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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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本社で新人研修を開催！共に働く仲間
と親交を深めながら研修を行いました。
皆さんのご活躍を期待してます。
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秋と紅葉、イチョウとモミジの ...
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◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
●社長より：中田さん、いつもありがとうございます。
社長様、
スタッフの皆様、残暑の最中、お仕事 ●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。
お疲れ様です。
トリプルアップへの高い意識に感謝申し上げます。中田さん
㈱ベルの一員であるこの喜びを一心に感謝さ を見習って私も頑張ります。落ち葉に関しては改善されまし
せて頂いています。
たでしょうか？道具等で少しでも楽に時間短縮できるものが
加藤リーダー、長沢住宅5棟の現場に来て頂き あるかもしれませんので気付きありましたらご相談下さい。
有り難う御座いました。冷たいお茶を持参して ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。無理はさ
頂き感謝致します。
れず、身体に気を付けてよろしくお願いします。
またお伺い
八尾様、
・7月25日
（月曜日）加美北長沢住宅の しますので、
よろしくお願いします！
現場に資材注文No.29洗濯洗剤を持参して頂 ●八尾より：今は暑い時期です。
き有り難う御座いました。
・スポーツドリンクを 改善業務はボチボチと(*^^)vこの暑さが過ぎてからにして
頂きお心づかい誠に感謝しています。
下さいな。いつもありがとうございます。
ちゃんとしっかり食べて下さいね〜♪
《現場での変化や気付いた事》
●西岡より：いつも暑い中落葉の対応ありがとうございます！
・加美北長沢住宅3棟、5棟に於いて、非常に トリプルアップは落葉と猛暑が落ち着いてからで結構です
落葉が多い現状です。
ので今はご無理なさらずこれからもよろしくお願いします。
・トリプルアップの改善業務が実施できない ●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。落葉が
実状で御了承の程宜しくお願い致します。
多く非常に大変だと思いますが、猛暑が厳しいのでしっかり
と水分を取ってください

●社長より：小泉さん、大事に至らなくて何よりでした。
◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
確実に、蛇口は閉めてから次の作業をしてください。
月が替わるとすぐ資材を届けて頂きまして
有難うございました。
●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。
S社様では食堂に七夕の短冊に願い事を書く 七夕さん良いですね。弊社でもしていましたがここ数年忘れ
準備がされていました。
てしまっています。来年は短冊に願いを書いけるように
私も書きたかったので、
（来年もS社様で作業 準備しますね。
を続けていますように！
！）
と書いて七夕様に ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：その日のうちに連絡を頂けたので、早急に
飾りました。お願いが届きますように。
対応することができました。私も来年も変わらず頑張ってい
7月最後の日、大変な失敗をしてしまいました。ることを祈っております☆
6階、食堂、階段と作業が終わり、いつものよう ●八尾より：お客様は何もなかったですよ〜♪と全く問題な
につけ置きして、洗う為タンクに水と洗剤を
かった結果になりました。
入れたのですが、水道の蛇口を閉め忘れてし いろいろ心労も深い時、
どうか無理されませんように。
まいまして玄関掃除も終わり、20分後位、
トイ ●西岡より：７月７日は七夕でしたね！
レを開けて！
！大洪水でした。
すっかり忘れてました(;・∀・)小泉さんは素敵なお願い事をし
あわてて水道の蛇口を止めて排水溝の蓋を たのですね！これからもよろしくお願いします！
開けて、水浸しのトイレを掃除して帰りました。●金田より：お便りありがとうございます。
S社では匂いがトイレにこないように排水溝の 七夕の短冊素敵ですね。いつもありがとうございます。
蓋を閉めています。ベルに報告済みです。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

◇◇◇山本 早苗さん◇◇◇
孫の入院の為お休みをいただきましたが、
八尾さんが来て下さり、
トイレをピカピカして
下さいました。
ありがとうございました。
この
ピカピカを維持していける様がんばります。
孫も元気にしています。

◇◇◇藤本 美栄子さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、暑中お見舞い申し
上げます。毎日暑い日が続きますが、
スタッフ
の皆様お体に気を付けて下さいね。私もお客
様に喜んで頂ける様頑張ります☆
塩タブレット、経口補水液パウダー、ありがと
うございました。
《現場であった嬉しい事》
お客様より、お中元のおすそ分けを
頂きました。社員の皆様のお心遣いに感謝
申し上げます。
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●社長より：山本さん、心も現場もピカピカでお願いします。
感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：山本さんいつもありがとうございます。気に
なるところがあったらいつでも本社スタッフへ連絡下さいね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お便りありがとうございます。山本さんも
元気に頑張ってください！
●八尾より：お孫さん！お元気になられて良かったです。
孫は子供より可愛い？と言いますし、心配も半端じゃなかった
でしょうね。
これから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：お孫さんお元気になられて良かったです！
これからもよろしくお願いします！
●金田より：山本さん、お便りありがとうございます。お孫さん
の様子はいかがでしょうか？いつもありがとうございます。

●社長より：藤本さん、宜しくお願いいたします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：藤本さんいつもありがとうございます。
少しでも熱中症対策へお役立て頂けたらと思います。今年は
数年ぶりの猛暑です。
しっかり水分補給してタブレットを
舐めて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お元気そうでなによりです。お客様にも
お礼を伝えておきますね！いつもありがとうございます。
●八尾より：藤本さんの力強さ？優しさのおすそ分けを頂い
た気分です。
どうか暑さ厳しい折ですが、いつものお美しさ
で皆さんを魅了され元気をおすそ分けされて下さいませ。
●西岡より：いつもありがとうございます！毎日暑いですが
藤本さんも熱中症にならないようにお気を付けください！
●金田より：藤本さん、お便りありがとうございます。猛暑が
厳しいので熱中症対策をしっかりとってください。

●社長より：波田さん、感謝しかありません。
◇◇◇波田 紀子さん◇◇◇
8月1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：波田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 来年も再来年もお誕生日を一緒にお祝いさせて下さいね！
ございました。1階事務所の掃除機がけでき ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：散水の件、改善されて良かったです。
なかったとの事ですが、3日の水曜日にしてお これからも暑さに気を付けてよろしくお願いします。
●八尾より：私もこうして続けて頂けること有難く、感謝して
きます。
これからもどうぞますますご活躍下さい。
駐車場の植木の周りに散水用の管を通して おります。
頂きましたので水やりが楽になります。
●西岡より：先日はありがとうございました！私の不甲斐なさ
経口補水液パウダーと誕生日プレゼント、 でご迷惑をお掛けしました。
メッセージありがとうございます。来年もベル ●金田より：波田さん、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。暑さが厳しいので
で誕生日を迎えられたら幸せです。
お気を付け下さい。
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●社長より：杉原さん、熱中症対策してくださいね。感謝です。
◇◇◇杉原 豊子さん◇◇◇
熱中症予防のおクスリありがとうございます。●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。
今年の猛暑に負けずに頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご無沙汰しております、お元気ですか？
暑いですね!経口補水液で熱中症予防よろしくお願いします。
●八尾より：お元気でしょうか？暑さ厳しい折！どうかご自愛
下さい。
●西岡より：経口補水液は熱中症対策に良いものなので
是非使ってください！
●金田より：杉原さん、お便りありがとうございます。猛暑が
続きますので、熱中症対策をしっかりととってください。

◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
●社長より：岩永さん、それはそれは大変でしたね。
先日は主人の急な病気の為休みいただきす ご主人も、驚かれたでしょう。退院おめでとうございます。
みませんでした。
その後10日間位の入院で
●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。
退院も出来ました。原因が何かわからずとに 旦那さん本当に大変でしたね。身近で聞いたことがない病名
かく顔がはれて目も開いていない状態でした ですが調べてみると誰でもなる病気なんですね。無事に
ので1人では病院に行く事が出来ませんでし 退院されて本当に良かったです。暑い日が続きますので
た。病名は顔面蜂窩織炎と接触皮膚炎でした。岩永さんも体にお気を付け下さい。
18日は急に八尾さんにTELを入れて19日の ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：突然の事でビックリしましたが、無事に
休みをたのみ19日の私のかわりを諏訪さん 回復されてなによりです。お互い身体には気を付けてこれ
に手伝っていただき本当にありがとうござい からもよろしくお願いします。
ました。塩タブレットや経口補水液どうもあり ●八尾より：ご主人、回復されて良かったですね。心配も半端
がとうございます。19日1日お休みをした時に じゃなかったでしょうが、そのご褒美？お客様の優しさに
次の日に社長さんからどうかしたのかと気を ふれる事が出来て、幸せも一つですね。信頼関係の深さ！に
つかっていただきました。
また社員の方々か 感謝です。いつもありがとうございます。
らもどうしたのと心配してもらいました。
●西岡より：ご主人様退院出来て本当に良かったです！
≪現場であった嬉しい事≫
毎日暑いですがよろしくお願いします。
飴野様から御中元をいただきました。洗剤を ●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。
ご主人
毎年いただき本当にありがたいですネ。
が回復されて何よりです。暑さが厳しいので、熱中症対策を
又、会社にきた御中元を私にもおすそわけを しっかりととってください。
していただきました。

◇◇◇村井教子さん◇◇◇
●社長より：村井さん、感謝です。
お世話に成っております。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：村井さんいつもありがとうございます。ほん
毎日、ほんとに暑いですね。ベルの皆様も体 とうに毎日暑いですね。暑さに負けず夏を乗り切りましょう！
！
は大丈夫ですか。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：村井さん、元気ですか？まだまだ残暑が厳
毎年夏になると熱中症対策として色々とお気 しいですが、体に気を付けてよろしくお願いします。
づかいして頂き有りがとうございます。
まだ暑 ●八尾より：本当に暑いですね〜♪今年は痩せてないです
さが続きますが熱中症に気を付けて下さい。 か？村井さんもお身体お気をつけて、元気いっぱいで夏を乗
り越えて下さい。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！村井さんも熱中症
にならないように気をつけてください！
●金田より：村井さん、お便りありがとうございます。今年の暑
さは本当に厳しいですね。
しっかりと熱中症の対策をとってい
ただくようにお願い致します。いつもありがとうございます。
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◇◇◇武田 佳子さん◇◇◇
●社長より：武田さん、いつもありがとうございます。
モップのことです、横と横に付いている青い分 お困りごとは、すぐに連絡くださいね。
ですが、2つとも取れています。1つはあります ●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。
が、付けてもすぐに取れます。朝、モップをか 作業の効率が悪くなりますので、傷んだ道具や部品が外れ
ける時に下に黒のうすいモップがはなれない たりした道具はすぐに交換しますのでご連絡下さい。
ようになるんですが、黒い部分が出て来てず ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご報告ありがとうございます。次回お伺い
れて仕事がしにくいです。何をしても、何回も した際に、交換するようにします。
出て来ます。前は、両はしをテープではったり ●八尾より：机の下をされる際に、
どうしてもひっかけてし
しましたが、少しはましですが、又同じような まっているのかもしれません。机下は出来るだけ、モップを
状態です。初めに使っていた物の方が私はい 横に倒して、
また引っかかった際は、無理して引っ張るので
いと思います。
あったら変えてくれませんか。 なく、一度押しながらチャレンジしなおして頂ければです。
1つ青の分ですが、取れてどこかの机の下に モップは新しいものに差し替えます。
はいっているかは分かりません。そうじをしな また以前使用しておりましたものは今の形式に変わっており
がら毎日気をつけてさがしていますが、出て ますので、
ご了承下さい。
来ません。すみません、気をつけて清掃をして ●西岡より：いつもありがとうございます。申し訳ございませ
いたつもりでも部品をなくしてしまって申し んが以前のものは使用しておりませんので御了承ください。
わけありません。
またお困りごとがございましたらお知らせください。
●金田より：武田さん、お便り有難うございます。道具の件、
承知しました。
また、お困り事がありましたらお知らせ下さい。

◇◇◇北川 幸子さん◇◇◇
梅雨も明け、暑さも一段ときびしくなってきま
した今日、社長様、会社の皆様、お体は大丈夫
でしょうか？私達も”暑い！
！”と言う言葉が一日
に何回出てくるやら！
！患者さんや、職員の人
達と顔を合わすと、挨拶のごとく”今日も暑い
ですね”と言ってしまいます。
7月、8月と熱中症にならない様にと、差し入れ
をしていただき本当にやさしいお気遣いあり
がとうございました。各自水分補給にペット
ボトルを持って、仕事に励んでおります。
まだまだ暑さはきびしく続きますが、皆様も
私達も元気でこの夏を乗りきりましょうね。
これからも、
まだ応援お願いしなければなり
ませんが、
よろしくお願い致します。

●社長より：北川さん、いつもありがとうございます。
体調管理をして、健康で参りましょう。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：北川さんいつもありがとうございます。
今年の夏は雨も少なく朝も、夜も暑いので体に十分お気を
つけ下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：何故か年々暑くなっている様な気がしま
すよね・・少しでも回復してもらえればと、回復アイテムを
お配りしておりますが、
自分自身の体調管理も大切になって
きますので、
くれぐれも御自愛下さい。
●八尾より：いつもお世話になってばかりで（＾＾；ありがと
うございます。夏の暑い時、
どうかくれぐれも体調崩されな
いようにお気を付けください。
●西岡より：いつもお世話になっております。不束者ですが
これからもよろしくお願いします。
●金田より：北川さん、お便りありがとうございます。猛暑が
続きますので、お身体お気を付け下さい。いつもありがとう
ございます。
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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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内容：土曜日や祝日の営業がございますが、そちらに対してもご対応いただいております
ので感謝しております。午前 7:30 から対応していただいて、ありがたく存じます。
最初にご説明をいたしました箇所以外でも、汚れがきになる箇所がございましたら
遠慮しないで清掃して頂けたらと存じます。
谷尾さんよりコメント
新しいお客様なので 粗相のないようにやっておりましたが、やってるつもりになって
いるのではないかとも感じておりましたので、このようにお言葉を頂き安心致しました。
またいつも私にまでお気遣い下さる社長始め皆さんにも言葉にはなりませんが いつも
感謝しております。これからも 頑張りますので よろしくお願いいたします。

谷尾啓尹子さん

ŭƦƷ˂ƷȏȃȔȸǳȸȫŭ
内容：イエローカードが届きました。ネットが丁寧にやってもらいまして、それ以来鳩が来なくなりました。
とてもよかったです。社員の対応もとてもよかったです。
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﹁爆買い﹂も同じだ︒中国で
は高い税関や高い間接税があるため︑外国製の高級ブランド
商品の価格が高い︒外国で買った方が断然安いので︑海外旅
行中にすざましい買い物をする︒豊かになった中国の消費者
が日本で新幹線に乗って駅弁を食べて︑割安の日本製を買う︒
サービス抜群の病院で検査や治療を受ける︒中国で使う
はずのお金をそっくりそのまま日本で使うのだから︒
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今月のおもしろ

おすすめコーナー

いつもがんばっている
あたなへお送りします

たくさんのいい話をたくさんの人に読んでもらいたい、広げたいと「プチ紳士・プチ淑女を探せ！運動」を実施している㈲ウィッテムが
発行している日めくりカレンダーを、奥社長がみんなにもお届けしたい！と購入。日めくり 62 日 ×6 冊ありますので、毎月少しづつでは
ありますがお届けしますので、お楽しみに。今回は 20 回目です。

日めくりカレンダー 第4弾
《笑顔になれる今日の言葉》
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݃⎽⎗⍾⎝⍷⍦

4

ଥ⍥ ⍵⏆⎝ᒊ⎊⍾⎖⎒⎆⎛⍿⍥ ʻ⎚⎢⍥

⎻⍷࣬⍷Јᛅ⎞⎝⎖⎙⍷⎙দ⍾⎊⍷⍦

⎓⍾⎼⍥ ٻɣ⎌⎚پ⍦
ʻ⎡ᒊ⎊⎲⎓⎖⎙⎠ὲ

5

˴⎵Ե⍾⎝⍷
݊⍷ଐ⎢⍥
ɦ⎫ɦ⎫⎛
ఌ⏅˦⎣⎎⍦
⎷⍿⎙⎝⎀ٻᑶ⍿Ե⎂⍦

Ṟൢԛ⎓⎄⎜༏⎓⎖⎒

⎾ݏЭ⎞⍥ ʻଐ⍵⎖⎒
⍯
⎻⍷⎆⎛⍰⏅ɤ⎗⍷⎙⎲⎾

ṟૼ⎊⍷␓␝⏫⎡⍽ࡃ⏅ᙸ⎗⎄⎒

Ṡ⏝␝⏽⏵⎡ࡃՃ⎈⏆⎡ᇰ᫊⍿⏣⏰⏗⎓⎖⎒⍤

⍤␡␡␡⎆⏆⎝⎡⎚⍾⎱⍷⎱⎎⏆

6

1

շ⎬⎣⍥
շ⎦ʙ⍿շ⏆⎚⍥
շ⎦ᡲ⎿⎙⍥
շ⎦⎞ஹ⎾⍦

2

ࢸठ⎊⎝⍷⍦
ӕ⎽ឭ⎊ᒊі⎊⎝⍷⍦
﹃今﹄が一番︑
幸せだ
と思って暮らそう！

3

プチ紳士・プチ淑女を探せ！運動とは・・・
○理念
ゆっくりでいい。一歩ずつでいい。自分のできる範囲でいいから、周りのことを思いやる世の中を作ろう。
○趣旨
なかなか善行ってできません。ましてやボランティアなんて堅苦しい。
「いい話」や「美談」なんて、あるようで少ない。そんな世の中だから、他人の心遣いに触れて、本当に
嬉しくなることがあります。
無理しなくてもいいから、できる範囲の「よい事」をすればいいと思うのです。
街に埋もれている「プチ紳士・プチ淑女」を探してみましょう。
きっと生き方のお手本になるはずです。
ひょっとして、自分にも真似できることがあるかもしれません。
これは、「プチ紳士、プチ淑女」を称え、思いやりでいっぱいの世の中をつくろうという運動です。
プチ紳士・プチ淑女とは、ついつい見過ごしがちなほどの、小さな小さな親切をする人のことです。
プチ紳士は男性、プチ淑女とは女性のこと。
まず親切な人を探して、次は自分がまねをする。
そして「世の中を思いやりでいっぱいにしよう」という運動です。

 ᙲ Მ メラミンスポンジは床に使わないで！！

こんにちは！皆さんは床についた黒スジ ( ヒールマーク ) 汚れをどのように
取ってますか？間違っても・・・・

メラミンスポンジで床をこすらないでください！！！
メラミンスポンジには研磨剤が入っているため、ワックスや
塗装を剥がしてしまいます。床には床用のスポンジがありま
すので、汚れを取る際はモップか床用のスポンジを使用してく
ださい。ルールを守ってこれからも宜しくお願いします。

ƓˁʙǯǤǺ

安全・健康に働きましょう
■■職場での労働災害事例■■

トイレ清掃作業の際、洗浄コーナーの棚に置かれていた容器内のトイレ清掃用洗剤が

少なかったため、洗浄コーナーの棚に置かれていたバケツ（清掃セット）内にあった、
同一ラベルが貼付された外見が同一の内容量の多い別の容器に移し替えた。

その際多量の泡と強い臭気が発生したため、直ちに内容物を流しに捨て、窓を開けて
換気を行った。臭気が収まったためトイレ清掃を実施していたところ、胸が苦しくなり

うずくまっていたところを同僚が発見し、病院で受診した結果塩素ガス中毒と診断され、
2 日間入院した。

※当社で同様の労働災害が発生した事例はありません。

Ｑなぜこの様な事例が発生したのでしょうか？
①容器内に、表示内容と異なった洗剤を入れていたこと。
②同一容器・表示であることから、内容が同一であると判断してしまい、洗剤を
混合してしまったこと。
③安全衛生管理体制が確立されていなかったこと。
等があげられますが、①についてはついやってしまいがちです。
・使用容器には表示物の違う洗剤等は入れない
・内容物の表記を徹底する（ラベルをはる）
を行うことで、防ぐことが出来きます。
毎日使っている洗剤も，一歩間違えたら非常に危険な薬剤です。
安全に洗剤を使いましょう！

最終回

筋力を維持するためのエクササイズ

①床に座り、ひざに手を当てます。
②後方にからだをゆっくり倒し、①の姿勢に戻します。
☆からだを後方に倒す角度によって運動強度が強く
なります。
※右図の様に、椅子に座った姿勢でも行う事ができます。

New Face
8月日19日、20日に新人研修会を行いました。
ベルの新しい家族を紹介します☆彡これからも皆様よろしくお願いします。
おかもときみえ

よしながかずえ

岡元キミエさん

吉永和江さん

研修を受けさせても
らって、知らないことを
知ることができました。
他のメンバーとも仲良
くなれて良かったです

清掃業務の奥深い事
に感動しました。
70才ぐらいまで働か
せて頂けたらと思いま
す。

にしぐちやすえ

たかはしこういち

西口保惠さん

高橋宏一さん

入社して数カ月になり
ますが、遅らせながら
新人研修会に参加さ
せて頂きとても意義の
ある研修でした。新た
な気持ちで頑張ります

皆さんとお顔を合わ
す事ができてよかっ
たです。体の動く限り
頑張りますのでよろし
くお願いします。

おおにしようこ

てらおかちえみ

大西陽子さん

寺岡智恵美さん

参加した皆さんと大の
大の仲良しになりまし
た。本当にベルの家族
にしてもらえたと思い
ました。

新人研修会に参加して
勉強になりました。
これからも頑張って
仕事をしていきます。

いどともこ

井土友子さん

皆さんが親切です。
また参加したいです。

8 月ボランティア活動報告
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ベルは、日本鳩対策センターの全国ネットワークに加盟し、東京・大阪エリアの鳩対策工事を
行っております。日本鳩対策センターでの活動内容や、鳩に関するマメ知識を毎月紹介して
いきます！

Q こんな時どうしたらいいの？？その 1
何度掃除しても同じところに糞が集中している

毎日掃除しても室外機の下や、給湯器まわりなど、ベランダ、サービスバルコニーの
同じ箇所に大量の糞。思いつく限りの鳩対策をしたつもりなのに、一体どうして？

残念ながら、
もうすでにそこは鳩の巣です。たとえ巣がみつからなくても、
例えば小枝１〜２本だけで巣とする鳩の方が多いのです。巣作りした鳩の
執着心はとても強く、市販のグッズで対策することは到底できません。
また糞
による匂いや汚れは、鳩を媒介する恐ろしい病気の感染源でもあり、軽視する
ことはできません。
さらに、金属類を腐食・劣化させることもあります。早めの
対処が望まれます。

対策グッズを買ってきたけど効果がない

ＣＤもぶら下げた。
カラスの置物も置いてみた。忌避剤や剣山まで買ってきたけど、
うちの鳩は平気みたい。噂では効果あるって聞いたのに、
どうしてこうなるの？

ＣＤや置物、磁石などの鳩を驚かせる程度の対策は、確かに初期の鳩被害
には効果がある場合もあります。
しかしそれは極限られた時期のこと。忌避剤
や剣山も、正しい使い方を知らないと全く意味のないものに。鳩対策は、鳩の
習性と被害状況をよく理解して適切に行わなければ、正しい効果は得られま
せん。
自前の鳩対策に効果がないと思ったら、お早めにご相談下さい。
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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

代表取締役

奥
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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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月
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みんなで
やろう！

Ŧ̅ဇฎǈЏ
ųෞҮǛƞǕƨ̅ဇฎǈƷЏǛᲫǭȭᨼǊǔƱኖ  όᲛ
ųèٳЏƸଐஜЏƷᲬ̿Ʒ̖͌ƕƋǔƦƏưƢŵ
Ŧơȷச̅ဇƷȏǬǭ
ųȏǬǭ  Ტኖ  όᲣưஇᝢޖǁƷૅੲᲫȵஉЎ

ЏȷȏǬǭ੩̓ƴƝңщ᪬ƍƨႏƞǇ

᳡
Ც᳡


ଐஜϬ༏ငȻƞǇ
șȫțȸȫฌ൦ƞǇ
ஜų܇ڭƞǜ
Ɲңщ᪬ƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

èƓᫍƍèų̅ဇฎǈЏǛݥለƔǒЏǓᩉƢᨥŴЏƷԗǓƷǮǶǮǶᢿЎǛЏǓᓳƱƞƣŴԗǓȟȪᆉࡇസƠƯɦƞƍŵ
ᲯȟȪƕᩊƠƍئӳƸŴԗǓǛٻƖƘസƠƯǋǒƬƯኽನưƢŵЈஹǔᨂǓƞƤƯ᪬ƖƨƍƱ
࣬ƍǇƢƷưŴƓ᧓ǛƓੑƚƠǇƢƕƝңщǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
超大型台風、異常高温、干ばつ、洪水などによる
甚大な災害が世界各地で発生しています。
このよ
うな異常気象は、地球温暖化が原因だと言われて
います。地球温暖化は、二酸化炭素（CO2）などの
大気中の濃度が増加することで起こるとされてい
ます。IPCC第5次評価報告書によると、人為的なCO2排出量は
約338億トン/年ですが、
自然界のCO2吸収量は約180億トン/年
しかなく、
その結果、大気中には約158億トン/年のCO2が毎年蓄
積されています。
（2002〜2011年の1年あたりの平均）大気中の
CO2濃度は、人間の活動によって1750年以降増加し続けており、
しています。
これは、工業化以前と比べて40%高い水準となってい
るのです。
このCO2は、主に化石燃料（石炭、石油など）
を燃やすこ
とで発生します。私たちが化石燃料を燃やしてエネルギーを使う
ことが、主な原因です。家庭では、電気、
ガス、灯油、
ガソリンなど
のエネルギーを使っているので、家庭における“節電” “節エネ”
“節CO2”は、地球温暖化の原因になるCO2の排出抑制に寄与
します。

ؾǛᎋƑᘍѣƠǇƠǐƏᲛ

家庭部門は全体の4%

照明や家電製品など電気からの
CO2排出量が一番多い。

支援活動

PrayForJapan
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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♪
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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。先月も素敵な仲間を紹介頂き、
感謝申し上げます。嬉しいことに新物件も益々増えており、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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