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1 月 2 月の誕生日会を行いました。

誕生日の人が 11 人ととても盛大な
パーティーになりました！
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2 月ボランティア活動報告
寒さも大分緩んできたかな？と思った 2 月末。
早朝はまだまだ寒かったですが、ベルメン
バーは楽しくボランティア清掃を行いまし
た。枯れ葉は全くなく路側帯に積もった砂が
殆どでした。誰かが砂を落としたのでは？！
と思うくらいの量でした！来月は少し雑草が
生え始めてるかもしれないですね♪
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◇◇◇藤川 明子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、お世話になっています。
新年会の時はいろいろありがとうございまし
た。
八尾様、
シミヅ産業様の分、振替えと変更に
なっております。
よろしくお願いします。
皆様お体に気をつけて下さいね。

●社長より：藤川さん、
ご参加していただき誠にありがとうご
ざいました。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
会こちらこそありがとうございました。今年も元気いっぱい
頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：藤川さん、いつもご参加いただきありがと
うございます。
また4月にお会いできるの楽しみにしておりま
す！
●八尾より：先日はお逢いできて嬉しかったです(*^^)vいつ
もお気遣いありがとうございます。健康第一！あまり無理は
せず、ぼちぼちやって下さいませ。
●西岡より：いつもありがとうございます！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：藤川さん、お便りありがとうございます。新年会
にもご参加頂きありがとうございました。

◇◇◇前田 純美枝さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様、いつもお世話になって
おります。
1月の誕生日のお祝い、皆様のメッセージあ
りがとうございます。感謝で本当に嬉しかっ
たです。年とるのはイヤですが、
まだまだベ
ルさんで行かせてもらっていいですか。
これ
からも自分の体だけは大事にして、お客様に
喜んでもらえるよう頑張っていきます。
これからもよろしくお願い致します。

●社長より：前田さん、
もちろんです。健康に留意して、最幸の
仕事をしてください。
●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。たく
さんの物件を掛け持ちして下さり感謝です。
また来年のお誕
生日もお楽しみに！
！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。
これからも
ベルとともに歳を重ねていってください。
●八尾より：改めておめでとうございます！いつもご尽力感
謝しております。
これからもそうそう(*^^*)健康第一でご活
躍下さい。
●西岡より：前田さん、改めておめでとうございます！これか
らも宜しくお願い致します。
●金田より：前田さん、お便りありがとうございます。いつも
ご協力を頂きありがとうございます。

◇◇◇中島 早美子さん◇◇◇
新しい年を迎え、あらたにまた一つ年をとっ
てしまいました。誕生日プレゼントとメッセー
ジカードありがとうございました。皆様の期待
にこたえられるように、今年もがんばりたいと
思います。

●社長より：中島さん、頼みますね。。頼りにしています。
●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。
お誕生日喜んで頂けて良かったです。色々と無理を言っ
ておりますが今後とも宜しくお願い致します。
●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
体に気をつけて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(^^)/これか
らも益々ご活躍頂ければです。
まぁあまり無理されすぎ
ず！何かあればいつでもご相談下さいませ。
●西岡より：中島さん、いつもありがとうございます！今
年も素敵な１年になりますように☆
●金田より：中島さん、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いたします。
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◇◇◇村井 教子さん◇◇◇
お世話に成っております。
社長様、社員の皆様、明けましておめでと
うございます。旧年中は、お世話に成り、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
大変寒くなってきてますが、風邪をひか
れないように気を付けて下さいね。
私も気を付けて頑張ります。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：村井さん、今年もますます元気で幸せの輪
を広げていきましょう。
●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。
村井さんも体に気をつけて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：村井さん、今年もよろしくお願いしま
す。
もうすぐ花粉の季節ですがお互いに頑張ってもうす
ぐ花粉の季節ですがお互いに頑張って乗り越えましょ
う。
●八尾より：こちらの方こそお世話になってばかりです
が、
どうかこれからもよろしくお願い致します。本当に寒
い毎日です。風邪にはお互い注意ですね！ありがとうご
ざいます。
●西岡より：村井さん、
こちらこそ大変お世話になりま
した。今年もよろしくお願いします。
●金田より：村井さん、お便りありがとうございます。
こ
ちらこそ、今年もよろしくお願い致します。

◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
●社長より：ほっこりするお話をありがとうございました
《現場であった嬉しい事》
。
患者さんから、ボク病院から病院にかわる ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。
のでと話をしてくれました。次の言葉がう ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お便りありがとうございます。お客様
れしかったです。今までありがとうと言って の期待に応えるようしっかりよろしくお願いします。
●八尾より：先日より、かなり厳しい事ばかりをお伝えし
下さいました。
うれしかったです。
ておりますが、乗り越えていって頂けていると信じてい
るからこそ！です。私たちでできるサポートは致しますの
で、何かあればいつでもご相談下さいね。
●西岡より：患者様からの感謝の言葉はとても嬉しいで
すよね。
これから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。患者様からの
御礼の言葉はありがたいですね。いつもありがとうござ
います。
◇◇◇波田 紀子さん◇◇◇
《現場での変化や気付いた事》
食堂の床に粘着テープの跡が何ヶ所か
あります。取る物が欲しいのですが。

●社長より：波田さん、いつもありがとうございます。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：波田さんいつもありがとうがとうござ
います。お助けマンが向かいますね！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。確認と
合わせて除去できるものを持っていきますね。
●八尾より：ありがとうございます。テープ跡…金田さん
(*^^*)頑張って取って下さったと思うのですが、
その後
は如何でしょうか？また、気になるところなどございまし
たら、お知らせ頂ければです。
●西岡より：金田さんが取った後はいかがですか？また
気になる事があれば何なりとお知らせください！
●金田より：波田さん、お便りありがとうございます。現
場での変化の報告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。
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◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今インフルエンザがはやっているような
ので体に気を付けて下さい。
金田さん先日はご苦労様でした。いろい
ろな所を私が届かない所の掃除をしてい
ただきありがとうございました。

●社長より：岩永さん、ありがとうございます。
●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。
今年はインフルエンザやノロが大流行でしたね。次は
花粉症の季節ですね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ありがとうございます。ベルでもイン
フルエンザが猛威をふるっておりました。
これからも体
に気をつ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。先日の現場！
その後、西岡さんが確認に行って下さり、漏水場所など
もわかり、お客様にもご連絡できました。何か気になる
ときはいつでもお知らせ下さればですから(^^)/これか
らもどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：岩永さん！先日は丁寧に説明して下さりあ
りがとうございました。おかげで漏水場所がわかりまし
た！岩永さんの元気なお声も聞けたので一石二鳥でし
た！
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。先
日はお手数とお時間を頂戴しありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。

◇◇◇中原 美佐子さん◇◇◇
今のところインフルエンザにもかからず
いい日々が送れています。
今まで1人仕事でしたので2人での仕事
が少し不安でしたが、進藤さんは私の清
掃用品にもいち早く察し取りかえていた
だいており気持良く仕事が出来ています
。

●社長より：中原さん、健康であること、誠にありがたい
ことですね。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中原さんいつもお世話になります。
「何
をするか」
より
「誰とするか」
で全て変わってきます。気
持ちよく仕事が出来る相手で良かったですね。今後とも
宜しくお願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：こちらこそありがとうございます。お
互いに協力し合えて嬉しく思っております。
また、先日は
急なサポートにご協力いただきありがとうございまし
た。感謝！
●八尾より：いつもありがとうございます。先日も無理を
お願いする中でも快く引き受けて頂け、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！これからもよ
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。健
康第一でよろしくお願いします。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

Ɠ ᡉ ʙ

◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
●社長より：小泉さん、お身内でお辛いことが続いてい
12月の日報書くことが出来なくてすみま るのですね。
せんでした。
お気持ちをご察しします。
「人生、今を生きる。」毎日を大
クイズの答えはCです。
切に生きないとなりませんね。今まで参加していただい
八尾さん、12月に点検に来て頂きました、 ていた、新年会のメンバーもこれない事情になってきま
高い所のお掃除もして頂きました。本当に した。時の流れを感じ、寂しい気持ちにもなります。健康
有難うございました。その時作業服お願 に感謝し、生かされいてる命を完全燃焼していきましょ
いしましたら、会社に予備がありますから う。
と教えて頂きまして作業の帰りに、会社に ●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。
よって受け取る予定でした。
ところが綺麗 少し弱気な小泉さんでしたが、無事に切り替えして頂い
に忘れて家に帰ってから気が付きまして て良かったです。
これからも体に気をつけて宜しくお願
メールしましたら、次の日S社に届けて頂 いします。
きまして、本当に感謝 感謝 感謝です。 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもお便りありがとうございます。
身の回りの環境の変化が多かったんですね。
これからも
やっと新しい年を迎えて、新年会にも参加 お体に気をつけてよろしくお願いします。
させて頂きました。キーパーさんは少人数 ●八尾より：いつもありがとうございます。先日はお会い
でしたが、
それぞれの現場の様子など聞く できて嬉しかったです。
できない理由より、出来る方法
ことが出来ました。
くじ引きで高級ハンガ を考えていければですよね♪これからもどうかご尽力よ
ーが当りました。
ろしくお願い致します。
気分も晴れてるんるんでしたが、次の朝義 ●西岡より：いつもありがとうございます。色々なことが
兄が朝6時に亡くなりました。姪から報告 あったのですね。あまりご無理されずこれからもよろし
を受けました。
よく続いてるんだなあと思 くお願いします。
いました。
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。新
やっと最近妹の足も良くなり、今まで通り 年会でお会いできて嬉しかったです。
これからもよろし
リハビリしながら歩いて施設の書類を持 くお願いします。
って来ることが出来るようになりました。
今回の玄関マット、綿埃かと思ったのです
が、長く使ったマットなのでしょう、いたん
でいました。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
ベルの皆様、社長様、
この前は、
ご迷惑を
おかけしました。気をつけて掃除していた
つもりでしたが、時間に追われるせいか、
つい気持があせってしまい、勢いあまって
割れてしまいました。すいませんでした。
それに、八尾さん等がすぐに対応して下
さったおかげで、それに前よりも少しぶ厚
い目の皿にしてもらい助かりました。今は
なるべく注意してするように心がけてい
ます。
ほんとうに、助かりました。

●社長より：どんまいです。引き続き、
どうぞよろしくお
願いいたします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。今後とも
宜しく願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：どうぞ気をつけてこれからもよろしく
お願いします。
●八尾より：物損は…仕方ない部分もあります。
でも今
回は迅速にご報告頂けたお陰で、すぐに対応でき、お
客様の信頼向上にもつながったかと思います。やって
しまったご自身が一番！受け止めたくなかったでしょう
が、勇気あるご対応に感謝です。
●西岡より：壊してしまったものは仕方がないのでこれ
からは焦らずに作業してください！
●金田より：お便りありがとうございます。
ご連絡を頂き
ありがとうございました。焦る気持ちわかります！が、落
ち着いて作業することを心掛けてください。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、研修お元気様でした。素敵なお
1月15日、八尾さんが駅まで迎えに来てく 客様に感謝ですね。
ださいました。寒いのにありがとうござい ●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。
ました。㈱ベルの本社につき、
とても立派 やっと研修に参加して頂くことが出来て良かったです。
でびっくりしました。新しい友だちも出き、 今後も宜しくお願いします。
1日いろいろ教えていただいて、勉強にな ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はありがとうございました。お客
りました。加藤さんもいろいろありがとう。 様からの心遣い嬉しいですね。
これからも体に気をつけ
元気体そうをやり、体がほぐれました。
こ てよろしくお願いします。
れからも1からのつもりでがんばります。 ●八尾より：やっと研修に来ていただけて嬉しかったで
よろしくおねがいします。
す。少しはお役情報を提供できましたでしょうか？これか
掃除機持って来てくださってありがとうご らもどうかご尽力下さり、益々ご活躍下さい。ありがとう
ざいます。たすかりました。
ございます。
●西岡より：研修参加してくださりありがとうございます
《現場であった嬉しい事》
！これからもよろしくお願いします。
U社さんの下のテナントさんの事です、風 ●金田より：武田さん、お便りありがとうございます。お
邪をひいてましたので（私がですが）清掃 忙しい中、研修に参加して頂きありがとうございました。
をしてましたら、
アンプルを持って来てく これからもよろしくお願いします。
ださいました。飲んで元気になってくださ
いと2日間つづけてくださいました。ほん
とうにうれしかったです。

◇◇◇中村 育代さん◇◇◇
《現場での変化や気付いた事》
お仕事をさせて頂いて3か月、
ゴミ庫がと
ってもきれいになりました。今は、生ゴミ
以外はなにもなくなりました。
《現場であった嬉しい事》
いつもおそうじをさせて頂いて、ビルの
テナントの方が、いつもお礼を言って下
さいます。
あたり前にそうじをさせてもらっている
だけなのに、
うれしい一言を頂いていま
す。

●社長より：中村さん、
うれしいお便りありがとうござ
いました。
●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
。
ゴミ庫綺麗になって本当に良かったです。作業しやす
くなりますね。今後とも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お便りありがとうございます。お仕事
には慣れましたでしょうか？何かわからないことがあ
ればいつでもご相談ください。
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。
ゴミ庫の中！
地道な作業をお願いしていたのに、
もう綺麗になった
んですね。
さすがです(*^^)vまた、何かあればお尋ね
くださいです。
●西岡より：いつもありがとうございます！ゴミ庫を綺
麗にして下さりありがとうございます！
●金田より：中村さん、お便りありがとうございます。テ
ナントのお客様からのお言葉は嬉しいですね。いつも
ありがとうございます。
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◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
●社長より：中田さん、今年もどうぞよろしくお願いいた
社長様、
スタッフの皆様、新年明けまして します。
おめでとう御座います。
●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。
本年度に於いて、私自身、心機一転をし頑 いつも色々と挑戦して頂きありがとうございます。
これ
張っていきたいと思っています。良き御指 からも体に気をつけて宜しくお願い致します。
導の程賜りますよう宜しくお願い申し上げ ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：寒い日が続きますがお体大丈夫です
か？先日はお会いできて嬉しかったです。寒い日が続き
ます。
八尾様、1月19日
（木）
、欠勤の為サポート ますがお体大丈夫ですか？先日はお会いできてうれし
かったです。早く暖かくなるといいですね。
の段取り有り難う御座いました。
津田様、1月19日
（木）
、N住宅3棟、5棟のサ ●八尾より：せっかくの皆勤が…インフルエンザのお馬
でも本当に寒い日々で毎回の外作業！
ポートをして頂き有り難う御座いました。 鹿〜！でしたね。
加藤リーダー、1月23日
（月）
、N住宅3棟の 今まで風邪もひかれることなく取り組んで頂ける中田さ
現場に来て下さり、温かいお茶を頂き有り んの凄さに驚いております。今後も無理されないようお
難う御座いました。
気をつけて！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：時々送ってくださるメールありがとうござい
ます！いつもほっこりします(*´▽｀*)
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。先
日は電話でお声を聞くことができて嬉しかったです。
こ
れからもよろしくお願いいたします。

◇◇◇藤木 恵子さん◇◇◇
●社長より：藤木さん、
きつかったでしょうね。周りにイ
1/26はインフルエンザのため、お休みさ ンフルエンザの人がいても、何とかうつらずに居ります
せていただいて申し訳ありませんでした。 が、今年は予防注射を打つ間も取れなかったので、戦々
八尾さん、代わりに来ていただいて、用具 恐々です。
も整理していただいて、
ありがとうござい ●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。
ました。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより確かに今年のインフルエンザは驚異
でしたね。お元気になられてよかったです。
●八尾より：私の作業？抜け漏れなかった？？でしょうか
（笑）皆勤！皆勤！皆勤よりやはりお客様の為に…ですも
のね。いつもまかせっきりでしたので、少しはお役立ち
できたかと思うと、私的には有難かったです。
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！今年はインフ
ルエンザの猛威に私もやられました（笑）
これからもよ
ろしくお願いします。
●金田より：藤木さん、お便りありがとうございます。
ま
た、何かお困り事などありましたらお知らせください。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

◇◇◇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。
《現場であった嬉しい事》
お客様にきれいにしてくれてありがとうって
言ってもらいました。

Ɠ ᡉ ʙ

●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
早いものですね。
これからもず〜と！お相手よろしくお願
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。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。

◇◇◇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
《現場であった嬉しい事》
有難い限りです。今年もお美しさ倍増して！ます
お客様からお歳暮のおすそ分けを頂きまし て頂き、
ありがとうございます。
た。社員の皆様のお心遣いに感謝申し上げま ますご活躍下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます！昨年はお世話
す。
になりました。本年もよろしくお願いします。私は早速イ
ンフルエンザにかかりました・・・
（笑）寒い日が続きます
、藤本さんは風邪など召されまぬようご自愛ください。
●金田より：藤本さん、お便りありがとうございます。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。
◇◇◇中西 好子さん◇◇◇
お仕事クイズ答え：C

●社長より：中西さん、いつもありがとうございます。
●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。
これ
からもクイズ参加して盛り上げていって下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：正解！
●八尾より：ありがとうございます。
●西岡より：あたりです！
！いつもありがとうございます！
●金田より：中西さん、お便りありがとうございます。
クイズに
も参加して頂き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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ŭʻஉƷȏȃȔȸǳȸȫŭ
お客様名：匿名希望様 ( 床の定期清掃に WAX 清掃をご依頼いただいたお客様）
金曜日には「明日は定期清掃だ」と覚えていても月曜日には忘れてしまっいる事も良くあります。
しかし、入館してトイレに入れば、「あ、清掃していただけたんやな」とすぐに理解できます。それ
位清々しくなっているという事です。門脇様、肥塚様いつも丁寧に有難うございます。

お客様名：匿名希望様 ( 鳩対策のご依頼を頂いたお客様）
とても丁寧に施工して頂きました。かなり高価と思いましたが、施工後の快適さを考えれば思い切っ
てお願いして良かったと思います。鳩に悩まされている方にはぜひお勧めします。
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野菜種子さの最大手タキイ種苗︵シュビョウ︶は国産トマトで約
6割のシェアを誇る﹁桃太郎トマト﹂をはじめ︑野菜や花など約
2000の新品種を生み出してきた︒タキイは初代・大森屋治右
衛門が1835年︵天保6年︶に創業し︑京野菜の種を販売して

ӧग़ƍᇿ૨܌

̴
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いた︒現在は約120カ国で種苗を販売している︒健康にこだわ
る消費者向けに栄養価の高い機能性野菜の新品種﹁ファイトリッ
チ﹂の開発を強化している︒
﹁うまみ︑甘み︑酸味のバランスが
良い品種です﹂創業180年の老舗︵しにせ︶は新たな成長に挑
み続けている︒
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﹁行動﹂は必ず
﹁失敗﹂を引き起こす︒
そして︑
その﹁失敗﹂は
﹁成功﹂を連れてくる︒

9

勝った時には褒美を︑︒
負けた時には
優しい言葉を︒

10

偉大な人とは︑
あなたの笑顔は︑
今日どれほど多くの人を
幸せにするだろうか︒

﹁あったかいお食事を
ご用意しています﹂
東日本大震災直後の仙台市内の
とある飲食店前に置かれた
立て看板より

11

6

7

抱きしめる︒
抱きしめてもらう︒

また始めれば
いいよ︒
続けたかったのに︑
続けられなかったこと︒
また初めてみればいいんだよ︒

8
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2 月 17 日、18 日に本社事務所にて新人研修を行いました！！
参加者は中村育代さん (1 日目のみ )、岸本悦子さん、松井恵美
子さん、大宅伸彦さん合計 4 名でした！愛情たっぷりの八尾さ
ん、西岡さんの研修。既に現場に入って仕事をしていただいて
ますが、再度知識の確認や清掃のポイントなど楽しく？学んで
いただきました。4 名全員バラバラの現場ですが、二日間で仲
間の絆も生まれ非常に充実した研修でした！
中村さん、岸本さん、松井さん、大宅さん。それぞれの現場で
より一層活躍して下さい！

先月号のクイズの答え
A ࡌ࡞ᧄ␠߳⥋ᕆㅪ⛊ߔࠆ

ធ⌕ߢߊߞߟߌࠆ

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。

C
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D หߓࠃ߁ߥ‛ࠍ⾈ߞߡ᧪ߡᏅߒ
ᦧ߃ࠆ

Q. お客様の物を壊
してしまったときの
対処法は？でしたね
♪♪

答えは、

A

悪い情報ほど早めの連絡が大切です。ささいなことでも報告をすることで、お客様からの信頼も
高まります。失敗をしたこと仕方がないことです。大切なのは正直にすぐ連絡をすること。
そして 2 度と起こさない為の対策を一緒に考えることです。

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！

鳩が減らないのはなぜ？？？？

①自然・生態的な理由

都会では公園や街角、またはビル群や
工場などでも非常に多くのドバトを見
かけます。その理由の１つは、鳩が人
間の生活圏内にまで進出してきている
という点を挙げることができます。他
にも自然・生態的な理由や人為的な理
由を挙げることができます。
以下では、この２つの理由についてそ
れぞれご紹介します。

鳩の繁殖力の高さが挙げられます。ドバトの繁殖期は 3 月から 11 月頃までと長く、
その間で平均で５回、多い時で 7 回も卵を産むことがあります。近年は室外機や熱
を発する機器の影響からか、温かい環境で生活できるため、冬場でも卵を産むといっ
たケースも見受けられます。また、天敵が少ないことも鳩が減らない理由として挙
げられます。鳩の天敵はワシ、タカ、フクロウ、カラス、猫などですが、この中で
人間の生活圏内で見かけることが多いのはカラスと猫だけ

②人為的な理由

自然・生態的な理由とは別に、人間
が原因となっている理由もあります。
その最たるものが、鳥獣保護法です。
ドバトもこの対象に含まれているた
め、駆除のために殺傷することはも
ちろん、捕獲したり卵を捨てたりす
ることも禁止されています。どんな
場合であっても意図的に殺傷するこ
とはできません。
また、鳩のエサになるものが多いという点も挙げられます。公園で鳩にエサをあげ
ている光景はよく見かけますが、こういった行為は鳩が繁殖する大きな原因になり
ます。寄ってくる様子が可愛いからといってその後のことを特に考えずにあげてし
まうことがありますが、周辺地域での鳩被害のことを考えなければなりません。

6723آ
6723 آ7+(ໆآآ
7+(ໆآآ
判断基準となる知識を身につけましょう！！
鳩が減らないのには、それなりの理由があります。なかには人間が無意識にやっ
ていることが繁殖を促す結果になっていることもあるため、注意が必要です。鳩
の対策をする場合、鳩を近寄らせない、住み着いた鳩を追い出すということも大
切ですが、そもそも何故鳩がこうまで増えているのかを考えることも大切です。
鳩を増やさない努力をすることで、長期的に見て鳩の被害を少なくすることがで
きます。数多くある原因の中には個人ではどうしようもないこともありますが、
それを判断するためにも正しい知識を身につけるようにしましょう。

テクニカルクルー荒木さんがテレビに出演します！
鳩の施工現場で現在活躍中のテ
クニカルクルー荒木さん！
eo 光チャンネルの “たむらけん
じのぶっちゃ〜け Bar” に出演す
るこることとなり、南森町の
Bar で撮影が行われました。

たむらけんじのぶっゃ〜け Bar は、様々な
分野の「知られざる業界話」や「ディープ
なあるあるネタ」などを語り合うトークバ
ラエティで、今回は【現場女子】3 名が仕
事でのあるある話や現場女子が思っている
ことをトークしています★
普段見ることが出来ない新しい荒木さんを
見ることが出来るかも？！ 3 月 20 日から約
2 週間なんどか放送されるので是非見てく
ださい！ネットでも公開予定です★
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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
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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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電気
カーペット

こたつ

電気カーペットも、床暖房同様に足元から直接伝わる熱で体を温めますが、
工事を伴わないので簡単に設置することができます。しかし、電気カーペットは
表面だけが暖かくなるので、部屋全体を暖める効果はありません。エアコンやストーブなど、他
の暖房器具とあわせて使うのがよいでしょう。また、ポカポカと暖かい電気カーペットですが、
長時間動かないまま座っていると、電気カーペットに触れている部分が低温やけどを起こす場
合があります。電気カーペットの上で、寝込んでしまわないように気をつけましょう。
古くから日本の家庭で使われてきたこたつ。かつては、木炭や豆炭、練炭などがこたつの熱源と
して使われてきましたが、現在は温風赤外線ヒーターから出る"ふく射熱"が、布団の中に入れた
足やお腹など体を温めます。冬の家庭団欒と聞くと、
こたつに入っているシーンを思い浮かべる
方も多いように、食事時など、人が一緒に集まり、温まるシーンで活躍してくれる暖房です。

支援活動

PrayForJapan
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ųኰʼСࡇƷƓᅇƱƓᫍƍ
素敵な仲間をご紹介頂き、いつもありがとうございます。たくさん紹介を頂くように
なりましたが、まだこんな声を聞くことがあります。
【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。
※ご安心下さい！！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。
ぜひ、ご紹介下さい！！詳しくは、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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