ありがとう
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フジテック本社 ( 彦根 ) でクリーンキーパーさん研修を行いました。
新人さんだけでなく既存のキーパーさんも参加して頂き、とでも充実した
研修になりました！
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10 月ボランティア活動報告
気温も大分低くなり、冷え込んだ朝でもベルの
メンバーは元気よくボランティア清掃を行い
ました！中明常務、谷さん、荒木さんは鳩対策の
現場に向かう前に参加してくれました。
夏は雑草が多かったですが、今月は落ち葉ばかり
です。これからもっと落ち葉が増えてくるので、
張り切ってボランティア清掃をしていきます！
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◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：ご協力ありがとうございました。時の流れを感じ
お世話になっております。先日は、西岡さんと ますね。我々大人の生き方を、
しっかり伝えていきたいもの
インターンシップの方にお越しいただき有難 です。感謝です。
うございました。孫と同い年の若い方とお話 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。インターンシ
できて良かったです。
自分の20才の時と違って ップ生同行の際はお世話になりました。時代の流れは凄い
お二人共、
とってもしっかりされていて、将来 ですね。色んなものが作られています。便利なものや昔は夢
が楽しみですね。1964年東京オリンピック時、 のようなものまで。便利になりすぎて、それが当たり前になっ
私は20才でした。夢の東海道新幹線が開通し て・・・。当たり前を当たり前と思わず、いつまでも物を大切に
ました。2020年の東京オリンピックには、
自動 感謝も忘れずに生きていきます。
運転のタクシーが都内を走るそうですね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はお邪魔しまして、ありがとうござい
2025年には大阪万博誘致のニュースを聞き、 ます。2020年楽しみですね、2020年・2025年と一緒に頑張り
益々元気で頑張りたいです。
ましょう！
●八尾より：いつもありがとうございます。
これからも益々お
元気さまで(*^^)vいろいろ心うきうき楽しめる時を過ごして
ゆけたらですね。いろいろなお話またお聴かせ下さいませ。
●西岡より：先日はありがとうございました！楽しくお話が出
来てとても嬉しかったです！また機会があれば顔出しますね！
●金田より：お便りありがとうございます。
これからも益々の
ご活躍を期待しております。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：感動が連鎖して、
うれしいです。今日10/24に、
奥社長様、沖縄県の久高島（神の島）
での合宿 全国の未来企業が集うフェスタがありパネラーで体験談を
さて、
どうなるやら。
の事、
とっても素敵でした！読んでいて、何か心 お話します。
の奥底が”ドキドキ!?” ”ワクワク!?”（何て書け ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。私も何度か
ば一番伝わるのでしょう）
しました。
Tさんをお見かけしました。
自転車で颯爽と私の車の前を横
ありがとうございました！
切って行かれました(^^)いつも皆に気配りをありがとうござ
加藤リーダー様、巡回点検に来てくださり、あ います。感謝です。
りがとうございました。嬉しさ隠し切れず、
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも嬉しいお言葉ありがとうございま
思わず転んでしまいました（笑）失礼しました す。
こちらこそ顔が見れて元気を頂きました。暑さが和らぎ
（笑）
寒いくらいですね。お体に気を付けて下さい☆
金田様、
ごぶさたしております。いかがお過ご ●八尾より：いつもありがとうございます。先日の改善書？は
しでしょうか。私の方は、バイクで、車で走って さすがです。私も負けずに精進して参ります。
いる金田さんを何度かお見かけし、”がんばっ ●西岡より：いつもありがとうございます！私はTさんのコメ
てはるわぁ〜！”と思って見ていましたよ。
ントを読むのがすごく大好きなんです！なぜかというとすご
”お仕事クイズ”、今回は金田さんからですねッ く気持ちが伝わってくるからです！こんな感じかなーと想像し
てしまいます（笑）
これからもTさんのコメント楽しみにお待
答え:D→E→C→A→B
武岡マネージャー様、
ごぶさたしております。 ちしております(*^^)v
いかがお過ごしでしょうか。10月31日はお誕生 ●金田より：お便りありがとうございます。移動中の私に気付
日ですね。心も身体も、充実し素敵な一年であ いてくださりありがとうございます。
これからも頑張って参り
りますように！”おめでとうございます！”
ます。
●武岡ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもステキなメッセージありがとうござ
います！皆さんに見守られ、支えられて、健康でいれることに
感謝です。お互いに、心も身体も充実した生活にしていきま
しょうね！
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◇◇◇藤川 明子さん◇◇◇
●社長より：藤川さん、今を全力で生きましょう。感謝です。
社長様、いつもお世話になっております。
●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。秋と
先日は八尾様、加藤様、毎日暑い日が続いて は思えない暑さや、急な寒さでしんどい季節ですが、食欲の
いる中会社訪問ありがとうございました。
これ 秋でもあります。
しっかり食べて寒い冬に備えましょう！
！
！
からも健康で前向きな気持で頑張っていきた ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：：いつもありがとうございます。
また藤川さ
んの元気な笑顔を見れるのを楽しみにしてます。
これからも
いと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
●八尾より：やっと少しは涼しくなりにけりですね〜♪でも
でも寒暖差が激しい時です。
どうかお身体ご自愛くださいま
せ。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！本格的に秋になり
ましたね(*^^*)この次はさっむ〜い冬とインフルエンザなど
の風邪が到来します。体調を崩されませんようにして下さい
ね。
●金田より：藤川さん、お便りありがとうございます。季節の
変わり目ですので、体調を崩されませんようにお気を付けく
ださい。

●社長より：楽しい旅だったようですね。私は、10年前ぐらい
◇◇◇濱崎 和子さん◇◇◇
ますます活気にあふれていると思
今回も気持ち良く旅行に行かせて頂きありが に行きました。それから、
とうございます。又、皆様にご迷惑をお掛けし います。なんせ、若者ばかりですからね。
てすいませんでした。ベトナムは活気のある ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：濱崎さんいつもありがとうございます。お帰
国でした。お腹の大きな方がたくさん動いて りなさい。最近は悪いニュースが多いので、なんとなく海外
もっと世界を自
おられました。私の小さな時の時代を、服を 旅行に行かずに国内で済ませてしまいます。
またお土産話聞かせて下
買いましたが、色落ちがはげしく、昔を思い出 分の目で見ないといけませんね。
されて
（笑）、
これからまだまだ成長していくの さい。
だろうなー、
と。一度は泊まってみたいホテル ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ゆったりとできたようで良かったです☆
お話を聞くだけでも羨ましい限りです、いつか私も行ってき
にも泊まり、優雅な時間を過ごしました。
ます、ベトナム。事故無く安全に戻ってこられて何よりです。
ありがとうございました。
●八尾より：いつも素敵な話＆お土産まで(^^)/ありがとうご
ざいます。お心遣いに感謝です。
またこの度は幾度となくプラ
スワン依頼しつつも引き受けて下さり、有難い限りでした。
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！旅行行くたびに事
務所の方へお土産をお持ちくださりありがとうございます！
美味しく頂きました(＾◇＾)たくさん思い出ができたようで
良かったです！
●金田より：濱崎さん、お便りありがとうございます。
また、お土産もありがとうございます。今後ともよろしくお願
い致します。
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◇◇◇柴尾 久夫さん◇◇◇
①Rマンション3件の住民の方とようやく朝の
挨拶が数人ですが、出来る様になりました。
「おはようございます」
「いってらっしゃい」の
声掛けに皆さん元気良く、
「いって来ます」の
返事が返って来る様になりました。
こちらも
気分は最高です。
②お仕事クイズの答え：D→E→C→B→A
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●社長より：柴尾さん、我々は、環境改善業です。実践されて
いること、嬉しく感じます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：柴尾さんいつもありがとうございます。素敵
なお話ですね。お聞きした私も気分は最高です。少し寒くな
ってきましたので体に気をつけて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。柴尾さんも
お身体に気を付けてよろしくお願いします。
●八尾より：さすがですね〜♪日々のコツコツ積み上げた
努力あるからこそですね。なんかとても嬉しいご報告！ありが
とうございます。
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！
「いってらっしゃい」
「行ってきます」の会話は素敵ですね！
「いってらっしゃい」のあとに「気を付けて！」の言葉を添えて
みてください！
「気を付けて！」
と言われた人は事故に遭う率
が少し下がるそうです。柴尾さんが建物と住人さんを守る人
となってください（＾＾）
●金田より：柴尾さん、お便りありがとうございます。住民の
方の「行って来ます」
と返事が返って来るのは嬉しいですね。
体調を崩されませんようにお気を付けください。

◇◇◇藤木 恵子さん◇◇◇
クイズの答え：D→E→C→B→A
高い所から順番に掃除して一番最後にゴミ箱
の処理、
でどうでしょうか？
（新人研修を受けたのは6年前なので、内容は
忘れてしまっています。
スイマセン。）

●社長より：藤木さん、お便りに返信、ありがとうございます。
感謝です。
●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。
もう
そんなに経ちましたか？月日が流れるのは早いものですね。
今後現任教育というものも取り入れていきますのでまた復
習をして下さい。
朝晩冷えてきましたので、体調崩さないようにお気をつけ下
さい。今後も宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：クイズの参加ありがとうございます。朝晩
冷えてきましたので、お身体に気を付けてよろしくお願いし
ます。
●八尾より：いつもありがとうございます。季節柄どうかお身
体をご自愛くださいますように！
●西岡より：毎回クイズへの参加ありがとうございます！新人
研修を受けていても忘れてしまう事はあります！このクイズ
はあたりはずれではなく正しい清掃方法を思い出してほし
いからしている物です。そして正しい清掃方法を頭において
その現場ごとに臨機応変の対応をして下さい（＾＾）
この方
法が正しいからこれしかダメっていうことはないですから！
●金田より：藤木さん、お便りありがとうございます。
クイズ
の参加ありがとうございます。
クイズで再度、清掃手順を確
認して頂けれと思います。
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◇◇◇村井 教子さん◇◇◇
お世話になっております。
秋の気配が感じられる季節となりましたね。
そして、誕生日お祝い有りがとうございます。
メッセージ、大変うれしく思います。社長様、
山崎さん、加藤さん、八尾さん、西岡さん、金
田さん、有りがとうございます。

●社長より：村井さん、ありがとうございます。元気ハツラツ
で、
よろしくお願い致します。感謝です。
●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。お誕
生日はいかがでしたか？毎年大人にはなりますが、今この瞬
間が一番若い時です。体に気をつけて元気いっぱい頑張り
ましょう！
！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：おめでとうございます。お互いに身体に気
を付けて一年一年頑張りましょう♪
●八尾より：ますますお元気に(^^)/ご活躍頂ければです。
いろいろ思う事もありますでしょうが、
どうかこれからもご尽
力の程お願い致します。ありがとうございます。
●西岡より：改めておめでとうございます！良い１年にして
下さい！
●金田より：村井さん、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。今後ともよろしくお
願い致します。

◇◇◇斎藤 智子さん◇◇◇
トイレットペーパー持ち帰りを見て…
①トイレ内にペーパー予備がお客様に見える
場所に置くため、変えることはしない。
②ごく少ない場合は、新しいペーパーに巻き
込み処理しています。

●社長より：斎藤さん、情報発信をありがとうございます。
感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：斎藤さんいつもありがとうございます。お元
気ですか？素晴らしい案をありがとうございます。参考にな
りました。急に寒くなりました。体に気をつけて宜しくお願い
します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：アイデアありがとうございます。斎藤さん
もお身体に気を付けて下さいね。
●八尾より：すご(/ω＼)さすがです。ひと手間加え！無駄
なく使う！なるほどな〜♪でした。参考にします。いつもあり
がとうございます。
●西岡より：いつも社内報を読んでくださりありがとうござ
います！トイレットペーパーの件は驚かれた方がすごく多か
ったです！トイレットペーパーもお客様のものだと認識して
交換して下さっているようで安心しました！ご報告ありがとう
ございます！これからもよろしくお願いします。
●金田より：斎藤さん、お便りありがとうございます。
トイレッ
トペーパーの件ですが、再度確認して頂けて良かったです。

◇◇◇石田 ヨミカさん◇◇◇
八尾さん、先日はゴム手袋送って頂きまして
有り難う御座居ました。
スタッフの方で先日男
性の方が来られたのですが、お名前を忘れて
しまいましたが、そのお方にもよろしくお伝え
下さいませ。今後共よろしくお願い致します。

●社長より：石田さん、いつも有難うございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：石田さんいつもありがとうございます。急に
冷え込んできましたので風邪にお気をつけ下さい。
●八尾より：配達したのは津田と言います('◇')ゞ季節柄、
ご
家族含め体調管理大変かと思いますが、
どうかお身体をご
自愛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！お困りごとがあれ
ばご連絡ください！津田にも伝えておきますね！
●金田より：石田さん、お便りありがとうございます。道具や
お困り事がありました、
またお知らせください。
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◇◇◇和田 千鶴子さん◇◇◇
●社長より：和田さん、
ご苦労をお掛けしています。お客様に
社長様、ベルの皆様、いつもありがとうござい 強く要望いたしますね。他の入居者様も気持ちよくないと思
ます。
いますので、すみません。報告ありがとうございます。
八尾様、9/30、粗大ゴミ増えました。大きなふ ●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。粗大
とんが、普通ゴミの置き場に置かれていまし ゴミご迷惑をお掛けします。管理会社さんへはお伝えしてい
た。前の粗大ゴミも、一年間放置されたまま、 ると聞いていますが再度担当から話をしてもらいますね。
どうしたら良いか考え中、
このふとんです。
朝晩冷え込みますので体に気をつけて。早くケガが治って
「粗大ごみセンター」へ申込めば回収してくれ 戻ってくるのをお待ちしています。
ます。有料ですが…。管理会社のお仕事です ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。
ご報告頂い
ね。
このふとんだけは大きくて目立ちます。お てるにも関わらず、改善対応してもらえておらず申し訳ありま
となりも、
タバコ屋さんもあきれています。念 せん。早くケガが治ってお元気な姿を見れるのを楽しみにし
のために、回収車の方に聞きましたが、
ダメと ております。
言われました。粗大ゴミ合計4点になりました。●八尾より：怪我の具合はいかがですか？早くご快復祈って
おります。
また、不法投棄については、なかなか改善されな
いままで申し訳ありません。
●西岡より：いつもありがとうございます！不法投棄の件でい
つもご迷惑お掛けして申し訳ございません。報告ありがとう
ございます。
●金田より：和田さん、お便りありがとうございます。お身体
の具合はいかがでしょうか？一日も早く元気になることを
願っております。

◇◇◇中島 早美子さん◇◇◇
●社長より：中島さんもほっこりとする報告ありがとうござい
八尾さん、いつもアドバイスありがとうござい ました。感謝です。
ます。
まだまだ気づかない事がいっぱいあると ●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。中島
思うので、
これからもよろしく御願い致します。 さんが働きやすい環境を提供して頂き、温かいお言葉に感
謝です。益々頑張れますね。朝晩気温が低くなってきました
《現場であった嬉しい事》
ので、お体崩されませんように。今後とも宜しくお願いします。
先日も事務所のゴミ集めをしていたら、重たい ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。お客様の温かいお
ので腰を痛めないようにとのメッセージが書 言葉には力をもらいますよね☆これからも体に気を付けて
いてありました。
あとで部長さんにお礼を言っ よろしくお願いします！
たら、
「2日分だったからネ。
」
とおっしゃってい ●八尾より：お客様のお心遣いは日々の取り組みあるから
ただきました。
とてもうれしかったです。
これか こそです。
らも、
もっともっとがんばります。
●西岡より：いつもありがとうございます！中島さんすごいで
すね！部長さんとの信頼関係が出来ていますね！
！うらやまし
い限りです！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。お客様
からの心遣いがありがたいですね。
これからもよろしく
お願い致します。
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◇◇◇波田 紀子さん◇◇◇
《現場での変化や気付いた事》
トイレの便器にサビが付着していて、取れま
せん。何か、取る方法がありますか？

◇◇◇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。
日々の業務に於いてお疲れ様です。
八尾様、お願いしていました作業ズボンをＮ
住宅3棟の現場に届けて頂き有り難う御座い
ました。9月29日勤務日に受け取りました。
感謝しています。
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●社長より：波田さん、相談ありがとうございます。本社スタッ
フが、伺います。結果、楽しみにしています。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。確認
に伺うようにしますね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。一度確認に
お伺いします。
●八尾より：トイレ全般でしょうか？一度確認にお伺いいた
します。
ご相談下さり、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！ご報告ありがとう
ございます。何か方法をさがしてみます。
●金田より：波田さん、お便りありがとうございます。お困り
事を相談して頂きありがとうございます。

●社長より：中田さん、いつもありがとうございます。お元気
で、
よろしくお願い致します。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。落ち
葉の季節がやってきましたね。良いグッツを見つけたら教え
て下さい。寒くなりましたので体にお気をつけ下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：早いもので風の涼しい季節になりました
ね。季節の変わり目ですのでお身体ご自愛下さい。
●八尾より：いつもご丁寧にありがとうございます。朝夕の
寒暖差が厳しくなりました。夏の疲れも出やすい時ですので
無理せず、ぼちぼち、落ち葉と戦って下さいです。何かござい
ましたら、お知らせ下さいませ。
●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：中田さん、お便りありがとうございます。
これか
ら落葉の季節ですね。寒さも厳しくなってきますので、体調を
崩されませんようにお気を付けください。

◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
●社長より：岩永さん、協力してお客様に喜んでいただきま
朝、夕も大分涼しくなりつつ、仕事もやりやす しょう。感謝です。
くなりました。先日はEビルの点検ありがとう ●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。本当
ございます。目の届かない点がいくつかありま 暑い夏が嘘のように涼しくなりました。朝晩は寒い位です。
した。西岡さんありがとうございます。
自分で 作業でやりにくい箇所や、
自分でわからないことは何でも相
見ているようで人に指摘されると意外と見て 談して下さいね。体に気をつけて宜しくお願いします。
ないものですネ。気を付けていきたいと思って●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は急なことでしたが、落ち着かれまし
います。
たでしょうか？お客様も皆さん心配されておられました。
2F201,202内装工事の為、前の廊下が出来て 岩永さんの人望の厚さが感じられました。
ません。工事が終わってきちんとしたいと思っ ●八尾より：いつもありがとうございます。公私ともに忙しい
日々かと思います。
どうかお身体ご自愛下さい。
ています。
お仕事クイズ、私の答は、A、D、E、C、Bと思いま ●西岡より：先日はありがとうございました。
クイズに参加くださりありがとうございます！今月号で答え合
す。
まず、上からすると良いと思います。
わせをして下さい(＾◇＾)
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。朝と晩
が随分寒くなってきましたので、お身体ご自愛ください。
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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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おめでとう

社長賞
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お客様名：匿名希望様
内容：いつもありがとうございます。めったに使わない為目の行き届かない 1F 流し場を
橋本さんより漏水のご指摘いただきました。おかげで早急に応急の措置が取れました。
感謝しております。又八尾さんより多々ご提案頂いており、助かっております。
今後共宜しくお願い致します

橋本妙子さん

この度は社長賞を頂きありがとうございます。早いもので私も入社してから8年
経ちました。私の中で来年の３月を一つの区切りと考えております。
これが最後
の社長賞になるかもしれませんが、最後まで頑張ります。
よろしくお願いします。

ŭʻஉƷȏȃȔȸǳȸȫŭ
お客様名：医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック様
内容 : イエローカードが届きました。今回で 2 回目の利用ですが、大変満足しています。歯科医院のため清潔さを大切
にしていますが、ベルさんのカ−ペットクリーンで、見た目の美しさだけでなく、臭いなどの見た目以外の細かい所も
美しくなっています。また、対応してくださるスタッフ様一人一人が丁寧なので、とても信頼できます。今後も患者様
に安心と清潔さを提供するために、ベルさんを利用させて頂きます。
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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 22 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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︻危機︼という言葉は
二つの意味の言葉から
なっている︒一つは︑
︻危ない︼という意味︒
もう一つは︻機会︼
という意味である︒
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﹃先送り﹄できても
﹃逃げ切る﹄ことはできない︒
だから今︑この瞬間に
課題に取り組むのだ︒
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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。
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先月号のクイズの答え

皆様。今月もクイズへのご参加あ
りがとうございます。まずは、先
月のクイズのおさらいです。
Q. 清掃をする順番を正しく並べ
てください！ ( 新人研修で習った
清掃の順番）でしたね。

答えは、D ⇒ E ⇒ C ⇒ A ⇒ B ( 高所から低所へ）

いかがしたでしょうか？あくまで今回のクイズの回答は清掃のセオリーに基づいた、高い所から低い所へ
行うことを前提としての回答です。（ホコリが高い所から下へ落ちていくからです）もちろん建物の構造、
環境、使用用途によって優先順位は変化します。清掃のセオリーを知った上で、お客様の状況に合せて臨機
応変に対応していってください。

ƓˁʙǯǤǺ

サンタクロースがお家にやってくる
今年もこの時期がやってきました！
クリスマスです♪サンタさんとトナカイ
さんがお家に行きますよ☆彡沢山のちび
っこに会えるのがとても楽しみです。
プレゼントもありますので、是非「うち
の孫のところにも…」
「私の子供の所にも…」
どしどっしご応募ください♪※前年に行ったお家はお断りがなく、
条件に当てはまる間は勝手に行っちゃいます！！
応募条件を確認の上、別紙返答用紙にご記入ください♪

応募条件 (①②以外は要相談 )
①小学生以下のお子さんやお孫さんがおられる方
②当日同席できる方（12 月 22 日、24 日実施）

2017 年度新年会のご案内
新年会の詳細をお知らせ致します！
仲良しの方や全社員大会でお友達になった方など、お誘いあわせの上
是非お越しください。
返答は別紙返答用紙に記入ください。
新年早々皆さまにお会い出来ることを楽しみにしています !

【場所】シェラトン都ホテル
( 近鉄上本町駅 直結ホテル )
【日時】2017 年 1 月 6 日 ( 金 )
【会費】￥5,000- ( 内容は食事等 10,000 円コース )

法人様にお勤めのクリーンキーパーの皆様へ
①お客様のカレンダーをもらって下さい。来年のカレンダーが出来上がっていると思います
ので、(7 月に送って下さった方は大丈夫です！ ) 担当の方にお声掛け頂き、本社へ郵送して
下さい。
②年末年始のお休みの確認を別紙に同封していますので、必ず記入頂き郵送してください。

インフルエンザ対策マスコットキャラクター

マウテ君

大阪市

東大阪市

高槻市

豊中市

枚方市

協力：大阪府医師会

このポスターは14,530部作成し、一部あたり7.00円です。 2015年11月作成

インフルエンザの流行る季節になりました！有効的なのが、手洗いや予防接種の実施で
す。病院や医院にお勤めの方には必ず予防接種を受けて頂いておりますが、一般の方も
予防の為、接種をお願いします。地域によっては市や行政が実施しているケースがあり
ますので調べて頂いて、近くの病院で受けて下さい。自らの健康管理で、健康な一年を
送りましょう！

✿ദƠƍඹƍ૾ඥ✿
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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 2
この鳩対策で大丈夫だと思ってたけど･･･

鳩が工場内のH鋼フランジ部に数日前から２羽で止まっている。
最初はそのうち出ていくだろうと思っていたのですが、なかなか出て行かず糞害も
酷くなってきたので、
インターネットで調べて鳩が嫌がるというCDや磁石を工場の
入り口にぶら下げてみましたが全く効果が出ませんでした。今度は、出入り業者さん
から鳩が嫌がるジェルタイプの忌避剤というものがあることを教えていただきこれ
を鳩が止まるポイントに置いてみましたが、
こちらも効果がなく困り果てています。

１番の失敗は対策を行ったタイミングですが、鳩対策を行う上
で現状、鳩の被害がどこまで進んでいるかがポイントとなります。
今回失敗した内容をポイントを絞ってみていくと、次のようになります。

ٲ3RLQWৃੵܒ峘র峕ڮಭ岮峵
まず、１つ目のポイントは工場の中に２羽いるという事です。鳩は２羽
（オスメス）
で行動する事が多く 工場の中に鳩が出入りしているという状態は、
すでに鳩が夫婦で工場内をねぐらに決めている状態です。
工場のH鋼フランジ部のコーナーなどに鳩が止まってる事が多く、そこに小枝な
どもない状態でも糞害が集中している場合は、ねぐらや巣作りを行っていると判
断して間違いありません。

ٲ3RLQWܒ崧崌嵇嵛崘

２つ目のポイントはタイミングです。今回、CDや磁石
をぶら下げたり、忌避剤を試していただいていますが、
CDや磁石は鳩が最初やってきた時に「何かあるぞ？」
と一時的に警戒はしますが、
自分に害がないと判断す
ると全く効果が出ません。
また忌避剤ですが、
こちらも被害レベルや状況に応じ
て使い分ける必要が有ります。今回使用していただい
たジェルタイプの忌避剤は、忌避剤の中では強力なも
のですが、ねぐらにする初期段階までであれば効果が
ありますが、既にねぐら営巣状態となっている鳩には
これらの忌避剤も効果が見込めません。

6723آ
6723 آ7+(ໆآآ
ベストな対策はネットを天井面に張り、営巣、飛来箇所をなくす事です。
２週間〜１ヶ月ほどで諦めて他の場所（工場外）
で巣をつくります。
こうなる
と新しい場所への帰巣本能が働くため、
その鳩は来なくなります。

範囲が狭い場合では、
スパイク
（剣山）
を置くという選択肢もありますが、ほと
んどのケースで他のフランジにすぐに移ります。
また、工場は他にも止まるポ
イントがたくさんあるため、
その度にスパイクを置いていく事になり、結果費
用が多くかかります。

が新発売されました！

かんたんに取り付け
長期的に鳩を寄せ付けない
天然成分で安心・安全
9月20日から日本鳩対策センターのブランド、
P-conよりバードフリー低臭タイプが発売され
ました。
これまでは設置が困難でしたが、新商
品は簡単に取り付けられ、効果は1年と長期的
に対策を行う事が出来る様になりました！
また、ピーコンバードフリー低臭タイプは共同
通信社の取材を受け、全国の新聞に掲載され
ました。
（写真のモデルは私・近藤です♪）
多くの方から反響を頂いており、改めて沢山の
方が鳩の被害に困っていることを痛感していま
す。
自宅のベランダに鳩が来て困っている！会社の
ビルに鳩が止まって糞が落ちて困る！など鳩の
被害に困っている方は是非、ピーコンバードフ
リー低臭タイプを使ってみてください！
！
！

坂本光司教授の「さらば価格競争」に掲載して頂きました！！
【著者名】坂本光司＆坂本光司研究室
【発行日】2016 年 10 月 15 日
【発行】商業界
♦本書の内容♦
最新の調査によると、全国の中小企業の8割が、価格を競争力の源泉
とする経営、つまり“価格"の安さを売りものにした経営をしています。
いま、
そうした行き過ぎた価格競争が日本社会に歪みを生み、そこに関
わる人々を苦しめ、
その将来に暗い影を落としています。
本書では、価格の安さではなく、他社にない価格以外の付加価値を競
争力の源泉とする
「非価格経営」
を実践する中小企業21社を厳選、
その
独自性と実現までの過程を徹底取材。従業員、取引先、顧客、地域社会、
株主・投資家という企業に関わるすべての“幸せ"を実現する経営のあり
方、やり方を解説します。
「安さが誰かの犠牲・我慢の上にかろうじて成
立しているであれば、その値決めは健全・適当ではなく、長く顧客に支
持されることはありません。価格とは、企業経営の命であり良心なので
す」
とは、著者の坂本光司・法政大学大学院教授。7500社以上の企業を
訪問調査してきた著者による、非価格経営実現のための提言は、価格競争に苦しむ多くの中小企業の経営
者の指針となるでしょう。
本書は刊行に先立ち、法政大学大学院坂本光司研究室、富国生命グループのフコクしんらい生命の両者に
よって
「中小企業の非価格経営に関する調査研究委員会」を設置し、全国の中小企業を対象に「非価格経営
に関する実態調査」を実施。1年間に及ぶ共同研究を基礎資料としています。

※坂本教授は「人を大切に経営学会」の会長であり、坂本教授の本に掲載して頂ける
のは、非常に誇らしい事です。謙虚に受けとめ精進します。奥拝

2016年特大号商業界「強くなる理念経営」に掲載されました！！
奥社長が憧れていた
雑誌：商業界についに
ベルが掲載されまし
た！
実は雑誌の掲載依頼
の連絡が来たとき、
社長は別の雑誌の取
材と勘違いしており、
危うく・・・の状況でし
た。憧れが現実となり
本当にうれしいです！

さらば価格競争と商業界の掲載内容は別紙で同封しております。是非お読みください。

࠰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

代表取締役

奥
14

斗志雄
7

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

年
月
日
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みんなで
やろう！
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気温も本格的に下がり始め、暖房器具をつけるかつ
けないかな悩ましくなってきました。今年の冬は例
年より寒さが厳しいそうです。
夏の暑さは厳しいものの、エアコンなしではいられない厳
しい暑さが続くのは、７・８月ぐらいのものです。それに比べて、冬の寒
さと言うのは、長引くのが難点ですよね。１１月には暖かさが恋しくなり
４月ごろまで暖房機具が手放せないときがあります。そのため冬のエコ
対策の取り組みが重要になります。右図は冬のエコ対策取り組み表で
す。5.重ね着などによりあたかかかくする。6.湯たんぽひざかけなどを活
用する。は今すぐに取り組める内容です。気温が下がってくるとどうして
も暖房器具に頼ってしまいますが、暖房器具を使うことで室内が乾燥し
、風邪をひきやすくなります。エコ対策と暖房機器の使用のバランスを
上手に取りながら、環境にも体にも優しい冬を過ごていきましょう！
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支援活動

PrayForJapan
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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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