜰6ᐇ㊶
今月は前回の定例会時に、
ご指摘とヒントを頂いた箇所の整理を行いました。
①商品棚

事務所に置いておく必要
がある商品なのか？を
確認し、作業する人が
作業を行いやすいように
棚を変更しました。
また、2段棚を1段づつ
低くしたことで空間がと
ても広くなり、スッキリし
ました！！

雑然と置かれており、
どこに何があるのか
一目で分かるように
なっておらず、取り
敢えず置く場所が
無かったので置いて
いる物が沢山ありま
した。

Before
②カタログ棚

Before

After
よく利用するもの、
全く利用しないも
のと、利用頻度の
差が激しいものが
同じ棚に収納され
ていました。また、
手前の電子白板
も殆ど利用して
いません。

使用していない物を
整理たことで、一番上
の棚を空けることが
出来ました。
電子白板も無くなり、
スッキリしました。

After
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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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ŭʻஉƷȏȃȔȸǳȸȫŭ
お客様名：匿名希望様
内容：いつもお世話になっております。お盆の時期にもかかわらず、ご対応頂き感謝申し
上げます。加藤様、梅川様、亀田様ありがとうございました。
お客様名：匿名希望様
内容：こんばんは。今日、田口君達に、事務所をきれいにしてもらいました。
納税協会の集まりがあったので、彼らに任せて出掛け、暗くなってから帰った後、事務所
に行ってビックリ‼３０年の汚れが取れ、綺麗に生まれ変わっていました。靴を脱いだり、
履いたりするのが嫌いなので、明日から靴履きのまま、出入りするつもりでした。
でも、あの綺麗な床を見たら、決心が揺らいでしまいましたよ。
とっても、ありがとうございます。感謝します。
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制服発注のお願い

朝晩涼しくなって参りました。冬に向けて長袖が必要な方は、
早めの発注をお願い致します。
寒くなってきたからと、まとまって発注を頂くと、在庫が足り
なくなり、お渡しするのに時間がかかってしまいます。
発注は資材表のその他の欄に記入下さい。ご協力宜しくお願い致します。

道具の発注について

道具を発注する際は原則として、道具発注用紙にて発注して下さい。その際に必ず現場名
または名前（フルネーム）を記入して下さい。（現在、記入欄はありませんが、余白の部
分に書いて下さい ) 名前のない物や別の紙で発注した場合、発注から漏れる
可能性がありますので、必ず守って下さい。ご協力よろしくお願いします。

返信用封筒について

返信用封筒の期限が１０月で切れます。新たな有効期限の封筒を翌年３月分までの６枚と
予備を１枚贈らせて頂きます。次月請求書を送る際には今お手元にある封筒は使用できま
せんので、ご注意下さい。余った封筒は各自で処分して下さい。

先月号のクイズの答え
皆様。クイズへのご参加ありがとうございま
す。今回のクイズの回答ですが、男の子が持っ

ている道具をホウキととらえるのか、モップ
ととらえるかによって解答が変わります。
( あえてどちらの道具かは明記しておりません
でした）

・パターン A（ホウキ使用時：除塵作業の場合）
答えは『1. 人が歩かない隅』です。

乾いたホコリは空気の流れや人の異動によって端に溜まるので、隅を重点的に清掃します。

・パターン B（モップ使用時：水拭き作業の場合）
答えは『2. 人が歩く真ん中』です。

歩行時に発生するヒールマーク（黒いスジ）や移動中の食べこぼしなどの汚れが考えられるからです。

ƓˁʙǯǤǺ

インターシップ活動報告

★インターシップ第 1 班 (8/29 〜 9/9)・第 2 班 (9/12 〜 9/23)
たかさご まほ

よしだ ゆきひろ

高砂 真帆さん

吉田 幸広さん

従業員のモチベーションや
チームワークをインターシップ
で学びたいです。

社会人としての姿勢やルール、
マナーなどの基礎を学びたい
です。

すえよし りょうへい

のざき まゆ

会社の雰囲気、社会人としての
マナーを学びたいです。

インターシップを通じて社会
人としての振舞い方・接し方
を学びたいです。

野﨑 真由さん

末吉 涼平さん

にしくぼ なおき

ちょん そんひょ

西窪 直生さん

鄭 成孝さん

インターシップを通じて社会
人として相応しいマナーや、
仕事のやり方を学びたいです。
まきうち しん

牧内 信さん
インターシップで社会人とし
てのマナーやコミュニケーシ
ョン能力と経営のことについ
て学びたいです。

会社の仕組み仕事の喜びを
学びたいです。
8/29 〜 9/23 まで 2 班に分かれて 7 名の大学生が
就労体験 ( インターシップ）に来られました。2 週
間と短い期間でしたが、営業や現場同行など様々な
仕事の体験をしてもらい、終わる頃には顔つきが変
わり、一回り成長していました！この経験をこれか
ら大学生活や就職活動に是非生かしてほしいです！

全体ミーテイングで【ベルの朝礼】
についてプレゼンテーションをし
ました！誰でも分かる内容に
するため、加藤リーダーから沢山
の指摘をもらいながら、全員で
考え無事完成することが出来まし
床清掃を体験中の牧内くん。 た！素敵なプレゼンテーションを
サマになってます！
ありがとうございます。

自己紹介を兼ねての名刺交換

プレゼンテーション作成中

࠰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
14

奥 斗志雄
7

奥 斗志雄

株式会社 ベル

代表取締役

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

年
月
日

ᅈ˟ᝡྂѣ
ׅӓཞඞإԓᲢ ໜᲣ

ƜƏƍƬƨǋƷǛѪᨼƠƯƍǇƢŬ
ų


̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷ᳡āႸ ᳡
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷųų᳡āႸų᳡
ơȏǬǭᲷ āႸ  ᲢႸਦƤ  ࠰ЎᲣ


ʻஉƷӓᨼ
̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷ
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷ
ųųơųȏųǬųǭᲷ

みんなで
やろう！

Ŧ̅ဇฎǈЏ
ųෞҮǛƞǕƨ̅ဇฎǈƷЏǛᲫǭȭᨼǊǔƱኖ  όᲛ
ųèٳЏƸଐஜЏƷᲬ̿Ʒ̖͌ƕƋǔƦƏưƢŵ
Ŧơȷச̅ဇƷȏǬǭ
ųȏǬǭ  Ტኖ  όᲣưஇᝢޖǁƷૅੲᲫȵஉЎ

ЏȷȏǬǭ੩̓ƴƝңщ᪬ƍƨႏƞǇ

᳡
Ც᳡


ଐஜϬ༏ငȻƞǇ
ஜų܇ڭƞǜ
ᕲஜų፦܇ƞǜ
ɶဋų܇ƞǜ
࠼ແųǤǯȟƞǜ
Ɲңщ᪬ƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

èƓᫍƍèų̅ဇฎǈЏǛݥለƔǒЏǓᩉƢᨥŴЏƷԗǓƷǮǶǮǶᢿЎǛЏǓᓳƱƞƣŴԗǓȟȪᆉࡇസƠƯɦƞƍŵ
ᲯȟȪƕᩊƠƍئӳƸŴԗǓǛٻƖƘസƠƯǋǒƬƯኽನưƢŵЈஹǔᨂǓƞƤƯ᪬ƖƨƍƱ
࣬ƍǇƢƷưŴƓ᧓ǛƓੑƚƠǇƢƕƝңщǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

ؾǛᎋƑᘍѣƠǇƠǐƏᲛ

家庭のエネルギーの使い方を
考慮して対策を考えると、図の
ような対策の構成となります。
ポイントは「エネルギー消費量
を削減すること」
と、家庭で「エ
ネルギーを作り出すこと
（創エネ）」
です。
また、エネルギー消費量の削減の仕方には、
エネルギーの使い方を工夫するソフト対策
と省エネ製品などに買い替えるハード対策
があります。
来月からCO2の削減取り組み方法や、冬の
削減方法をご紹介させて頂きます！
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素敵な仲間をご紹介頂き、ありがとうございます。今後も紹介が必要ですので、
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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