ありがとう
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新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

ႆųᘍᲴųųųųųųųС˺ᎍᲴᡈᕲᑈ܇
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˰ųᲴƄிࠊ᧵ٻӴဋɦ 
ᩓųᛅᲴ
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èؕஜႎƴƸμՃӋьưƢŵ ಅѦɥ৷ƚǕƳƍئӳƸ
ᨊƘᲣȻșȫƷǹǿȃȕƱƠƯŴ˟ᅈƷ૾ᤆǛσஊƢ
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◇◇◇北川 幸子さん◇◇◇
お誕生日プレゼントどうもありがとうござ
いました。
メッセージも大変うれしく読ま
せていただきました。
又、Xmasにはお寒い中サンタさん一同来
ていただいて本当にありがとうございま
した。毎年大きなサンタさんやトナカイさ
んにびっくりして、泣いてばかりで申し訳
ありません。いつになったら笑顔でお迎え
出来るのか・・・本当に申し訳なくてごめ
んなさい。
この一年、世の中では悲惨な出来事等が
多かったと思います。生野ではお陰様で
メンバーの協力と会社の皆様の力をお借
りして、無事新しい年を向かえることが出
来ております。
とてもうれしい事です。来
年も体をいたわりながら又頑張りたいと
思います。
皆様もどうかインフルエンザに気を付け
られて良いお年をお迎え下さいませ。あり
がとうございました。

●社長より：毎年サンタとして子供たちの成長が見れて
嬉しく感じています。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。
うちも今
年は大丈夫かと思ったら大泣きでした。
トナカイが嫌だ
ったそうで(笑)また来年もみんなの成長楽しみにして
います。寒いので体と事故に気をつけて宜しくお願いし
ます。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：こちらこそ、ありがとうございました！
毎年色々な反応を見ることができるので、いつか笑顔
で出迎えてくれる日を楽しみにしてます☆
●八尾より：新しい年の始まりです。本当にいつもいつ
もご尽力頂きありがとうございます。本年もどうかよろ
しくお願い致します。
●西岡より：北川さん、昨年は大変御世話になりました
。
トナカイさんは毎年お子様方の成長ぶりを見れるの
がとても嬉しいです！ありがとうございました！今年もよ
ろしくお願い致します。
●金田より：北川さん、お便りありがとうございます。今
年もよろしくお願い致します。

◇◇◇澤井 マサ子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、お世話になっており
ます。
先日は、お誕生日プレゼントありがとうご
ざいました。
皆様からの暖かいメッセージを頂き感謝
しております。
先月は、お休みも沢山頂きありがとうござ
いました。
寒さきびしい折、お体を大切にして下さ
い。2017年も宜しくお願い致します。

●社長より：澤井さん、今年も宜しくお願いいたします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：澤井さんいつもありがとうございます。
新年のメール毎年ありがとうございます。寒さに負けず
宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。澤井さんもお
身体に気を付けて2017年もよろしくお願い致します。
●八尾より：ありがとうございます。澤井さんもくれぐれ
も体調には気をつけて、今年もよろしくお願い致します。
●西岡より：新年のメールありがとうございました！本年
度もよろしくお願い致します。
澤井さんも風邪など召されませぬようご自愛ください。
●金田より：澤井さん、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。今年もよろし
くお願い致します。
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●社長より：笑顔のあふれる素敵な年にしましょうね。
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。ほんと無
事に一年が済んで良かったです。新たな年になりまし
た。今年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：カラスが石鹸を持っていくんですね・
・ビックリです。今年も笑顔で溢れるように、体に気を付
《現場での変化や気付いた事》
カラスに石けんを持って行かれてしまい けてよろしくお願いします。
ます。
（石けんネットごと、冬の時期だけ ●八尾より：ありがとうございます。新しい年！初心に戻
り！ますますご活躍期待しております。
みたいです。）
●西岡より：カラスが石鹸を持って行くんですか！？イン
総務には連絡済みです。
フルエンザやノロウイルスが流行る時期なのでカラス
も対策しているのかもしれませんね。お互い笑顔に満
ち溢れる年になりますように！
●金田より：お便りありがとうございます。今年もよろし
くお願い致します。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
今年も無事終える事が出来ました。
ベルの皆様、お世話になりありがとうご
ざいました。新しい年が笑顔のあふれる
素敵な年となりますように。

◇◇◇中村 幸子さん◇◇◇
社長並びにベルのスタッフの皆様方、い
つもお世話になり有難うございます。
今年は一身上に色々な事が有った中にも
皆様方のお力添えの上、尚且つ温かく見
守って頂いたお陰で、お客様の仕事納め
の日に一年の締めくくりの挨拶が言えた
事、
とても嬉しく思いました。
また新しい年も
『頑張るぞ！』の気合が入
りました。
これからも宜しくお願い致しま
す。
寒さが増していく中、御自愛下さいますよ
う。

●社長より：はい、中村さん今年も頑張るぞ!!ですね。
よ
ろしくお願いします。
●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
。なぜか中村さんの声を聞くと元気になります。なんで
でしょう？今年もパワフルに周りを明るく元気にして下
さい。宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：中村さん、いつもありがとうございま
す。昨年は色々ありましたね、今年も気合でよろしくお
願いします。
●八尾より：体調は如何でしょうか？寒さ厳しい折です
が、
どうか皆さんに中村さんの暖かさで包んであげて
下さい。いつもありがとうございます。
●西岡より：昨年は色々なことがありましたね。今年は
昨年より笑顔に満ち溢れる年になりますように！よろし
くお願い致します！
●金田より：中村さん、お便りありがとうございます。本

◇◇◇古家 アツ子さん◇◇◇
《現場での変化や気付いた事》
3F手洗い場の給湯器が新品に入れ替わ
りました。大変助かっています。

●社長より：古家さん、良かったです。今年もよろしくお
願いします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：古家さんいつも有難うございます。足
の具合はいかがですか？なかなか治らないでしょうが
頑張って下さい！
！体に気をつけて今年も宜しくお願い
します。
●八尾より：いつも無理をお願いしておりますが、快く引
き受けて頂ける事に感謝しております。本年も引き続き
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！寒い時は古
傷が痛む時があると思いますがご無理なさらない様に
して下さい。寒い日が続きます、
ご自愛ください。
●金田より：古家さん、お便りありがとうございます。今
年もよろしくお願い致します。
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◇◇◇大西 陽子さん◇◇◇
4月15日の全社員大会、持ち物に涙を拭く
為のハンカチとありますが、
ど〜んな悲し
い話を聞かせてくださるのか、
ど〜んな
嬉し涙が出るのか？とっても気になります
。
ちなみに私は笑い上戸です。
お仕事クイズ10月の山崎マネージャーの
4択のC、今月の中明常務のD、おもしろす
ぎます。笑いこけました。答えはCですね。
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●社長より：大西さん、感動の涙ですよ。。(笑)
●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。
全社員大会は涙あり、笑いありで大忙しですよ！
！私もこ
のクイズ大好きで、チェックしながら笑い過ぎてチェッ
クにならず見落としてるところがあるかもしれませんの
で何か見つけたときは連絡下さい(笑)今後とも宜しく
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。社内報
も楽しみにして頂いて下さり、感謝です。全社員大会も
楽しみにしていて下さいね♪
●八尾より：社内報！しっかり読んで頂いてうれしい限り
です。全社員大会！楽しみにしておいてくださいね〜♪
ありがとうございます。
●西岡より：社内報を読んでいただき誠にありがとうご
ざいます！
そんなに笑っていただけたら描くかいがあります！これ
からも大西さんが笑顔になる絵を描いていきますね！
●金田より：大西さん、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す。
クイ
ズはおもしろおかしく楽しみながら、再確認して頂けれ
ばと思います。今年もよろしくお願い致します。

●社長より：杉原さん、今年もよろしくお願いします。
●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。
耳は大丈夫ですか？お困りごとは何でも
連絡して下さい。今年も宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は、ありがとうございました。久し
ぶりにお会いできて良かったです。ボールペンの件も
すぐに対応できたので、お客様から感謝されました。
こ
れからもよろしくお願いします。
●八尾より：寒さ厳しい折、
どうか体調管理しっかりと！
《お客様の要望》
壁紙にボールペンで落書したのを消した 今年も引き続き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！本年度もよろ
いそうです。
しくお願い致します！
●金田より：杉原さん、お便りありがとうございます。お
《現場であった嬉しい事》
お歳暮のおすそ分けをいただきました。 歳暮のお裾分け嬉しいですね。今年もよろしく願い致し
ます。
◇◇◇杉原 豊子さん◇◇◇
※作業日報用紙お願いします。
難聴により特に電話の声が聞きとりにく
く、皆様には大変ご迷惑をかけ申しわけ
ございません。年末の八尾さんからの電
話も聞き取れなかったです。ほんとうに
すみません。
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◇◇◇村井教子さん◇◇◇
お世話になっております。
今年も一年ありがとうございました。2016
年も押し迫り、慌ただしくなってきました
ね。
そして八尾さん、いつも配慮して頂き有り
がとうございます。寒さが身に染みる季節
になり、ベルの皆様、体調を崩さない様に
ご自愛ください。
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●社長より：村井さん、本年もどうぞよろしくお願いしま
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。
2017年は寒くなりそうですね。村井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：いつもありがとうございます。村井さ
んもお変わりないですか？寒い日が続きますので、お体
ご自愛下さい。
●八尾より：年末対応ありがとうございました。何かお気
付きなどございます時は、些細な事でもお声掛け下さ
い。
●西岡より：今年もよろしくお願い致します！年賀状あり
がとうございました！とてもとてもうれしかったです！
●金田より：村井さん、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。

●社長より：本田さん、ありがたいです。感謝しかありま
◇◇◇本田 初枝さん◇◇◇
せん。今年もよろしくお願いします。
スタッフの皆様へ
いつもお世話になっております。29日をも ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：本田さんいつもありがとうございます。
って今年のお仕事終らせて頂き本年も皆 本田さんとも長い間一緒にお仕事させて頂いておりま
様に助けられ、無事一年終らせて頂けた すが、年を重ねたとは全く思えません・・・いつまでもパ
ワフルなままでビックリです！
！が、無理は禁物ですので
事に感謝しております。
一部屋毎に「ありがとうございました」
とお 何かありましたらいつでも相談下さい。今後とも末永く
礼を言って帰って今はオコタの中に入りホ 会社と私たちを宜しくお願い致します。
ットしております。一年一年早いですね。年 ※お手紙頂いた銀行の件ですが確認しましたので次回
を重ね、いつまでお役に立てるか分りませ から変更しておきます。
んが、私なりに目配り、気配り、報連相が出 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：こちらこそ、助けて頂いてばかりでお
来る様、体調管理をして又来年も頑張りま 礼申し上げます。歳を重ねても気力は衰えることのない
すのでなにとぞよろしくおねがい申し上げ 本田さん、今年もよろしくお願い致します。
●八尾より：いつまで〜♪もです！まだまだ頼りっぱなし
ます。
よろしくお願い致し
皆様どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。 となるかと思いますが、お相手の程、
ます。いつもありがとうございます。
●西岡より：本田さん！昨年は大変御世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。寒い日が続き
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：本田さん、お便りありがとうございます。い
つもご尽力くださりありがとうございます。今年もよろし
くお願い致します。
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◇◇◇藤川 明子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、今年もお世話になり
ありがとうございました。
皆様も身体に気を付けて下さいね。
八尾様、会社訪問ありがとうございました
。
私も来年も身体に気を付けて頑張ります
。
よろしくお願いします。

●社長より：藤川さん、新年会ご参加ありがとうございま
した。話せて、嬉しかったです。
●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。
新年会も参加頂きありがとうございました。楽しい時を
一緒に過ごせて感謝です。2017年も寒くなるそうですの
で体に気をつけて頑張って下さい。宜しくお願い致しま
す。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：藤川さん、新年会のご参加ありがとう
ございました。お変わりなくお元気そうで良かったです！
●八尾より：いつも藤川さんの優しさに〜♪私は癒され
ております。今年も笑顔いっぱい！お客様にも愛を注い
でくださいませ。ありがとうございます。
●西岡より：昨年は大変御世話になりました。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。新年会にお会いでき
●金田より：藤川さん、お便りありがとうございます。新
年会でお会いする事ができて嬉しかったです。今年もよ
ろしくお願い致します。

◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、今年一年間大変
お世話になりました。
新年度を迎えるにあたり、私自身心あら
たにし心機一転をしながら職務に於いて
頑張っていきたいと思います。良きご指
導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

●社長より：中田さん、心新たに仕事に取り組んでいた
だきありがとうございます。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。
こちらこそ1年間大変お世話になりました。寒い日が続
きます。外のお仕事で寒さ大変でしょうが体に気をつけ
て宜しくお願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：昨年も一年ありがとうございました。
中田さんの真面目さと継続力は尊敬します。寒い日が
続きますが、お体に気を付けてよろしくお願いします。
●八尾より：昨年もありがとうございました。今年も引
き続き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！本年もよろし
くお願いします。寒い日が続きます。
ご自愛ください。
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。今
年もよろしくお願い致します。

《現場での変化や気付いた事》
・N住宅5棟、お客様による大清掃を実施
されました。
・N住宅3棟、お客様による大清掃12月18
日
（日曜日）実施予定

◇◇◇岡田晴美さん◇◇◇
今年もお世話になりました。
1月は、10日始まりです。来年も宜しくお願
いします。

●社長より：岡田さん、今年もよろしくお願いします。
●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
。体に気をつけて今年も宜しくお願いします。
●八尾より：あけましておめでとうございます。今年も
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：いつもありがとうございます！昨年は大変
お世話になりました。本年もよろしくお願いします。
●金田より：岡田さん、お便りありがとうございます。今
年もよろしくお願い致します。
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◇◇◇橋本 妙子さん◇◇◇
社長様始めベルの皆様、寒さ厳しい時お
変りございませんか。
今年もあと1日です。新しい年を迎える頃
となりました。
仕事も28日の大掃除で今年はおしまいで
す。お昼のお弁当やビールをいただいて
来年もよろしくとお願いして帰ってまいり
ました。
ベルの皆様にも今年のお礼と来年もよろ
しくお願いします。

●社長より：橋本さん、今年もよい一年にしていきましょ
う。感謝です。
●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。
1年間ありがとうございました。残り少しと思うと非常に
残念ですが、あと少し体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。昨年も無事に
終えることができて何よりです。最後までどうぞよろしく
お願いします。
●八尾より：昨年もありがとうございました。今年はまた
新たな年になりますね。残念な気持ちも残りつつです
が、のんびり穏やかなる年をお過ごしください。
●西岡より：昨年は大変お世話になりました。残りわず
かとなりましたが本年もよろしくお願いします。
●金田より：橋本さん、お便りありがとうございます。今
年もよろしくお願い致します。

◇◇◇森本 百合子さん◇◇◇
新年おめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。
暮には孫にベルサンタさんからのプレゼ
ントが届きました。
とてもうれしそうで感謝
いたします。
早いもので孫は今年もう中学生になりま
す。
私も初心に返り頑張りたいと思っています
。

●社長より：森本さん、サンタもうれしいです。初心忘れ
るべからずですね。感謝
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：森本さんいつもありがとうございます。
日頃から無理を聞いて頂き感謝しております。
これから
も体に気をつけて宜しくお願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：森本さん、ありがとうございます。お変
わりありませんか？月日が経つのは早いですね。今年も
体に気を付けてよろしくお願いします☆彡
●八尾より：こちらこそ！よろしくお願い致します。新年早
々無理をお願いしましたが、快く引き受けて頂ける森本
さんの器の大きさにいつもいつも感謝です。体調にはく
れぐれもご注意の上、益々ご活躍下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます！森本さんのご
協力が私たちを支えてくれています！心から感謝申し上
げます。今年もよろしくお願いします。
●金田より：森本さん、お便りありがとうございます。私
も初心に戻り頑張って参ります。今年もよろしくお願い
致します。

◇◇◇松本 明美さん◇◇◇
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

●社長より：松本さん、素晴らしい一年にしましょう。感謝で
す。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：松本さんいつもありがとうございます。今年
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：い
つもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
●八尾より：あけましたね〜♪ご丁寧にありがとうございま
す。今年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本年もよろしくお願いします。寒い日が
続きます、
ご自愛ください。
●金田より：松本さん、お便りありがとございます。今年もよ
ろしくお願い致します。
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●社長より：寺岡さん、今年もどうぞよろしくお願いしま
す。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：寺岡さんいつもお世話になります。
月日
が経つのは早いですね。寒い日が続きますので体に気
をつけて頑張って下さい。宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：寺岡さん、お久しぶりですがお変わり
ないですか？もう９ヶ月経つんですね、早いですね〜。
また、お会いできるのを楽しみにしております。
●八尾より：お元気されてますでしょうか？月日の流れは
《現場であった嬉しい事》
これからもず〜と！お相手よろしくお願
お客様にきれいにしてくれてありがとうっ 早いものですね。
い致します。
ありがとうございます。
て言ってもらいました。
●西岡より：いつもありがとうございます！昨年は大変お
世話になりました。本年もよろしくお願いします。お客様
からのお声がけは嬉しいですね！これからもよろしくお
願い致します。
●金田より：寺岡さん、お便りありがとうございます。お
客様からの御礼のお言葉は本当に嬉しいですね。今年
もよろしくお願い致します。
◇◇◇寺岡 智恵美さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様
新年おめでとうございます。
お世話になって9ケ月になりました。新人
研修で習ったことを忘れないように頑張
りますので、今年もよろしくお願い致しま
す。

◇◇◇藤本 美栄子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、旧年中はいろいろお
世話になりありがとうございました。
今年も一年健康で、お仕事が出きるよう
に気を付けて頑張ります。
よろしくお願い
します。
○八尾様、資材届けて頂きありがとうござ
いました。

●社長より：藤本さん、元気ハツラツと素晴らしい一年にしま
しょう。感謝です。
●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。寒い
日が続きます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：藤本さん、昨年も一年お世話になりました
。今年も健康に気を付けて、
よろしくお願いします。
●八尾より：先日は時間遅くなったにも関わらず、待ってて頂
き、有難い限りです。今年もお美しさ倍増して！ますますご活
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！昨年はお世話にな
《現場であった嬉しい事》
りました。本年もよろしくお願いします。私は早速インフルエ
お客様からお歳暮のおすそ分けを頂きま ンザにかかりました・・・
（笑）寒い日が続きます、藤本さんは
した。社員の皆様のお心遣いに感謝申し 風邪など召されまぬようご自愛ください。
上げます。
●金田より：藤本さん、お便りありがとうございます。お客様
からのお心遣いは嬉しいですね。いつもありがとうございま
す。
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◇◇◇中原 美佐子さん◇◇◇
今年もお世話になりました。
この一年元気
で仕事納めが出来た事、何より嬉しく思い
ます。
ありがとうございました。
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●社長より：中原さん、元気に感謝、今年も健康で素敵
な一年にしましょう。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中原さんいつもありがとうございます。
本当、健康に変えれるものはありませんから元気に一年
終えれたことは素晴らしいですね。体に感謝感謝です。
これからも元気モリモリ宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：中原さん、昨年は色々とご協力いただ
き、ありがとうございました。
この一年も素晴らしい年に
なることを願ってます。
●八尾より：あけましておめでとうございます。今年も元
気いっぱいに！お仕事楽しまれて下さいますように！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！昨年はベルに
ご尽力頂きありがとうございました。本年もよろしくお願
いします。
●金田より：中原さん、お便りありがとうございます。昨
年は多大なお力添えを頂きありがとうございました。寒
さが厳しいので、
ご自愛ください。

◇◇◇山田 敏子さん◇◇◇
●社長より：山田さん、新年会ご参加いただきありがと
新年おめでとうございます。酉年の今年が うございました。着物姿が素敵すぎました。
皆様にとって飛翔の一年に成りますように お便り、
うれしく読ませていただきました。皆さんのご支
・・・
援があってこそ実現できるビジョンです。引き続き、
ご支
㈱ベル本社の在る東大阪市が今、注目さ 援の程宜しくお願いします。
れています。2019年には花園ラグビー場 ●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。
でワールドカップが決定し、立派なスタジ しっかり情報を見て頂きありがとうございます。新年会
アムになるそうですね。昨年4月には、地元 でもお会い出来て嬉しかったです。相変わらず素敵な着
出身の囲碁の井山棋聖が史上初の七冠達 物姿でした。私も次生まれ変わってまた女性になるのな
成され、新聞紙上を飾りました。鮪の養殖 らおしとやかな人間に生まれたいものです(笑)今年も
で有名な近畿大学、昨年は受験希望が全 体に気をつけて宜しくお願いします。
国一多い大学に。
このような立派な大学に ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：新年会では色々とお話しすることがで
、奥社長が講演に行かれたニュース、
とて き、嬉しかったです。お互いに体に気を付けて、
この一年
も嬉しく思います。
も楽しみましょう♪
ベル本社には、海外や全国から大勢の見 ●八尾より：新年会！ご参加ありがとうございました。微
学者が来社されたそうですね。
「きらめく 力ですが、何かご要望あれば！いつでもご相談下さいま
5S学校」の開校、
日刊工業新聞の記事を読 せ！遠慮は無用です！少しはご希望が通った事、私も安
ませて頂きました。ベル村構想、不動産事 堵！嬉しく思っております。
業、マリンクリーン事業、海外進出と、前進 ●西岡より：いつもありがとうございます！新年会ご参加
するベル本社。私も自己管理しっかりして、 くださりありがとうございました！毎年新年早々お顔を
健康で勤務させて頂きたいと思います。
よ 見てご挨拶できるのはとても嬉しいです！本年もよろし
ろしくお願いします。
くお願いします。
●金田より：山田さん、お便りありがとうございます。健
康第一でこれからもよろしくお願い致します。
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◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：感謝しかありません。有難うございます。
社長様、ベルの皆様、いつも御世話になっ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：一年元気にありがとうございました。
ま
て有りが度うございます。今年も何日かで た新たな一年が来ましたのでパワフルに宜しくお願い
終りです。
この一年良くがんばったなあと します。
思い感謝してます。周りの方々がいつも良 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：昨年も一年ありがとうございました。
くしていただき毎日が楽しく仕事が出来、 お客様から頼りにされながら、働かれている姿が目に
がんばろうと思う気持になります。
浮かびます。今年も体に気を付けてよろしくお願い致し
来年は鳥年でバタバタとなる一年かも知 ます！
れませんが私なり一生懸命がんばります。 ●八尾より：ご尽力いつもありがとうございます。今年
29年も皆様宜しくお願いします。
も益々ご活躍頂きますようにお願い致します。
●西岡より：昨年は大変御世話になりました。本年度も
よろしくお願い致します。
●金田より：お便りありがとうございます。今年は鳥のよ
うに羽ばたいて飛躍されることを期待しております。今
年もよろしくお願い致します。

●社長より：岩永さん、今年もどうぞよろしくお願いしま
す。お客様に可愛がって頂けてありがたいですね。
●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。
お家も大変でしょうが無理せず、体に気をつけて今年も
宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。寒い日が続き
ますので、身体に気を付けて今年もよろしくお願いしま
す！
●八尾より：またひとつレベルアップですね。
これから
もどうかよろしくお願い致します。
ご主人はお元気にな
られましたか？いつもありがとうございます。
●西岡より：岩永さん、いつもありがとうございます！今
《現場であった嬉しい事》
年もたくさん岩永さんにお会いできることを嬉しく思い
社長の奥様にはいつもお歳暮をいただ
き本当にありがとうございます。社長さん ます。
や専務さんや社員さん達にもお礼をいい またスーパーて見つけた際はお声がけください！
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。お
ました。
みんなの心づかいがありがたく思ってい 客様からの心づかいは嬉しいですね。いつもありがとう
ございます。今年もよろしくお願い致します。
ます。感謝です。
◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
今年1年もどうにか自分自身は元気で過
ごすことが出来、仕事も無事に終る事が
出来ました。
来年も今の様に無事に仕事が出来る様
に頑張りますのでよろしくお願いします。
西岡さん、Eビルのエレベーターのみぞの
清掃ありがとうございました。29日の日も
みんな休みだったのでエレベーターのみ
ぞの掃除がやりやすかったです。
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◇◇◇谷尾 啓尹子さん◇◇◇
●社長より：谷尾さん、今年もよろしくお願いします。
会社の皆々様へ
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：谷尾さんいつもありがとうございます。
今年もいろいろ御迷惑やらお世話に成り、腰の調子はいかがですか？危ない時は光治療院に行き
本当にありがとうございました。
ましょう！
！私もそうしています(笑)体に気をつけて今後
来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 とも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：昨年は色々とご協力いただき、ありが
とうござました。寒い日が続きますので、お体ご自愛下
さいね。
●八尾より：腰痛の中でもしっかり責任を持って対応頂
け感謝しております。身体のケアーも忘れず！今年もご
活躍下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます！腰の痛みはい
かがでしょうか？寒い日は堪える時があるかと思います、
ご無理なさらないようにしてください。
●金田より：谷尾さん、お便りありがとうございます。寒
さが厳しいので体調を崩されませんようにお気をつけ
ください。

◇◇◇森 雅昭さん◇◇◇
何時もありがとう御座居ます。
2017年もよろしくお願いします。

●社長より：森さん、今年もよろしくお願いします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：森さんいつもありがとうございます。体
に気をつけて今年も宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は急な依頼にも関わらず、対応あ
りがとうございました。森さんの頑張りに助けられてま
す。感謝！
！
●八尾より：新年早々からのご尽力・ご活躍感謝してお
ります。本当に良いご縁が結ばれている事、有難い限り
です。今年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！昨年は大変お
世話になりました。本年もよろしくお願いします。
●金田より：森さん、お便りありがとうございます。今年
もよろしくお願い致します。

1月19日に奥社長のサプライズバースデーを行いました！
今年はベル全員が出演している
『情熱大陸 奥 斗志雄』
をプレゼントしました♪
オープニング、
ナレーションなど
拘って作り、
とても面白く、温か
い動画をプレゼントすることが
出来ました。奥社長！お誕生日
おめでとうございます！
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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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ŭʻஉƷȏȃȔȸǳȸȫŭ
お客様名：( 有 ) はり灸ケアプラン永澤鍼灸院院長 永澤充子様
今回も大変きれいにしていただき、有難うございました。門脇さん、飯田さんの一生懸命な仕事ぶ
りが結果に現れていました。門脇さんなら何も指示しなくていも、痒いところに手が届くように感
じました。次回も同じメンバーでよろしく。

お客様名：匿名希望様
ガラス、照明器具、エアコンフィルターの清掃をして頂き、毎年丁寧にして頂き、清掃をして頂い
た後には事務所が明るく感じられ非常に満足しております
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あなたの心の最良のものを
世に与え続けなさい︒
蹴り落されるかもしれません︒
それでも気にすることなく
与え続けなさい︒

3

良いことばかりは
続かない︒でもね︑
悪いことばかりも
続かない︒
だから︑
今日は安心して眠ろうよ︒

4

偉大な人とは︑
自分で
﹃自分を素晴らしい﹄
と思うことに
誰の許可も要らない︒

勝って上向かず︑
負けて下向かず︒

5

1

︻何をしても上手くいかなくて
悩んでいるときに効き目あり！︼
①気にしない︑気にしない
②なるようになる
③そういときもあるさ
④雨の日も︑晴れの日もある
⑤泣いても一日︑笑っても一日

統計上︑
心配事の9割は
起こらない︒
だから大丈夫︒

2

ίΙআ Ȇ ίΙਾ੫ͬౝ̵Ȋ൲͉͂ Ȇ Ȇ Ȇ
ɛၑැ
̩̞̞̽ͤ́͠ȃ ֚༜̴̞̞̾́ȃ ু̧͈́ͥํս̞̞̥́ͣȂ ਔ͈̭ͤ͂ͬএ̞ͥ͞ଲ͈ಎͬै̠ͧȃ
ɛਇক
̵̧̥̥࣐̈́̈́̽̀́ͭ͘ȃ ̱̀͘͞δρϋΞͻͺ̈́ͭ̀࠸ߎ̱̞ȃ
ȶ̞̞დȷ ͞ ȶȷ ̈́ͭ̀Ȃ ̜̠ͥ́͢ઁ̞̈́ȃ ̷ͭ̈́ଲ͈ಎ̺̥ͣȂ ఈ૽͈ࡍ̞ͦ̀ͅȂ ུ൚ͅ
̳̜̦̭̩̱ͤ͂ͥ̈́͘ܘȃ
ྫၑ̱̩̞̞̥̈́̀ͣ͜Ȃ ̧́ͥํս͈ ȶ̞͢মȷ ̳̞̞ͬͦ͊͂এ̠͈̳́ȃ
 ོ̞ͥ̀ͦ͜ͅځȶίΙআ Ȇ ίΙਾ੫ȷ ͬౝ̱͙̱̠̀͘͡ȃ
̴ུ̧̧༷͈̤͉̳̽͂̈́ͥ́ͅȃ
̱͌̽͂̀͡Ȃ ু͜ͅ૯য̵̧̭̦̜̥̱́ͥ͂ͥͦͭ͘͜ȃ
̭͉ͦȂ ȶίΙআȂ ίΙਾ੫ȷ ͬઠ̢Ȃ এ̞̞̞͈ͤ́̽͋͞ଲ͈ಎ̩̠̞̠ͬ̾ͧ͂൲̳́ȃ
ίΙআ Ȇ ίΙਾ੫͉͂Ȃ ̞̞̾̾ࡉً̮̱̦̻͕͈̈́̓Ȃ ̯̯̈́̈́୨̳ͬͥ૽͈̭̳͂́ȃ
ίΙআ͉Ȃ ίΙਾ੫͉͂੫͈̭͂ȃ
̴͘୨̈́૽ͬౝ̱̀Ȃ ষ͉ু̦͇̳ͬͥ͘ȃġ
̷̱̀ ȶଲ͈ಎͬএ̞̞̞̱̠ͤ́̽͋͢͞ͅȷ ̞̠͂൲̳́ȃ

㜰6ᐇ㊶
ᖺ䛛䜙䛝䜙䜑䛟 㻡㻿 Ꮫᰯ䛾άື
䛾୍䛴䛻䚸 䛄㻡㻿 䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥
ᩍᐊ䛅 䛜㏣ຍ䛥䜜䚸 㻝 ᭶ 㻣 ᪥
䛻➨ 㻝 ᅇ䜢㛤ദ䛔䛯䛧䜎䛧䛯䚹
ྛ䝸䞊䝎䞊䛻䚸 すཎ䛥䜣䚸 ᩪ
⸨䛥䜣䜒ຍ䜟䜚䚸 ㅮᖌ䛿᮶ᔱ㢳
ၥ䛷䛩䚹
㻡㻿 䛾ᐃ⩏䚸 㻡㻿 䛷ᚓ䜙䜜䜛䛥䜎䛦䜎䛺ຠᯝ䚸 㻡㻿 䛾┠ⓗ➼ẖ᭶ 㻝 ᅇ䚸  㻠 ᅇ䛾䝇䜿
䝆䝳䞊䝹䛷⾜䛔䜎䛩䚹 ᗙᏛ䛰䛡䛷䛺䛟䚸 ⌧ሙ◊ಟ䛷ᐇ㝿䛻ᗜ䛾 㻡㻿 䜰䜲䝕䜱䜰䜢
ฟ䛧䛯䜚䛺䛹ᴦ䛧䛟ຮᙉ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 㻡㻿 άື䛜♫ෆ䛷䜘䜚άⓎ䛻ື䛔䛶䛔䛝䜎䛩䟿

1 月ボランティア活動報告
2017 年初のボランティア清掃。
木枯らしが吹く中、元気よく清掃を行いました！
12 月は行う事が出来なかったので、約 2 カ月分の
枯れ葉やゴミを回収しました。最低気温更新が続い
たり、雪が降ったりと非常に寒いですが、寒さを
吹っ飛ばすパワーで来月もボランティア清掃を行い
たいと思います★
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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
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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. 正しい嘔吐物の処理方法
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はどれでしょう？？
でしたね♪

C

嘔吐物を処理する際に気を付けなければならないのは、ノロウィルスへの感染リスクです。自分自身が感染
しないのはもちろんのこと、感染源にならないように適切に処理をしましょう。特にノロウィルスは生命力
が強く、乾燥状態では 1 カ月以上生き続けます。インフルエンザと違い、アルコールでも死滅しませんので、
今日同封しているマニュアルに従って作業を行ってください。
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今月も鳩知識ではなく、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！！

第1回スマート工場EXPOに出展しました！
！

1 月 18 日〜 1 月 20 日に東京ビックサイ
トで開催された『第 1 回スマート工場
EXPO』に出展しました。東京営業所の
原田所長、神長さん、方山さん、石原さ
んが 3 日間頑張ってくれました！

鳩と工場？関係ないでしょ！っ
て思われやすいのですが、実は
最近工場や倉庫での鳩の被害が
増えており、日本鳩対策センター
にも沢山のお問い合わせをいた
だいています。
工場や倉庫の中は、狭い場所が沢山ある、雨風もしのげ、カラスなどにも襲われ
る危険がなく、鳩にとっては非常に住みやすい所です。展示会でも沢山の企業様
が日本鳩対策センターのブースに来場されました。過去何度も展示会に出展して
いますが、今回の展示会が最高来場数でした！お客様と直接お話ししながら、鳩
やその他鳥類での被害に合われている企業様に最適な対策の提案をさせて頂きま
した。
展示会では、鳩対策の提案や商品の
案内だけでなく、セミナーも開催し
ました！タイトルは『失敗しない！
工場や倉庫における最新の鳥害対
策』。対策の失敗事例から正しい対
策について説明しました。セミナー
も席いっぱいの方が聞きに来てく
れ、ブースもセミナーも両方大成功
の展示会となりました！ご来場いた
だき有難う御座います。

ιΟͻͺતٚ
各メディアで当社をご紹介して頂きました。HPのメディア紹介から詳細をご覧いただけます。

先月のありがとう
で紹介した、楽々
移動式作業台が日
刊工業新聞社工場
管理、『わが社のイ
チオシ改善アイデ
ア』に掲載されま
した。西原さんが
トリプルアップ ( 改
善案 ) を出し、来
嶋顧問、美都里リー
ダーと一緒に設計
まで行いました。

関西 IT 百選で優秀賞を受賞しました！
関西 IT 百選とは、”関西の中小企業を盛り立てたい”
から始まった、関西地域で IT を活用し元気で成功
している企業を幅広く募集・表彰・PR するプログ
ラムです。3 月 6 日 ( 月 ) に奥社長が優秀賞講演を
行います！

࠰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

ĄĄ˟ᅈǁŴᅈᧈǁƷƝॖᙸƝᙲஓƸƜƪǒƔǒĄĄ
ȀǤȬǯȈȡȸȫ
ǛᡛǖƏᲛᲛᲛ

᳁ᳩ᳦᳞ųᳮ᳨᳞᳛᳛ᳬ᳞
ᲫᲲ.ᐯࠁգႆƱចឃƷ૨҄

We are Basic

ver.1.2006ࠉșȸǷȃǯ

ᅶᢋƸȓȫȡȳȆȊȳǹƷȗȭŴǵȸȓǹಅƷȗȭƱƠƯŴᐯЎƷჷᜤǍ২ᘐȷᏡщǛӼɥƞƤǔƨǊƴŴ
ଐŷѐщƠŴ˟ᅈǍᅈ˟ƴᝡྂƠǇƢŵ
ǇƨŴǑƖᅈ˟ʴŴǑƖܼࡊʴƱƠƯŴဃ෨࠳ᅦǛሰƘѐщǋ࣭ǓǇƤǜŵƦƷƨǊƴᅶᢋƸŴ”ƑǔŴ
ᛐǊǔŴᙔǊǔŴൢƮƖǛࡽƖЈƢƜƱàƴଐŷӕǓኵǈǇƢŵƦƷЭ੩ƴƳǔƷƕžᐯࠁᝧ˓ſƷᎋƑ
૾ưƢŵ
žᡜƛƳƍŴᑣƍǘƚǛƠƳƍŴ˂ƴᝧ˓ǛਰǓӼƚƳƍſɶƔǒŴˁʙƷჇƷᢋज़ƕဃǇǕ
ƯƖǇƢŵƦƷʴƷᧈǛᫍƏƕǏƑƴŴ৷ƖƴǑǔڂƸƖƪǜƱөǓǇƢŵƦƠƯŴː᧓ƷᧈǍ
ѐщǍᡶഩƴݣƠƯƸž࣎ƔǒƷចឃǛ࢟ƴᘙƢàចឃƷ૨҄àſǛᏋǈዓƚǇƢŵ
μᅈՃƕ̬ਤƠƯƍǔǴȸȫȉǹǿȳȀȸȉƸŴ
șȫƷྸࣞǍǵȸȓǹƷؕஜችᅕƕ
ଢᅆƞǕŴ
இǋٻЏƳ̖͌ؕแƱƳƬƯƍǇƢŵ

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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石油ヒーター
ガスヒーター

床暖房

電気の代わりに、灯油やガスを燃やして暖めるので、電気はほとんど使いません。
また、
スイッチを入れると近くの人をすぐに温める即効性があります。冬の冷え込
む朝の補助的な「部分暖房」から、
リビングなどの部屋全体を暖める
「主要な暖房」
まで、
幅広く活躍してくれます。しかし、灯油やガスを燃やす時に、室内の酸素を使うので、定期的
に換気を行って空気を入れ替える必要があります。換気を怠った場合には、不完全燃焼によ
る一酸化炭素中毒の恐れもあります。

床暖房は、床から直接伝わる熱と、床から部屋全体に広がる熱の２つで暖めるため、やわらか
な暖かさを感じることができます。床からだんだんと広がる熱で部屋全体を暖めるため、
スイッ
チを入れてすぐに暖めることは得意ではありません。床暖房とエアコンの両方をあわせてお使
いの方は、使い始めはエアコンも一緒に運転して室内を同時に暖め、床が暖まった後は、エア
コンの設定温度を低くし、床暖房を中心とした運転にすると、エアコンの電気代を節約できます

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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