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9 月 .10 月 .11 月の合同誕生日会を行いました！

ゲームだけでなく、ベルバンド『色鉛筆』による
生演奏などもあり、とても盛り上がりました。
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◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
先月はビデオ頂きまして有り難うございまし
た。ビデオで表彰式を見ていると、すごくドキ
ドキしていた事を思い出しました。話をして
いても言葉が出ていたら、間が開きすぎてい
て聞いている皆さんがイライラしたでしょう
ね。
第2部の経営方針発表会の時間は、胸のドキ
ドキが酷て、お話の内容が頭の上を
通過していくだけでした。思い出しました。

●社長より：小泉さん、ビデオが遅くなりすみませんでした。
まったくイライラなんてしませんよ。素晴らしいスピーチでし
た。お孫さんからの、お心遣いのお土産は感動しました。立
派な人間として成長されていますね。お孫さんは、
しっかり
背中を見て育っているのですよ。
うらやましいです。後、危機
を乗り越えたことで使命に気づけたことでぶれない自分が
出来ましたが、怖いものだらけです。
怖いから、情報を集め、未来予測をして経営しています。
●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。ビデ
オもう少し早くお渡し出来たらよかったんですが。寒くなりま
したので体にお気をつけ下さい。
奥 社長様
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：小泉さんの名言は胸にズドンと突き刺さ
会社の危機を乗り越えた社長様は、
この世に りましたよ☆素敵な時間をありがとうございます！
怖いものなしですね。
●八尾より：いつもありがとうございます。仕様書や担当者
何でも乗り越えると、次が見えてきますね。
の件は別途承りました(^^)/これからもどうかよろしくお願い
でも、乗り越える事が出来なければ終わりで 致します。
すね。
●西岡より：小泉さんの表彰式を思い出すと心がすごく熱く
クイズBです。私はBの方法でモップ掛けをし なります。イライラではなくウルウルでした。
とても感動しま
ています。
した。
これからもベルにご尽力くださりますようよろしくお願
いいたします。
クイズに参加ありがとうございます。
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。
クイズ

◇◇◇中村 幸子さん◇◇◇
いつも社長並びに本社スタッフの皆様、お世
話になり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骨折
により、多大な迷惑を掛けてしまい、
申し訳なく思っております。
それにしても関わらず心温かい対応して頂き
、感謝しかありません。
３ヶ月余り仕事にも出れず、ただ時間が過ぎ
るのを待つしかない日々で、復帰の
際も温かく見守って下さいました。
仕事をしていることで得られる日々の充実感
、今もって知ることが出来ました。
３ヶ月もお休みしたのにもかかわらず、首に
ならなかった？？？
有り難いです！
！
ベルに関わっておられる方々に感謝します。
過大なお心遣い、ありがとうございました。
今の気持ちを忘れることなく、
日々精進して
前進して行きたいと思います。

●社長より：中村さん、健康で働けることは本当に幸せ、人
生が充実しますね。感謝です。
●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。事務
所に来られた際は元気な顔を見せて頂き嬉しかったです。
まだ少し痛むとのことでしたので、無理せずに宜しくお願い
致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご報告を受けたときは、ビックリしました。
でもまたこうして元気に復帰して頂けたことが本当に嬉しく
思います。
これからも身体に気を付けてよろしくお願いしま
す。
●八尾より：首になる？首を長〜くしてお待ちしておりました
。
どうかこれからも引き続きよろしくお長い致します。ありが
とうございます。
●西岡より：中村さん、お帰りなさいませ！お待ちしておりま
したよ！お体には気を付けてこれからもよろしくお願いしま
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した。
こ
れからも、
どうぞよろしくお願い致します。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

◇◇◇柴尾 久夫さん◇◇◇
１、
アベニュー新深江
少しずつお客様の通勤時間が分かるように
なってきました。
出来るだけ自転車をスムーズに出せるように
整理の時、
気を配る様、心掛けています。
２、お仕事クイズ答え ②

◇◇◇中村 幸子さん◇◇◇
いつも社長並びに本社スタッフの皆様、お世
話になり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骨折
により、多大な迷惑を掛けてしまい、申し訳な
く思っております。それにしても関わらず心温
かい対応して頂き、感謝しかありません。
３ヶ月余り仕事にも出れず、ただ時間が過ぎ
るのを待つしかない日々で、復帰の際も温か
く見守って下さいました。
仕事をしていることで得られる日々のず、首
にならなかった？？？有り難いです！
！
ベルに関わっておられる方々に感謝します。
過大なお心遣い、ありがとうございました。
今の気持ちを忘れることなく、
日々精進して
前進して行きたいと思います。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：柴尾さん、いつもありがとうございます。
●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。気配
りに感謝です。住人さんが喜びますね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。寒さが増
してきましたので、お身体ご自愛ください。
●八尾より：すっかり板についたお仕事になったようで、い
つもお気遣いありがとうございます。先日の階段の件など、
何かいつもと違うと思えばいつでもお声掛け下さいね。
あり
がとうございます。
●西岡より：柴尾さん、住人さんへの心遣いさすがです！朝
などは急いでいるときが多いですから自転車が出しにくい
ことでのストレスが解消されますね！これからもよろしくお願
いします。
●金田より：柴尾さん、お便りありがとうございます。住居人
様へのお気遣い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。
クイズにも参加して頂きありがとうござい
ます。

●社長より：中村さん、健康で働けることは本当に幸せ、人生
が充実しますね。感謝です。
●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。事務
所に来られた際は元気な顔を見せて頂き嬉しかったです。
ま
だ少し痛むとのことでしたので、無理せずに宜しくお願い致
します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご報告を受けたときは、ビックリしました。
でもまたこうして元気に復帰して頂けたことが本当に嬉しく
思います。
これからも身体に気を付けてよろしくお願いしま
す。
●八尾より：首になる？首を長〜くしてお待ちしておりました
。
どうかこれからも引き続きよろしくお長い致します。ありが
とうございます。
●西岡より：中村さん、お帰りなさいませ！お待ちしておりま
したよ！お体には気を付けてこれからも宜しくお願いします。
●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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◇◇◇中西 好子さん◇◇◇
お仕事クイズ
解答 D E C A B

●社長より：中西さん、いつも有難うございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中西さんいつもありがとうございます。寒く
なりますので体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご無沙汰していますが、お元気ですか？ク
イズの返信もありがとうございます。
●八尾より：いつもありがとうございます。寒さが厳しくなり
つつです。気候の変化どうか体調崩されませんようにお気
を付け下さい。
●西岡より：前々回の分ですね！今回もご参加ください！気合
い入れて書きますから！
●金田より：中西さん、
クイズへの参加ありがとうございます
。
また、お困り事などありましたらお知らせください。

◇◇◇佐々木 正さん◇◇◇
答え ②

●社長より：佐々木さん、ありがとうございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：佐々木さんありがとうございます。
クイズ参
加者の方が増えて来てありがたいです。西岡さんが頑張って
ますので、次も宜しくお願いします。
●八尾より：ありがとうございます(^^)/
●西岡より：佐々木さん！クイズへのご参加ありがとうござい
ます！毎月クイズが載りますのでご参照ください！
●金田より：佐々木さん、
クイズへの参加ありがとうございま
す。
クイズを通じて、現場作業でも再確認をして頂ければと思
います。

◇◇◇中村 育代さん◇◇◇
現場の変化や気付いた事
ペットボトルの回収がありません。
いつまでも、
ゴミ庫にあります。
どうすればいいでしょうか？

●社長より：中村さん、感謝です。
●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。お仕
事慣れるまで大変でしょうが宜しくお願いします。寒くなりま
すので体にお気をつけて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご報告ありがとうございます。いつもテキ
パキと対応して下さり、助かっております。
●八尾より：こちらはオーナー様にご連絡対応して頂けるよ
うになりました。今後も何かお困りなどございましたら、いつ
でもお声掛け下さい。
これから末永くよろしくお願い致しま
す。ありがとうございます。
●西岡より：中村さん、いつもありがとうございます！ベルの
お仕事にはなれましたか？お困りごとなどありましたらお声
がけください。
●金田より：中村さん、お便りありがとうございます。
まだま
だ、慣れない部分もあると思いますがよろしくお願い致しま
す。何か不安な事があればお知らせください。
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◇◇◇中田 智子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、いつもお世話になって
ます。
武岡さん、マスク持って来て下さって有難う
ございます。
助かってます。
こちらは山なのでゴミ出しの
時は寒いです。今は風邪を引かない様に、夏
の疲れが出ない様に、気を付けてがんばっ
て行きたいと思っています。
社長様、読みました。真心とは一番大事なこ
とです。
「ありがとう」、
「すみません」、
「お陰様
」、
この言葉いいですね。私も素直な心で が
んばります。
これからも宜しくお願いします。

●社長より：中田さん、お客様から嬉しいお声がけ頂けまし
たね。感謝
●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。
ご報
告ありがとうございます。
ゴミ出しの時風邪ひかないように
して下さいね。ヤッケは貰ってますか？お困りごとはなんな
りと。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：中田さん、お元気そうでなによりです。
ま
たお会いできるのを楽しみにしております！
●八尾より：いつもありがとうございます。本当に急に寒くな
って参りました。
どうかお風邪など召されませんようお気を
付け下さい。
●西岡より：中田さん、いつもご尽力くださりありがとござい
ます！皆様からお声がけ頂けるときいて中田さん、寺岡さん
を頑張ってくださっている事がよくわかりとても嬉しいです。
現場での変化や気付いた事待合室の植木鉢 これからもよろしくお願いします。
が無くなりスッキリになりました。
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。お客様
からのお声掛けは本当に嬉しいですね。いつもありがとうご
お客様の要望
ざいます。
（現場）廊下が滑ってましたが、今は直りまし
た。(2週間からぶきしました）廊下に2台のス
トレッチャーが置いてまして、車の足に油を
さしたのではないかとお客様が言ってまし
た。
こぼれたのかもしれません。
現場であった嬉しい事
経理の方が気を遣って下さって、
「動きっぱ
なしで少しは休んでください」
と声を掛けて
いただきました、そしていつも、
「ありがとう」
と言って下さり、本当にうれしかったです。

◇◇◇金好 節子さん◇◇◇
先日は体調を崩し、Y（株）様やベルの皆様に
ご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございませ
んでした。津田さん有難うございました。
お仕事クイズ
答え ②番と思います。
よろしくお願い致します。

●社長より：金好さん、いつもありがとうございます。健康一
番、
よく頑張ってくれている身体に感謝ですね。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：金好さんいつもありがとうございます。体調
はすっかり良くなりましたか？これから益々寒くなりますの
で体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：突然のことでびっくりしましたが、大事に
至らずに良かったです。寒さが増してきますが、お身体ご自
愛下さい。
●八尾より：お互い様なので、気になさらないでくださいま
せ。金好さんが一番驚かれて？大変だったでしょうね？これ
からだんだんと寒さも増してまいります。
どうかご自愛下さ
いませ。ありがとうございます。
●西岡より：金好さん、いつもありがとうございます！体調が
よくなって良かったです！
これから寒くなりますので体調を崩されないようにしてくだ
さい。
●金田より：金好さん、お便りありがとうございます。寒さが
益々厳しくなりますので、体調を崩されませんようにお気を
付けください。
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◇◇◇山田 敏子さん◇◇◇
●社長より：山田さん、頑張ります。応援してくださいね。お孫
快やかな季節になりました。
さんの活躍、すごいですね。
奥社長の久高島研修の記事を読ませていた ●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。お孫
だき、
こちらまで心穏やかになりました。今の さん惜しかったですね。結果は残念かもしれませんがそこに
時代、家の内ではテレビ、電話、救急車、消防 出るまでの努力が素晴らしいですね。次はあと少しメダルに
車、車の音等々、休みなく音が聞こえます。久 届くといいですね。
高島で「デジタル・デトックス」
されて自然の ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お孫さんの勇姿が目に浮かびます！山田
中で日の出から日の入りまで、
自分と向き合っ さんも有意義な時間が過ごせたようでなによりです。
て過ごされ、将来人を幸せにする、いい会社 ●八尾より：大切なお孫さんの晴れ姿(*^^*)見れて何よりで
を作る、健康や高齢者を支援するベル村構想 したね。成績は本当に残念？惜しい？限りですね。
でもまぁこ
うして幸せを与えるお孫さん！山田さんにとっては金メダル
が動き出している事、嬉しく思います。
10月20日は、お休みいただき替わって下さっ 賞でしょうね〜♪素敵はお話をありがとうございます。
た方、有難うございました。
●西岡より：お孫さんの大舞台見られたようで良かったです
孫が名古屋の端穂スタジアムで行われた日 ！あたしも小学生の頃マラソン大会に出て総合4位でメダル
本ユース陸上選手権大会に奈良から出場し がもらえず悔しい思いをしたことをこれをよんで思い出しま
ました。ハードル110ｍで予選、決勝と勝ち進 した（笑）
み、決勝では14秒10で4位でした。残り1,000 またお話きかせてください！
分の4秒早ければ3位入賞だったのですが。。
。●金田より：山田さん、お便りありがとうございます。お孫さ
この様な測定する機械が有るのには驚きまし ん、素晴らしいですね！楽しい旅行ができた様で何よりです。
た。表彰台でメダルは無でしたが、賞状は
いつもありがとうございます。
いただきました。
ベルの皆様、
ご迷惑をおかけしてすみません
でした。お陰様で、楽しい旅が出来ました。
有難うございました。

◇◇◇藤本 美栄子さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、いつもお世話になっ
ております。
毎年誕生日のプレゼントとメッセージありが
とうございました。
ベルの皆様、
これからも宜しくお願いします。

●社長より：藤本さん、いつもご提案をしていただき、ありが
たく感謝しています。引き続きよろ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。お誕
生日喜んで頂けて良かったです。素敵な1年になりますよう
に。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お元気ですか？またニコニコ笑顔の藤本
さんに会えるのを楽しみにしてます！
●八尾より：改めておめでとうございます。
こうしてお祝いで
きるの嬉しく有難く感じます。
これからも引き続きお相手の
程、
よろしくお願い致します。ありがとうございます。
●西岡より：改めてお誕生日おめでとうございます！毎回クイ
ズにご参加くださりありがとうございます！
●金田より：藤本さん、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。
これからもよろしくお願い
致します。
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◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、お世話になっており
ます。
感謝しています。ありがとうございます。
加藤ﾘｰﾀﾞｰ
・10月17日
（月）N住宅3棟会長様との相談の
件です。
・3棟 文具注文収納庫、片屋根雨漏りがしま
すと話し合った結果、
シート貼り付けて頂け
ることになりました。
・道具収納庫内、バレーコートなどに使用さ
れる地ならし用ブラシ、2本撤去して
頂きました。
・報連相 ３S実施済み
八尾様
・資材注文 文化塵取りをN住宅３棟に届けて
頂き有り難うございました。
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●社長より：中田さん、いつもありがとうございます。
ご提案
と、改善活動には、感謝しかありません。
●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。いつ
も大活躍感謝しています。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも、キッチリとそして、バリバリと改善
に取り組んで下さり、ありがとうございます！
寒い日が続きますので、お身体御自愛下さい。
●八尾より：いつもきちんとご報告！ありがとうございます。清
掃作業表他、お送り致しましたが如何なものでしょうか？何
かご不便など生じているようなら、いつでもまたお知らせ下
さい。
●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。先日は
お電話ありがとうございました。中田さんの元気な声を聞い
て安心しました。体調を崩されませんようにお気を付けくだ
さい。

現場での文化や気付いた事
N住宅3棟、お客様有志の方により4名〜5名
で草取りと地ならし日数をかけて実施されま
した。後日、除草剤を散布実施されました。

◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
先日は急なお休みを取りましてすみませんで
した。
その対応を加藤さん、金田さん、西岡さん本
当にありがとうございました。
主人も11月5日に退院出来るようになりまし
たが、その後大変のようです。
腎臓の方の働きの方が弱くなり、人工透析を
しないといけなくなったので、
またいつ急な休みをさせて頂くことがあると
思いますが、
よろしくお願いします。

●社長より：岩永さん、大変だと思いますが頑張ってくださ
い。
●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。お
休み等遠慮なくおっしゃって下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：かしこまりました。心配かと思いますが、
何かあれば遠慮なくいつでもおっしゃってください。
●八尾より：いつもありがとうございます。
ご主人心配です
ね。お休みの件はご遠慮なくお知らせ下さいませ。家庭あっ
てこそです(*^^*)何とかしますので〜♪岩永さんがばてな
いようにどうかご自愛もお忘れなくです。
●西岡より：先日はスーパーでお会いして驚きましたが岩
永さんにお会い出来てとても嬉しかったです！
！ご無理なさ
らないようにしてください。
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。お休み
の件は遠慮なくお知らせください。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

◇◇◇橋本 妙子さん◇◇◇
社長様はじめベルの皆様、寒かったり暑かっ
たりの天候で、おからだお変わりございませ
んか。私この度、社長賞をいただきまして、N
社様やベルの皆様に感謝でございます。
また、お道具のグリーンモップをいためまし
て、新しいモップを持って来ていただき有難
うございました。
現場であった嬉しい事
流し場も、湯沸かし器も、新しくして頂きまし
た。
ありがとうございました。

◇◇◇武田 佳子さん◇◇◇
10月28日金曜日、1階のエントランスで清掃
をしていましたら先代の社長さんが来られま
した。発送係の方が先代の社長さんやでと紹
介してくださいましたのでごあいさつをしま
したら、周りを見ながら綺麗にしてくれてると
ほめてくださいました。先代社長さんは、
ここ
は、ぼくが設計して作ったんやでと言ってまし
た。
とても立派なお方ですね。私がこうしてU
社様にこれるのは先代社長様が作って
下さったおかげ、感謝しています。
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●社長より：橋本さん、いつもお便りありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。
●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。社長
賞おめでとうございます。引き続き宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも頑張って頂いているので、資材もそ
れに応えたのでしょう。橋本さんも体に気をつけて、
よろしく
お願いします。
●八尾より：資材の件は気になさらないでくださいませ。お
客様との深耕が深いからこそ得られた社長賞かと思います。
私は橋本さんの日々の努力に感謝しております。
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！お困りごとなどあ
りましたらお気軽にご連絡ください。
●金田より：橋本さん、お便りありがとうございます。社長賞
おめでとうございます。道具の件も何か不具合がありました
ら遠慮なくお知らせください。

●社長より：武田さん、お褒めの言葉を頂けてうれしいです
ね。感謝の気持ちを忘れず、優しく優しく全てを大切にして
いきましょう。お便り、ありがとうございました。ほっこりしま
した。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：武田さんありがとうございます。綺麗にして
頂き感謝です。植木への気配りもありがとうございます。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：武田さん、気づきを実践してくださり、あ
りがとうございます。武田さんの愛情で、植木もドンドン元
気になることでしょう！
●八尾より：いつもありがとうございます。小さな気付き、優
しい気持ちで対応されたからこそ、植木は元気になったの
でしょうね。武田さんのお心遣いに感謝です。
これからもど
うかよろしくお願い致します。
《現場であった嬉しい事》
●西岡より：いつもありがとうございます！武田さんの頑張
2階に上ると、正面に植木があります。前はと りをほめてもらえると私たちまで嬉しいです！植木さんも武
ても元気だったのに、
しおれてとても心配で 田さんからの愛のお水うれしかったと思います！これからも
した。
さわったらあかんかなと思いましたが、 よろしくお願いします。
上の奥に水2ℓのボトルが2本ありましたの
●金田より：武田さん、お便りありがとうございます。お気遣
で水を1本植木にかけて翌日気になって見ま いありがとうございます。
したら、すこし元気、
また翌日に見ましたら元
気になってきましたので黄色くなったはっぱ
は取りました。だんだんと元の元気な植木に
なり、
とてもうれしかったです。
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◇◇◇白河和子さん◇◇◇
西岡さんへ
いつもお世話になっております。ユニホーム
2枚届けてくださいましてありがとうございま
した。

●社長より：白河さん、いつもありがとうございます。感謝で
す。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：白河さんいつもありがとうございます。寒く
なりますので体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お元気様です。
またお話できるのを楽しみ
にしてます！
●八尾より：いつもありがとうございます。寒くなりつつです。
どうかお身体ご自愛下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます！これからますます
寒くなりますので風邪など召されませぬ
ようご自愛ください。
●金田より：白河さん、お便りありがとうございます。
また、道
具などで必要な物があればお知らせください。

◇◇◇坂井 信宣さん◇◇◇
ご担当 山崎様
別紙のとおり、10月分勤務表・請求書を送付
いたします。
よろしくご査収くださいますよう
お願い致します。

●社長より：坂井さん、いつもありがとうございます。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：坂井さんいつもありがとうございます。奈
良はどんどん寒くなりますので体にお気をつけて頑張って
下さい。
●八尾より：現場の冬の寒さは半端じゃないかと思います。
どうか風邪など召されませんようにお気を付け下さい。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！これからもよろし
くお願いします。
●金田より：坂井さん、お便りありがとうございます。
これか
ら寒さが厳しくなりますので、
ご自愛ください。いつもありが
とうございます。

◇◇◇前田 純美枝さん◇◇◇
・八尾さん、工場のトイレきれいにしてくださ
りありがとうございました。
・金田さん、マンションの水道のホースなおし
てくださりありがとうございました。

●●社長より：前田さん、引き続きよろしくお願いします。感
謝です。
●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。お
困りごとは何なりとご相談下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お元気様です。お電話ではいつも元気バ
リバリで、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：寒さ厳しくなって参ります。
どうかお身体ご自愛
下さいです。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！これからもよろし
くお願いします。
●金田より：前田さん、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。いつもありがと
うございます。
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◇◇◇各務 恵美子さん◇◇◇
社長様、
このたびは大変ご迷惑をかけまして
、本当に申し訳ありませんでした。
私の不注意の為なのに、お断りさせていただ
いたのですが、保険扱いにしていただき、心
苦しく思います、申し訳ありません。
今回は、会社の方々、八尾さん、加藤さん、
ス
タッフの皆さん、私の代わりにお仕事をして
いただいた方、有り難うございました。皆様
に本当にご迷惑をお掛けしました。
また、
（T社の従業員さんからやめないでほし
いと言って頂いてる）
と、八尾さんからお聞き
して、いつもと同じことをして、挨拶をして頭
を下げてるだけなのにね！要らないと言われ
るより、
そういうお言葉をいただけるって、嬉
しいですね。
また、
月曜日からお仕事をさして
いただくようになりました。有り難うございま
す。
出勤の朝、数名の方から声を掛けて頂き、
「大
丈夫か？無理せんようになぁ〜仕事頑張りや
〜」
って言われ、嬉しかったです。
嬉しさ余り、少し頑張りました。次の日やっぱ
り自転車をこぐ時は、痛みがハシリました。
今後、作業中も道中も気を付けますのでよろ
しくお願い致します。

●社長より：各務さん、職場復帰おめでとうございます。必要
としてくれる喜びは、掛け替えのないことですね。安全第一で
お願いします。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：各務さんいつもありがとうございます。すぐ
に治って良かったですね。
まだまだ無理しないようにして下
さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：各務さん、ありがとうございます。
くれぐれ
も無理はされないように、
よろしくお願いします。
●八尾より：はい(*^^*)今回の件で、お客様がどれだけ各務
さんを信頼していらっしゃるのかもよくわかりました(^^)/こ
れからはどうか怪我や風邪など健康管理しっかりとされて、
益々ご活躍下さい。
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！お身体はいかがで
しょうか？ご無理なさりませんようにして下さい。
●金田より：各務さん、お便りありがとうございます。お休み
されている間、従業員の方々が心配されており各務さんが懸
命に作業されていることがお客様にも伝わっているんだなと
感じました。
これからもよろしくお願いします。

◇◇◇古家 アツ子さん◇◇◇
誕生日プレゼントメッセージ有難うございま
した。ほっこりと癒されました。
職場に復帰して半年が過ぎようとしています
。以前のように早くは動けないので
コツコツやっているのが、いいリハビリにな
っているとなっていると思います。
お陰様で少しづつですが、快方に向かってい
るのがわかります。

●社長より：古家さん、全快に向けて頑張ってください。いつ
もありがとうございます。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：古家さんいつもありがとうございます。寒く
なってきたので怪我の具合が心配です。無理せずに頑張っ
て下さい。お誕生日喜んで頂けて良かったです。ハッピーは
一年をお過ごしください。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。焦る必要はないの
で、徐々に治していきましょう。
これからもよろしくお願いし
ます。
●八尾より：改めておめでとうございます。復帰してもう半
年なんですね。
こうしてまたご縁頂けること、改めてお礼申
し上げます。
プラスワンなどにもご協力いただけており、本
当にお戻り頂いて感謝しております。今後もコツコツとご尽
力の程、
よろしくお願い致します。
●西岡より：改めておめでとうございます！先日は沢山お話
でき嬉しかったです！
●金田より：古家さん、お便りありがとうございます。お身体
を無理されませんようにご自愛ください。いつもありがとう
ございます。

お仕事クイズの答え ②
足跡を残さない為
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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
ȏȃȔȸǳȸȫƱƸȷȷȷǤǨȭȸǫȸȉȷȔȳǯǫȸȉǍŴ߹ׅሁƷᨥƴƓܲಮƔǒᙔǊ
ųųųųųųųųųųųųǒǕǔƜƱŵ

ŭʻஉƷȏȃȔȸǳȸȫŭ
お客様名：匿名希望様
内容：襖入れ替え及び除塵作業終了後、お客様よりメールが届きました。
こんにちは。無事終了して先ほど帰っていただきました。
荒木、田中、金田の三君、頑張ってくれました。特に荒木君、前回の名誉挽回とばかりに
大健闘でした。是非来年もよろしくお願いしますよ。
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飛行機は
向かい風があるから
飛ぶことができる︒
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諸君は必ず失敗する︒
成功があるかもしれませぬけど︑
成功より失敗が多い︒
失敗に落胆しなさるな
失敗に打ち勝たねばならぬ︒
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きょう︑
あなたの存在で︑
幸せになれる人が
世界のどこかに
必ずいる︒

悪いと思ったら︑
すぐに謝る︒
謝られたら︑
すぐに許す︒

24

20

︻前向きになれない仕事をする
ときに効き目あり！︼
①簡単︑簡単
②好き！
③できる︑できる
④どんと来い︑来るなら来い
⑤上手くゆく

﹃許し﹄と﹃感謝﹄は︑
あなたの
﹃健康﹄と﹃幸せ﹄を
約束する
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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. モップの使い方で正しい
のはどちらでしょう？？
でしたね♪

答えは、2. 後退

モップ掛けは基本的に後退作業 ( 後ろに下がりながら作業 ) を行います。なぜなら、モップ掛けは最終仕上

げの作業になりますので、拭いた後を自分が歩いて汚さないようにする為です。なので、モップを掛ける際は、
奥から出口に向かって作業を行います。

皆さん、当たってましたか？？？今一度やり方を見直してみて下さいネ☆
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カザフスタンからのお客様
公益財団法人太平洋人材交流センターを通
じてカザフスタンから 15 名の方々と、通
訳の方、他の方を合わせて約 20 名の方が
弊社へ研修にお越し下さいました。ところ
で、皆さん。カザフスタンはどこにあるか
知ってますか？ロシアの南側にあり、人工
1,600 万人の国です。
実は、人口の 80% がロシア語を使い、
残りの 20% がカザフ語を使うので今回、
通訳の方はロシア語に変更してもらいな
がら、話を進めていきました。短時間で、
弊社の取り組み、思い、社内の見学等盛
りだくさんの内容でしたが、言葉が通じ
ず、思った上にお伝えすることができま
せんでした。
社内ウォッチングもしていただき、その中でもベルの 3S 活動、トリプルアップ、西原
さんがピッタンコボードを作成している姿には特に興味を持っていただけました。海外
からのお客様がいらっしゃる機会はとても少ないので、非常に貴重な経験が出来ました。

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 )

6723آ
6723 آ7+(ໆآآ
7+(ໆآآ

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！

鳩はどこからやってきて、
どうやって入ってくるの？
鳩は本来自然の中で生活している生き
物です。でも何故このように街中にやっ
てきて人間に被害をもたらすのでしょ
うか？例えば室外機の下に巣を作った
り、ベランダが鳩の糞だらけになった
り等…鳩にとってどのような空間が住
みやすいのでしょうか？

①周囲が何かに囲まれている場所
鳩は三方向囲まれている場所を好みます。敵にみつかる可能性が低く安全だからで
す！外敵がいない場所を鳩は好むため、マンション等の高層階に巣を作る事が多く
あります。

②エサや水場の近くにある場所
鳩も生きるためにはエサと水が必
要です。これらを確保できる場所
は住みやすい場所になります。よ
く公園や神社などで鳩を見かけま
すよね？それはエサや水が豊富に
あるから鳩が居るんです。

まずはきちんと整理整頓をしましょう！！！！
皆さん。自宅のベランダをきれいにしていますか？？ガーデニングなどでプラン
ターや鉢植えを沢山置いてないですか？？鉢やプランナーの隙間は鳩の大好物で
す。一度、自宅のベランダの整理整頓＝3Ｓをしましょう！

࠰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
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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！
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奥 斗志雄
TEL.080-5631-5631
oku@ai-kando.com

TEL:072-961-7171
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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。左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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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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