ありがとう
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․•‣ ࠰‣․உӭ
今回は男性キーパーさんの多い新人研修でした。
小人数で行った新人研修でしたが、とても有意義な時間を共有できました！
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016 年 12 月 1 日 ( 木 ) にベル東京営業所と、JPCC 本社が武蔵小杉から高円寺へ
移転しました！今までの事務所はとても狭く、資材を保管するスペースを作る
のにとても苦労しました。新しい事務所はとても広く、大きい机なども置くこ
とが出来ます☆引っ越しには奥社長、中明常務、武岡マネージャー、山崎マネー
ジャーがお手伝いとお祝いに駆けつけました。また、これまで原田所長、神長
さんの 2 名でしたが、12 月から 4 名に増員し、体制も大幅に強化することとな
りました。元気はつらつ・パワーアップした東京営業所をこれからも宜しくお
願いいたします！！！

新住所

東京都杉並区高円寺南３−５５−１６
TEL 03-5913-8190 FAX 03-5913-8191
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◇◇◇杉原 豊子さん◇◇◇
●社長より：杉原さん、お便りありがとうございました。
八尾さん 先日は資材等いろいろとあり 感謝です。
がとうございました。お電話の件では言
●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。
葉が聞きづらく大変なご迷惑やお手数を 寒くなりますので体に気をつけて宜しくお願いします。
かけさせて申しわけございませんでした。 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：今年も早いもので、終わりとなりまし
難儀な事です…。
できましたらメールで
たね。
また来年も健康に気をつけて、
よろしくお願いし
お願いします。
ます！
●八尾より：見落としているというよりも？やられている
《現場での変化や気付いた事》
上であと一歩なだけかと？ご連絡などはできる限りメー
ドアの持手の汚れ、便器の上手の汚れ、 ルにするようにいたしますね。いつもありがとうござい
見落していました。
ます。
●西岡より：いつもありがとうございます！お気づきの
《現場であった嬉しい事》
中で困った事などございましたらおしらせください！
新しいマットの交換ありがとうございます ●金田より：杉原さん、お便りありがとうございます。お
。マットのずれや動きがなくなり、きれい 休みの連絡もありがとうございます。
また、お休みの連
に定着してます。
絡などあればお知らせください。にも参加して頂きあり
がとうございます。
これから寒くなりますので、体調を崩
されませんようにお気を付けください。

◇◇◇中村 幸子さん◇◇◇
●社長より：中村さん、健康で働けることは本当に幸せ、
いつも社長並びに本社スタッフの皆様、 人生が充実しますね。感謝です。
お世話になりありがとうございます。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中村さんいつもありがとうございます。
今回、7月初めの自分の不注意から左肩 事務所に来られた際は元気な顔を見せて頂き嬉しかっ
骨折により、多大な迷惑を掛けてしまい、 たです。
まだ少し痛むとのことでしたので、無理せずに
申し訳なく思っております。それにしても 宜しくお願い致します。
関わらず心温かい対応して頂き、感謝し ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご報告を受けたときは、ビックリしま
かありません。
した。
でもまたこうして元気に復帰して頂けたことが本
３ヶ月余り仕事にも出れず、ただ時間が 当に嬉しく思います。
これからも身体に気を付けてよろ
過ぎるのを待つしかない日々で、復帰の しくお願いします。
際も温かく見守って下さいました。
●八尾より：首になる？首を長〜くしてお待ちしておりま
仕事をしていることで得られる日々のず、 した。
どうかこれからも引き続きよろしくお長い致します
首にならなかった？？？有り難いです！
！
。ありがとうございます。
ベルに関わっておられる方々に感謝しま ●西岡より：中村さん、お帰りなさいませ！お待ちしてお
す。
りましたよ！お体には気を付けてこれからも宜しくお願
過大なお心遣い、ありがとうございました いします。
。
●金田より：中村さん、お便りありがとうございます。中
今の気持ちを忘れることなく、
日々精進し 村さんが一日も早く復帰されるのを心待ちにしておりま
て前進して行きたいと思います。
した。
これからも、
どうぞよろしくお願い致します。
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◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
社長様・スタッフの皆様、
日頃なにかとお
世話になっています。有り難う御座います
。感謝の念を抱いています。
八尾様、先日は作業予定表のボードを作
成して頂き尚且つ自宅まで郵送して下さ
り誠に有り難う御座いました。
山崎マネージャー、
ダイソーで良いグッズ
がありましたので郵送します。使用方法は
私の考えで封筒（小）を同封しています。
同封内に記載しています。
《現場での変化や気付いた事》
N住宅3棟・5棟、落葉が多い時節となって
いる現状です。

◇◇◇武田 佳子さん◇◇◇
いつも奥社長様ありがとうございます。
も
うあとひと月で本年も終りです。いろいろ
大変なこともありましたが、
月日が経つの
は早いものですね。今も毎日気をつけて
がんばっています。
来年も新しい気持ちでがんばりますので
よろしくお願いします。すこし寒くなって来
ましたので体に気をつけてください。
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●社長より：中田さん、様々な工夫をしていただきご提
案まで、ありがとうございました。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中田さんアイデアグッツありがとうござ
います。早速事務所で使用してみました。廊下の床で使
用したんですが、ヒールマークは綺麗に取れました。使
い続けてみないとわかりませんが、今後も試していきま
す。お心遣いに感謝です。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：中田さん先日はお電話ありがとうご
ざいました。
また、報告や提案などいつも感謝しており
ます。
●八尾より：その後お困り事はないでしょうか？落ち葉
の時期もそろそろ終わりで、
これからは寒さとの戦いで
すね。年間を通じご苦労お掛けしますが、
どうかよろしく
お願い致します。今年も中田さんに感謝だらけです。来
年もよろしくお願い致します。
●西岡より：今年もたくさん改善をしてくださり本当に
ありがとうございました！今は落ち葉が大変でしょうが
あまりご無理せずよろしくお願いいたします。
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。寒
さも厳しく落葉も多いと思うので大変だと思いますが、
いつもありがとうございます。

●社長より：武田さん、お便りありがとうございます。
よ
ろしくお願いします。感謝です。
●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。
本当に月日が経つのが早いですね。早いどころではあり
ません。驚きです。年内あと少しですが体に気をつけて
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。早いで
すね、来年度もどうぞよろしくお願いします。
●八尾より：今年もお世話になりました。来年も益々ご
活躍頂きますようお願い致します。良い年をお迎え下さ
い。
●西岡より：武田さん、今年も毎月お便りを下さりありが
とございます！来年もよろしくお願いします。
●金田より：武田さん、お便りありがとうございます。
月
日が過ぎるのは本当に早いですね。寒さも随分厳しく
なってきてますので、
ご自愛ください。
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◇◇◇北川 幸子さん◇◇◇
先日、病院創立60周年記念パーティーに
、ベルから2名御招待を受け、出席させて
いただきました。60年と言う長い年月に
は、幾多の御苦労も多々おありだった事
と思います。小さな町の病院から、今現在
の立派な病院と老健施設の病院がある
と言う事をお話されていました。
感動するお話もいろいろ聞きましたが、
とても素晴らしい事で、その素晴らしい
病院に勤めさせていただいているのだ
から、
もっとお客様に喜んでいただける
様に仕事をしなければ…、そして”ベル”
も社員やキーパーさん達、皆全員で協力
し合って、
もっともっと立派な”ベル”に成
長出来たらうれしいな…と心の中で思い
ながら、食事をいただいていた一夜でし
た。

●社長より：そうだったんですね、お客様へ、お祝いを
お届けしたかったですね。事前情報をよろしくお願いし
ます。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。そのよう
な場所に招待して頂けるとはありがたいことですね。そ
れもこれも日頃支えてくれている皆さんがいるからです
。今後ともご協力お願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は大変なおもてなしをありがと
うございました。皆んなで最高に楽しむことができまし
た！今年一年もありがとうございました！来年も素晴らし
い年にしていきましょう♩
●八尾より：いろいろな想いを感じます。私も精進して
参ります。
また何かお気付きなどございましたら、教え
て下さいますようお願い致します。本年も頼りっぱなし
でしたが、
しっかりご対応頂き心より感謝しております。
来年もどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：約１年、毎週ご一緒に病院清掃のお仕事さ
せてもらい大変勉強になりました。応援に行っているは
ずでしたが私が助けられていました。皆様に心から感
謝です。
またお世話になる事もありますのでその時は
よろしくお願いします。来年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。記
念パーティーの御招待はとても素晴らしいですね。
これ
からもよろしくお願いします。

◇◇◇岡田 浩司さん◇◇◇
11月30日で㈱ベルさんとのおつきあいが
丸々5年となりました。早かったような、そ
してよく続いたものだと感じております。
色々な事がありましたが、愛娘は小学校
の1年生になりました。
もうすぐ二学期も
終了（12/22）
して冬休みらしいです。

●社長より：岡田さん、いつも支えていただき感謝です
。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：岡田さんいつもありがとうございます
。あれから5年ですか・・・。早すぎますね（汗）
娘さんのためにも、
まだまだバリバリと宜しくお願いし
ます。寒くなりましたので、凍結、風邪と色々なことに気
をつけましょう・・・。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。
これか
らの娘さんの成長が楽しみですね。
これからも愛娘第
一でよろしくお願いします！
●八尾より：5年もたつのですね。いつも岡田さんのご
支援本当に有難く感謝しております。来年もどうかよろ
しくお願い致します。良い年をお迎え下さい。
●西岡より：毎年サンタさんを行かせてもらい娘様の
成長を見れることがとても嬉しく思っています！これか
らもよろしくお願いします。
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◇◇◇大西 陽子さん◇◇◇
暑さ真っ盛りの8月に仲間入り、
この汗、
いったいどこから湧き出るの？飲んだ水
分なんて、
とっくに出てしまってるはずだ
けど…大変な仕事についたもんだと思い
ながら、あっというまに3ヶ月超え、
まもな
く4ヶ月が過ぎようとしています。
これから
は寒さと戦わなくちゃあ…。
でもね、す〜
ごく体調がよろしいです。
もともと健康に
自信ありでしたが、快眠・快食・超快便な
んです。立ったり、
しゃがんだり、大股歩き
、階段のぼりおり、高い所へ手を伸ばす。
早朝より3時間30分みっちり動き回ってい
るのがいいんでしょうね。実は、一足違い
で体操教室へ申し込もうとした矢先に、”
きれいは人を幸せにする”というスタッフ
募集がポストに入っていたのです。おお
これだ、
月謝払って体操するより、お小遣
いもらって体動かそう、一緒に教室へ行く
はずだった友達からは裏切り者のレッテ
ルをはられましたが、
ランチをおごって一
件落着。
さあ、次は3年めざして頑張るつもりです
。

●社長より：大西さん、お便りありがとうございます。”き
れいは人を幸せにする”というスタッフ募集のキーワー
ドが大西さんとの出会いの言葉ですか、考えは人には、
最高にうれしいお褒めになったと思います。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：大西さんいつもありがとうございます。
早いものでもう4ヶ月ですか。
これからも末永〜く宜しく
お願いします。チラシの件うれしいです。みんな苦労し
ながらコメントやキャッチフレーズを考えてくれている
ので効果があったんだと思うとまた次頑張れます！
！
お友達にも自慢して下さい。今後とも体に気をつけて
宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：嬉しいお話をありがとうございます！
私共も大西さんとご縁を頂けたことに感謝です。
これか
らもお身体に気をつけてよろしくお願いします！
●八尾より：体験期間も何一つなく問題もなく終了
(*^^)v本当に良いご縁が結べたこと感謝しております。
現場でのお困りもないかとは思いますが、そろそろ慣
れが出始める時でもあるかもしれませんが、大西さん
のお便り読んで大丈夫だと安心しております。
これから
もどうか宜しくお願い致します。
●西岡より：大西さん、色々な職業がある中でベルの清
掃を選んでくださり本当にありがとうございます。わた
したちの仕事は歩き回って身体を動かして綺麗にして
いく仕事なものですから運動不足にはなりません（笑）
東淀川区に１件募集しているところがありますのでも
宜しければお友達も誘って一緒に綺麗になりましょう！
(*´▽｀*)まだまだ寒い日が続きますので風邪などを
召されませんよう、お体をご自愛ください。
●金田より：大西さん、お便りありがとうございます。益
々、寒さが厳しくなりますので体調を崩されないように
ご自愛ください。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
ちりとりのゴムがはずれていましたが、直
して頂いたようで、
ありがとうございまし
た。

●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。何かお
困りごとや使いにくい道具等がありましたらいつでも
おっしゃって下さいね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：寒くなりましたが、いかがお過ごしで
しょうか？またお会いできるのを楽しみにしております
♩
●八尾より：お元気でしょうか？いつもお頼り頂き嬉しく
思います。
これからもどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：今年も１年ありがとうございました！来年も
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。道具の不備
や必要な道具があれば遠慮なくお知らせください。
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◇◇◇小倉 貴子さん◇◇◇
●社長より：小倉さん、一足先に60歳になられましたね
誕生日のメッセージ、本当に心にしみます 。ほんと、誰の事??の感覚はわかるような気がします。
こ
。ありがとうございます。毎年感謝で胸が れからも、
自分らしさを大切に生きて行ってください。感
いっぱいになります。60才です。
自分が信 謝です。
じられません。誰の事？いつの間に？って ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：小倉さんいつもありがとうございます。
感じです。実感が湧きません…。それでい そして姉さんお誕生日おめでとうございます。いつまで
いと思ってます。
もパワフル全開、元気爆発の小倉さんでいてくださいね
自分らしくこれからも、生きて行きます。
こ 。あと40年は生きるでしょうから、健康第一です（笑）
のままつっぱしるぞー！これからもよろしく ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：身体は足から、年齢は気持ちから衰え
お願いします！ペコリ〜。
てきますから、若々しい気持ちでいることが大切ですよ
ね。私も見習います！小倉さんならあと60年はいけます
！
！
●八尾より：改めておめでとうございます。はい(*^^*)こ
れからもまっすぐに〜♪つっぱしってってて下さいませ
。いつも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！今年は小倉
さんに沢山助けて頂きました！本当に感謝です！まだま
だ未熟者ですがどうか宜しくお願い致します。
●金田より：小倉さん、お便りありがとうございます。改
めまして、お誕生日おめでとうございます。
これからも、
よろしくお願い致します。

◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
月日の経つのも早いもので、今年もあと1
ヶ月となりました。寒さもましてきましたが
、みなさんインフルエンザがはやっている
ので気を付けて下さい。英和ビルの前の
落ち葉が多いので、風のある時は大変で
す。
もうすこしの我慢かな？

●社長より：岩永さん、ほんとに落ち葉の清掃は手間が
かかりますね。お元気さまでした。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。
インフルエンザの時期ですね。今年はかからないように
頑張ります。岩永さんもお気をつけて。落ち葉あと少し
です。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！身の周
りでも体調崩した方が増えているので、岩永さんも気を
付けて下さいわね〜。
●八尾より：あっという間に年末ですね。岩永さんも私
生活など疲労も重なるかと思います。
どうかあまり無理
されませんように！何かあればいつでもご相談下さいま
せ。来年もますますご活躍下さい。ありがとうございます
。
●西岡より：今年もあっという間に過ぎていきましたね(;
･̀д･´)落ち葉の季節は外回りが大変ですよね。あまり
ご無理しないでください。
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。
こ
の時季の落葉は本当に大変だと思います。いつもあり
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◇◇◇中島 早美子さん◇◇◇
《現場であった嬉しい事》
先日、部長さんに、旅行のおみやげをい
ただきました。
まさか、おみやげをいただ
ける思っていなかったので、
とてもうれし
かったです。キーホルダーは名札に一緒
につけています。

◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
注文の資材届けて頂きましてありがとう
ございました。11月最後の日、
もうカレン
ダーも1枚になりました。来年もよろしく
お願い申し上げます。
12月の餅つき大会で、班長のお手伝いは
終わります。後は会費徴収と夜の班長会
議、夜警、回覧板回して頂きます。
Yさんの所にお見舞いに行ってきました。
主人もそうでした。病気なのか年齢的な
ものかと考えている内に我慢できなくな
り、病院に行ったときは大変な病気にな
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●社長より：中島さん、お便りありがとうございました。
ほっこりしました。お客様の愛情に感謝です。
●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。
お土産頂いたことも嬉しいですが、そのお気持ちが嬉し
いですね。
また頑張っちゃいますね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。病院
の方も慣れてきたようで安心せました！お土産よかった
ですね。
これからもよろしくお願いします！
●八尾より：よかったですね。そうやって覚えて頂ける？
気遣ってもらえるのってさすが日々の取組があるからこ
そかと嬉しいお頼りです。
これからもどうかよろしくお願
い致します。良い年をお迎え下さい。
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！お客様のお気
持ちとても嬉しいですね！これからもどうぞよろしくお願
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
土産は嬉しいですね。
これからも、
よろしくお願い致しま
す。

●社長より：小泉さん、お便りいつもありがとうござい
ます。毎日、関わる全ての人の幸せを祈念しています。
毎日が一生ですね。
●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。
班長さん頑張って下さい。Ｙさんのお見舞ありがとうご
ざいます。私もまた今度顔を見に行ってきます。寒くな
りますので小泉さんも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：お元気さまです。師走ですね〜、文字
どおりお忙しくされておられるようですが、お変わりな
いですか？健康第一で来年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。小泉さんもく
れぐれもお身体をご自愛下さい。
これからもどうぞよろ
しくお願い致します。
●西岡より：毎月お便りありがとうございます！Yさんの
お見舞いに行かれたのですね。きっとYさんもさぞかし
喜んでいただしょうね。
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。寒
さが厳しいので、
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
എࠗƞǕƨ૾ƷƓӸЭǍ࠰ƴƨƳƍʴƸʻɶŴਫ਼᠍ƞǕǇƤǜŵ

ΧΛάȜȜσ
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ŭʻஉƷȏȃȔȸǳȸȫŭ
お客様名：popcorn パパ UCW 店様
担当の方も現場で掃除してくださる方も本当に丁寧に心のこもったサービスをして頂いて、感動し
ております。ベルさんにきて頂いてから場も心もキレイになりました。床の清掃も以前頼んでいた
ところよりキレイが長続きし、技術的な所も素晴らしいです。

お客様名：リコージャパン（株）南大阪事業所様
田中様大塚様。いつもながら丁寧なお仕事をして頂き有難うございます。又、2F 女子トイレの排水
の悪さへの御指摘有難うこざいます。実は先日、社員以外が使用し詰まらせてしまい大騒ぎ致しま
した。事前に業者に連絡を取り修理する様致します。今後共引き続き宜しくお願い致します。

 ȏȃȔȸǳȸȫᨼᚘإԓᲢ ᳸  ᡅᲣ
 உųų உųų உųų உųų உųų உų உų உų உųų உųų உųų உųӳųᚘ
 ˑųų ˑųų ˑųų ˑųų ˑųų ˑųų ˑųų ˑųųųųųųųųųųųųųųųų  ˑ
ų

ϋᚪᲴǭȸȑȸƞǜųų ˑ  ˑɶųųஜᅈǹǿȃȕȷȑȸȈȊȸƞǜųų ˑ  ˑɶᲢ உྵנᲣ

̨ឞ

ᙸƑǑƘᲭ5

ྵئƔǒ࠙ƬƯƖƨǒŴ̽ࡉ್ƷȝȸȫЭư
˴Ǎǒʴࢨƕȷȷȷ
ǑƘǑƘᙸƯǈǔƱŴǒƕǢȩȃǭȸƕȝȸ
ȫǛرᘺƠƯƘǕƯǇƠƨŵ
ኺ࠰э҄ưᑥƋƤƯƖƨ᰾ᑥƕŴ
ᙸᢌƑǔǄƲᮗǍƔƴƳǓǇƠƨŵ
᧙Ƹ˟ᅈƷ᫊ưƢŵ
ƍƭǇưǋᒉŷƠƍ᫊ǛዜਤƠƯƍƖƨƍưƢ
ƶŵ
Ȇǯȋǫȫဋӝ

̴

ह྾ ຯͿʴ̴̴

ʻஉƷɟӟ

ؙਮ୫ऋ૮ધ৲ਓपఃஈऔो␓মඣपৌघॊਲਗभঢ়ੱम
ৈऽढथऌञ␔ঢ়ਧपमௗಛभ⎛ृभৄऩन৸বથਯभඣ
ਚऋૐऽॊ␔মాमফஐपরব␓ಘऩनदਲਗ௧৷
भৗঈছথॻ ௯॑घॊ␔ಘॉৈःෞ৪পᆹᅿඣद␓ௗ
ಛਓभৈඣ৪ িഴ॑ऽद༿ऎ␔તఝम়Ⴁ
␟ۜ/␠द॑୳खथउॉ␓ਠਲਗदਲ਼घॊ
ਈৈતभෞ৪ᆹᅿඣ த્⍨ؙႏ୨भपऩॊ␔যઠ
ऩनदবৃऋഊघॊଡम␓ঢ়ਧुୠुग␔भ
ঌ␗५मဉرपထ৲खथःॊ␔ডॖথभযਞऋৈःପಉपୟল
॑ઁऑॊऒधऋ␓ಸभୖधऩढथःॊ␔

̖
θಆʴʐˈʝ˓

̤̳̳͛ȜȜ

̞̦̞̾ͭ͊̽̀ͥ͜
ȁȁ̜̹̤̱̳̈́͒ͤ͘

̹̩̯͈̞̞ͭდ̹̩̯͈ͬͭ૽ͅඋ̞̹̞ͭ́ͣ͜Ȃࢩ̬̹̞͂ȶίΙআȆίΙਾ੫ͬౝ̵Ȋ൲ȷͬঔ̱̞̀ͥԻ;ͻΛΞθ̦
อ࣐̱̞̩̀ͥ͛ͤτϋΘȜͬȂ؈২ಿ̦͙̤ͭ̈́͜ͅඑ̫̱̹̞Ȋ͂ࣔවȃ̩͛ͤ ķĳ  ȿķ ॗ̜̳͈ͤ́͘Ȃྀઁ̱͉̿̾́
̜̳̦̤ͤ͘එ̫̱̳͈́͘Ȃ̤͙̱ͅڢȃ͉ࣽٝ ĳĵ ٝ࿒̳́ȃ

ȁ̩͛ͤτϋΘȜȁలĵ౮
ȴઢ͈̈́ͦͥࣽͅ࡞ဩȵ

25

26

28

絶好調！

29

偉大な人とは︑
決して倒れない人ではなく︑
何度倒れても
起き上がる力を
持った人のことだ︒

一〇〇人いたら︑一〇〇人に
好かれようなんて思わなくても
いいよ︒
一人︑
わかってくれる人が
いれば︑いい︒

30

花は︑
その花びらの
すべてを失って
果実を見いだす︒

辛いことに
直面しているとき︑
あなたの
魅力が磨かれる︒

嫌なことが
あったら︑これは︑
﹃ラッキー﹄な事が
起こる前兆だ！
と信じよう︒
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新日本ビルサービス株式会社様 へ

ベンチマーキングに伺わさせて頂きました！
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株式会社ノーリツ様
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がベンチマーキングに
お越し下さいました！
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先月号のクイズの答え
A 朝には熱が下がるかもしれないの
B 夜中だけど緊急連絡網に電話する 皆様。今月もクイズへのご参加
でギリギリまで回復を願う

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. お仕事がある前日、少し体

調が思わしくなく早めに床に就

C

友人を自分に似せて出勤させる

きましたが、案の定真夜中の午
D お客様に迷惑をかけれないので
這ってでも出勤する
前 1 時頃に高熱を出してしま

いました。次のうち正しい対応
はどれでしょうか？？で
でしたね♪

答えは、 Ｂ

休日や夜間でも関係なく連絡をください！！！

急な体調不良や休まなければならない状況になった場合、少しでも早く知らせて下さい。会社として、迅速
に判断して手配するためには、何よりも早い連絡、相談が必要です。「大丈夫だろう」ではなく、最悪のケー
スを想定しての行動をよろしくお願いします。連絡は緊急連絡網を利用してください。もしお持ちでない方
は事務所まで一報下さい。報連相についての注意事項を同封していますのでしっかり読んでおいて下さい。
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今月は鳩知識ではなく、日本鳩対策センターの活動についてご紹介させて頂きます！！

「鳩対策アドバイザー」認定講習会を開催しました

12 月 6 日にビルクリーニング・カレッジで「鳩対策アドバイザー」認定講習会を
東京で開催しました。講師は原田所長です。これまで日本鳩対策センターでは、
鳩マイスターアドバンス・鳩マイスターの認定制度がありましたが、販路拡大の
ため新たに鳩アドバイザーを設置しました。講習では鳩の生態や対策の知識を取
得してもらいます。講習修了後はアドバイザーとして活躍をしてもらいます。
今回の講習で 20 名のアドバイザーが誕生しました！皆さんの活躍がとても楽しみ
です！！

SBSラジオに
出演しました
12 月 6 日。東京で鳩対策アドバイザーを開催している時、大阪では SBS ラジオ
（静岡ラジオ）に電話生出演をしました。中村こずえさんの番組：smail for you
の中の「中村こずえ興味津々」というコーナーに鳩対策センターが出演しました。
静岡県の方しか聞くことが出来ない番組ですが、鳩の被害が増えていることと、
インターネット新聞に鳩対策センターの新商品が掲載されたのを見て、出演の
依頼を頂きました！
中村こずえさんはとても気さくな方で、
初ラジオの近藤をリードしてくれ、無事
終わる事が出来ました！静岡の皆さんに
私の美声と鳩知識についてお届け出来ま
した♪

࠰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
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TEL：072-961-7171 FAX：072-961-7373

TEL.080-5631-5631
oku@ai-kando.com
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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！
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部屋を広く快適に暖めるので、家族が集う
リビングなどの広い空間に適しています。
気温も下がり、大分寒くなってきました。 エアコン また、灯油やガスなどを燃やさないので部
もう暖房機器を利用していると思います
屋の空気を汚さず、小さなお子さんやお年
。皆さんはご自宅ではどの暖房機器を使
寄りがいる家庭でも、安心して使うことが
ってますか？様々な器具があると思いま
できます。
すが、エコ活動を行うにあたり、それぞ
スイッチを入れると近くの人をすぐに温める即効性が
れの機器の特徴を知り、正しく使い分け
あります。灯油やガスなどを燃やさないので、部屋の
る必要があります。それぞれの特徴を知
空気を汚すことがありません。部屋全体を暖めるとい
った上で、お住まいの状況や生活スタイ
うよりは体を直接温める暖房です。
長い時間使用する
ル、目的に合わせて使い分けることが大 電気スト
のではなく、足元の寒いキッチンや、洗面所、起床時
事です。今月と来月で主な暖房機器の特 ーブ
の着替えの間など、すぐ暖めたい少しの時間に使用
徴を紹介します。
する時に、適した暖房といえるでしょう。
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支援活動

PrayForJapan
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ųኰʼСࡇƷƓᅇƱƓᫍƍ
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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