èஜᛏƷϙჇƷ̅ဇƸŴ
ஜʴƷᚩӧǛࢽƯƍǇƢ
ႆᘍᲴዻᨼᎍᲴښ૯࣓ᨺ
˰ᲴƄிࠊ᧵ٻ൷
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Ჲஉࡇ
ૼʴǭ
⌴ȑ⌴
ᄂ̲Ǒ
Ǔ

2009.
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ˊᘙӕዸࢫų ښ૯࣓ᨺ
2009ᖺᗘࡢ㛵す⤒Ⴀရ㉁㈹ͤ⏦ㄳࡋࡲࡍࠋ

ᙜ♫ࡣࠊ᭱㐺࡞⤒Ⴀࢆ⾜࠺୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬ࢆ⦎ࡾࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ࡋ࡚ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ከࡃࡢẼࡁࢆࠊ㡬࠸࡚࠸ࡿࡢࡀ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࢭࢫ࣓ࣥࢺࣈࢵࢡ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀᇶ࡙ࡁࠊጞࡵ࡚⮬♫ࡢ⤒Ⴀࢆࢭࢫ࣓ࣥࢺ(ᰝᐃࠊホ౯࠸࠺ព)ࡋࡓࡢࡣ2004ᖺ࡛ࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡽ᪩ࡃࡶ5ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸯.⤌⧊ࡀ┠ᣦࡍࠕ⌮ⓗ࡞ጼࠖ
ᅇᨵࡵ࡚ࠊࢃࡀ♫ࡢ⤌⧊ࣉࣟࣇ࣮ࣝࢆ᭩ࡁฟࡋࡲࡋࡓࠋ
㸰.㢳ᐈㄆ㆑
㸱.➇தㄆ㆑
⤌⧊ࣉࣟࣇ࣮࡛ࣝͤࡣ6ࡘࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ 㸲.⤒Ⴀ㈨※ㄆ㆑
ࡃ㞴ࡋࡑ࠺࡛ࡋࡻ࣭࣭ࠋᐇ㝿ࠊ࡞ࡾ῝࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
㸳.ኚ㠉ㄆ㆑
㸴.⤌⧊ሗ
ࡇࢀࢆ῝ࡃ⪃࠼ࠊᡓ␎ࢆ⦎ࡗ࡚࠸ࡃ࡛♫ࡢࣅࢪࣙࣥ
(ᑗ᮶ࡢᵓࠊᒎᮃࠊ⌮)ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࡡࠊࡇࢀࡽᬻࡽࡃࡢ㛫ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡢ⚾ࡢᢸᙜ
࣮࣌ࢪࡣࡇࡢ⤌⧊ࣉࣟࣇ࣮ࣝࡢෆᐜࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚⾜ࡁࡲࡍࡡࠋ
㸯.⤌⧊ͤࡢ┠ᣦࡍ⌮ⓗ࡞ጼࡘ࠸࡚ࠉලయⓗࡣḟᅇࡽᘏࡲࡍࡀࠊࡇࡢ᰿ᮏⓗ࡞⌮ࡢ
⪃࠼᪉ࡣࠊᴗ⤒Ⴀࡢ㈐௵ࡓ࠸ࡍࡿάື㸦ேࢆࠊᖾࡏࡍࡿ)ࡋ࡚㡰࡙ࡅࡿ୍␒
ᚑᴗဨࡑࡢᐙ᪘ࠊ␒ࣃ࣮ࢺࢼ࣮♫ࡢ♫ဨࡑࡢᐙ᪘ࠊ୕␒࠾ᐈᵝࠊᅄ␒ᆅᇦ♫ࡸᆅ
ᇦఫேࠊ᭱ᚋᰴࠋ
࡞࡞ࠊ㞴ࡋࡃㄗゎࢆᣍࡃࡶከ࠸ࡀࠊࡇࡢ㡰␒ࡀษࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㡰␒ࡇࡑࡀࠊᩚྜᛶࡢ࠶ࡿࠊⓙࡀ႐ࡪ⤖ᯝ࡞ࡿ⚾ࡣ⤖ㄽࡅࡲࡋࡓࠋ
ᚑᴗဨ‶㊊Ѝ㢳ᐈ‶㊊Ѝ♫㈉⊩ЍỌ⥆ⓗ⦾ᰤ㸦ඃඛ㡰㸧
ேࡢᖾࡏീࡣࠊࠕேឡࡉࢀࡿࠊே〔ࡵࡽࢀࡿࠊேࡢᙺ❧ࡘࠊேࡽᚲせࡉࢀࡿࠊ
ࡑࡋ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆ▱ࡾ⮬ศࢆឡࡋࠊᮍぢࡢᡃẼࡃ࡛ࠖࡍࠋࣃ࣮ࢺࢼ࣮♫ဨࡣࠊ♫እ♫ဨ࡛ࡍ
♫ࠊᖹࡸ‶ࡸಙឤࡀ࠶ࢀࡤࠊ࠾ᐈᵝឤືࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡸၟရࢆ⏕ࡳฟࡉ࡞࠸ࠋ
⥆ࡁࡣࠊḟᅇ࣭࣭
䈜㛵す⤒Ⴀရ㉁㈹䛸䛿䚷䚷"Ⰻ䛔⤒Ⴀ"䜢㏻䛨䛶䚷㛵す䛛䜙ୡ⏺䛻䜛ᴗ䞉⤌⧊䜢㍮ฟ䛩䜛䚹
ᮏ㈹䛿䚸㛵す䛾䛒䜙䜖䜛⤌⧊䛜㢳ᐈᮏ䛻ᇶ䛵䛔䛯⮬ᕫ㠉᪂䜢ᯝ䛧䛶䛔䛟ືᶵ䛵䛡䛸䛺䜛䜘䛖䚸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻⥅⥆ⓗ䛻ྲྀ䜚
⤌䜏䚸ඃ䜜䛯ᴗ⦼䜢䛒䛢䛶䛔䜛⤌⧊䜢⾲ᙲ䛧䚸㛵すᇦ䛻⤒Ⴀရ㉁ྥୖ䝥䝻䜾䝷䝮䛾どⅬ䛻❧䛳䛯⤒Ⴀ㠉᪂䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹
䈜⤌⧊䝥䝻䝣䜱䞊䝹䛿䚸䛒䛺䛯䛾⤌⧊䛾ពᅗ䜔┠ⓗ䜢ཎⅬ䛻䛂ఱ䜢┠ᣦ䛩䛾䛛䛃䜢⪃䛘䚸䛭䛣䛛䜙⤒Ⴀ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟እ㒊⎔ቃ䚸ෆ
㒊⎔ቃ䛾⌧≧䛸ᑗ᮶䛻㛵䛩䜛ㄆ㆑䜢῝䜑䛺䛜䜙䚸ㄢ㢟䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸⤌⧊䛸䛧䛶䛹䛖ኚ䜟䜛䜉䛝䛛䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸
䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䈜⤌⧊䛸䛿䚸ఱ䛛䛾┠ⓗ䜔┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛Ⅽ䛻ᙧᡂ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛩䚹

ᚃग़Ƴǔႏಮųųų
ଔବƷͅŴႏಮƴƸɟޖƝƷƜƱƱƓঅƼဎƠɥƛǇƢŵ
᧙ᙱ +6 ႊᢠΟᅵចƴᢠǜưƍƨƩƖǇƠƨŵ
․•‣ ࠰․உӭ
᧙ᙱ؏עƴƓƍƯŴ
+6 ǛဇƠŴΟǕƨಅጚǛƋƛƯƍǔɶؙȷ
ɶ˖ݱಅǛᘙࢧƠŴ᧙ᙱƷ +6 ဇƷǹǿȳȀȸȉǛࡽƖɥƛŴ
᧙ᙱ؏עငಅƷࣱ҄ǛǔነӝƴƳǔƜƱǛᫍƍႆឱƠƨС
ࡇưƢŵᲭஉᲰଐᲢஉᲣ˟ئᲴ᧵ٻᨥ˟ᜭئᲫᲪ᨞Ტǰȩȳ
ǭȥȸȖ ᧵ٻưŴᘙࢧࡸƱž٥ǓᡂǇƣƴ٥Ǖǔܲឱƴ
ƭƳƕǔ '5 ኺփƱ +6 ဇſƷ᫆ưᜒƷࢫлǋௐƨƠƯ
ƖǇƠƨŵ
ƓᛅƠƠƨϋܾǛƓˡƑƠǇƢŵ
࢘ᅈƷˁʙƸŴ࢟ƕƳƍƷư٥Ǔᡂǜưǋ٥ǕǇƤǜŵ
ଥǋŴʻǋ٭ǘǓǇƤǜŵ
ᅶƨƪƷՠԼǍǵȸȓǹƸŴƘʴƕƭƘǓǇƢŵ
ฌੈǋȬȳǿȫǋŴᜩͳǋŴӖ˄ǋŴᚨͳƷໜ౨ȷʙŴሰʙŴᯕݣሊǋŴƢǂ
Ưʴƕᘍƍ̖͌ǛƭƘǓǇƢŵ
˺ಅǛᄩܱƴᘍƏƜƱƸǋƪǖǜưƢƕŴƦǕƴᇰ᫊ǍൢਤƪƷᑣƍਮਠŴƓܲಮǁ
ƷƓࢫᇌƪƢǔ࣎ǛᡂǊƯᘍƏ˄ь̖͌ƕƭƍƯИǊƯ࢘ᅈƷˁʙƱƳǓǇƢŵ
࢘ᅈƷμࢼಅՃƷɟʴƻƱǓƕŴƓܲಮƴշǜưƍƨƩƚǔˁʙǛɟဃভԡƴᘍƏƜ
ƱưŴƓܲಮƔǒ̮᫂ƞǕŴڎኖƠƯƍƨƩƚƨƜƱƱŴƓܲಮƔǒƷӝǳȟƱኰʼ
ưƓܲಮƕفƑƨƷưƢŵ
˟ᅈƸŴࢼಅՃǛɟဪƴᎋƑǔŵ ࢼಅՃƷ࠳Ƥᇹɟɼ፯
ྵࢼئಅՃƸŴႸƷЭƷƓܲಮƷƜƱǛᇹɟƴᎋƑᘍѣƢǔŵ Ɠܲಮᇹɟɼ፯
ƓܲಮƔǒŴƝឱƠƯƍƨƩƚ൨ዓƠƯӕࡽǛƠƯƍƨƩƚǔŵ ɤ૾ǑƠ
ᐯЎᐯ៲ưദƠƍƱ̮ơƯᅈՃƱƱǋƴᘍƬƯƖƨƜƱƩƔǒŴᐯ̮ǛǋƬƯᚕƑǔ
ƜƱưƢƕŴƦƷƖƬƔƚƸଥƷ͂ငүೞƔǒܖƼǇƠƨŵ
ƦǕƸоಅ  ࠰ႸŴ ࠰ƴ٥ɥƛƷ  лǛҩǊƯƍƨƱƜǖƷˁʙƕᆳƳƘ
ƳǓǇƠƨŵˁʙƷឋƕफƘƯƳƘƳƬƨƷưƸƋǓǇƤǜŵ
ȐȖȫߐْࢸŴƓܲಮƷኺփો᪃ƴǑǓٻဃԡ̬ᨖ˟ᅈŴٻܼᩓȡȸǫȸƷƓܲ
ಮƸŴᄂ̲ǻȳǿȸǍஊཋˑƳƲഏŷƴ٥ҲƞǕŴǇƨƱƋǔᘍಮƴƍƨƬƯƸŴ
˂ᘍƱƷӳ́ưƦƷᘍƦƷǋƷƕƳƘƳƬƯƠǇƍǇƠƨŵ
ɦᛪƚưƋǔƨǊƴŴڎኖᚐᨊƷऴإǋႺЭƴƳǒƳƍƱЎƔǒƣफٹưƋƬƯǄƠ
ƱᫍƍǇƠƨƕŴྵܱƷЈஹʙưƠƨŵ
үೞƴᨋǔƱŴƍƔƴ˟ᅈǛ܍ዓƞƤǔƔƹƔǓƕ᪽ǛपǇƤǇƢŵ
ȞǹǳȟƳƲưŴ͂ငǛᒊƴኺփᎍƷᐯൈƷᛅ᫆ƳƲႸƴƠƨƜƱƕƋǓǇƠƨƕŴ
ᏯᘻƴූƔƿƷƸ˂ʴƝƱưƸƳƘŴᐯЎƷʙưƠƨŵ
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ʴƸŴசஹƕƚƯƳƍƱŴЭӼƖƴဃƖǔщƕิƍƯƜƳƍƷưƢƶŵ
ƦƷƏƪŴ˟ᅈƷ̖͌נ܍ƱƸ˴ƩǖƏƔŵ˴ƷƨǊƴኺփƠƯƍǔƷƩǖƏŵ
ƱŴᐯЎǛǮȪǮȪǇưᡙƍᡂǜưƍǇƠƨŵ
ƦǜƳŴᅈՃƞǜƸˁʙƕƳƍƷưඹƠƨǓŴ̽ࡉƷૢྸǛƠƨǓƠƯŴƍƭǋଔ
ƘኳǘƬƯȆȸȖȫưᩃᛩƠƯƍǇƠƨŵ
ႏƴᎥƖǇƠƨŵž˟ᅈ٭ٻƳǜǍƚƲŴƲƏƠƨǒƍƍǍǖȸ !ſƱŴऴƚƳƍᛅưƢ
ƕƲƜƔư᫂ǔ࣬ƍƕƋƬƨƷưƠǐƏƶŵ
ƱƜǖƕᅈՃƸžᅈᧈƳǒ˴ƱƔƠƯƘǕǇƢǑſƱᚕƏƷưƢŵ
ᚕᓶǛӖƚƨᅶƸŴžƸƊ᳸ŴǑƘƦǜƳൢಏƳʙǛƍƬƯƘǕǔƳƊſƱɟქ࣬ƍǇƠ
ƨƕŴᅈՃƸμƘွƍƘᅈᧈƷᅶǛዌݣႎƴ̮᫂ƠƯƘǕƯƍƨƷưƢŵ
ƠƔƠŴᅶƸμƘƦƷǑƏƳ࣬ƍƴࣖƑǔ˷ᘽǋƳƘŴᄩܱƴᡐǓƘǔž͂ငƷऀࣨſ
ƴᒊƠǈŴᩗƑɥƕƬƯƓǓǇƠƨŵ
ܱጚƱ̮ဇƷᆢǈƶưŴǳȄǳȄƱᆢǈɥƛƴλǕƨˁʙƱ٥ɥƷˊǘǓƸŴቇҥ
ƴᙸƭƔǔƸƣǋƋǓǇƤǜŵƲƏᎋƑƯǋưƖƳƍྸဌƠƔᙸƭƔǓǇƤǜưƠƨŵ
ƦƠƯƦǜƳƋǔଐŴ࠙ܡƠƯ࠷ƍऒ܇ǛৼƍƨŴƾƬƱǹǤȃȁƕ٭ǘƬƨƷưƢŵ
ܼଈŴᅈՃǛ࠳ƤƴƢǔƨǊƴ᪴ࢌƬƯஹƨŴƓܲಮƴஜཋƷǵȸȓǹǛ੩̓Ơƨƍŵ
ܼଈǍᅈՃǍ᧙ǘǔʴƢǂƯǛ࠳ƤƴƢǔƨǊƴᇌƠƨƷưƸƳƔƬƨƔŵ
ƦǕƕႸႎưƋǓŴᐯЎƷ̅ԡƳƷƩƱൢƮƖǇƠƨŵ
ǑƘᎋƑǔƱʻǇưƷಅጚƸफƘƳƔƬƨƷưŴᘍƔǒ͈ǓλǕƸưƖǔŵ
ᡉฎƢǔᐯ̮ƕƍƔǒᩗƑƯƍƨƕŴԡƕƚƩƱǇƩǇƩưƖǔƜƱƸƋǔŵ
ƲƏƤŴԡƕƚưǍǔƳǒྸेƱƢǔ˟ᅈǛоǖƏƱൿ࣎ƠƨƷưƢŵ
࢘փಅƴᘍƬƨƱƖŴ؏עƷɶᙹؙƷƓܲಮƴᚕǘǕǇƠƨŴ
žܱጚƸƋǔƷƔ !ſ
ž˴ϼƷ˟ᅈƔǋЎƔǒƳƍǑƏƳƱƜǖƴŴȡȳȆȊȳǹƳƲ˓ƤǒǕƳƍſ
ž᭗ԼឋƷǵȸȓǹƕƱᚕƏƕŴᚰଢƢǔ૰ƸƋǔƷƔ !ſ
Ɠܲಮƴշǜư᪬ƚǔஜൢƱऴ༏Ŵᝧ˓ƸዌݣƴௐƨƢᐯ̮ƸƋǓǇƢƕŴˏǒǕǔƜ
ƱǛǇƬƨƘᚰଢưƖƳƍ࢘ᅈưƠƨŵ
žܱጚƸƋǔƷƔ !ſȷȷȷƋǔƷưƢƕŴˡƑǕƳƍŵ
ɦᛪƚưƸŴٻɥ˖ئಅಮƷෞ᧸ᚨͳŴᩓൢᚨͳŴዅ൦ᚨͳŴᆰᛦᚨͳƳƲŴӲᆔ
ᚨͳᢃ᠃Ŵ̬ܣŴໜ౨ƔǒŴ၏ᨈƷǪȚܴƷෞฌੈŴ᭗ޖȓȫƷǬȩǹฌੈŴǷȧǦȫȸ
ȠƷȯȃǯǹƕƚǇưȷȷȷ࢘ᅈƕႺڎኖƠƯƍƨǘƚưƸƋǓǇƤǜƔǒŴǘƔǔ
ǑƏƴܱጚƸƓˡƑưƖƳƍƷưƢŵ
ž˴ϼƷ˟ᅈƔǋЎƔǒƳƍǑƏƳƱƜǖƴŴȡȳȆȊȳǹƳƲ˓ƤǒǕƳƍſȷȷȷˏ
ǔᡫǓưƢŵ
̮ဇŴ̮᫂᧙̞ƕƍƱཋƷዜਤሥྸŴǇƨǻǭȥȪȆǣǋүूƞǕƯǋƓƔƠƘƋ
ǓǇƤǜŵ
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ྵܱưƸŴɦᛪƚưƷˁʙưΨᛪƚಮƷӸЭưᘍƘƱŴɟ්˖ಅƴЈλǓƠƯˁʙǛƠ
ƯƍǔܱጚƸƋǓǇƢŵӷơʴ᧓ưǋ˟ᅈƷȖȩȳȉƕƍƜƱưŴ̮ဇƞǕƳƍƷƕ
ठƠƘƯƨǇǓǇƤǜưƠƨŵ
ஜ࢘ƴƓܲಮƷᇌئƴƨƬƯƓܲಮƷМႩǛဃǉƜƱƕưƖǔƷƴŴưƖƳƍᠲƞƕƋ
ǓǇƠƨŵ
ž᭗ԼឋƷǵȸȓǹƕƱᚕƏƕŴᚰଢƢǔ૰ƸƋǔƷƔ !ſȷȷȷസࣞưƢƕŴɶŷƜ
ƷᢿЎǛଢᄩƴˡƑǔെƸƋǓǇƤǜŵƩƔǒƓܲಮƸܱጚᙻŴᙹᙻưൿǊǔ
ƷưƢƶŵ
ƓܲಮƸŴദƠƍƷưƢŵ
ƦƜưŴ᧓ƕƔƔƬƯǋƍƍƔǒŴᅈՃƕᛍǓǛਤƪƜƷ˟ᅈưƚƯᑣƔƬƨƱƍƬ
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◇◇◇榎本とし子さん◇◇◇
いつも突然のお休みの対応ありがとうござい
ます。
行けると思い知らせが遅くなります。
これからは、八尾さん初め皆様に迷惑のかか
らないように頑張ります。
少しずつ落ち着いてきました。
八尾様皆様に心配おかけしましたありがとう
ございました。

●社長より：榎本さん、お心遣い感謝します。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：榎本さんいつもありがとうございます。い
ろいろ大変だったとお聞きしています。体に気をつけて頑
張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。少しは落
ち着きましたでしょうか？お困りの際は、いつでもご連絡下
さいね！
●八尾より：迷惑じゃなくて！お互い様ですから (^^)/ いつ
でも仲間です！何かあればいつでもご遠慮なくお伝え下さ
い。これからも益々ご活躍下さい (*^^)v
●西岡より：榎本さん、いつもありがとうございます！あま
りご無理されませんようお身体をご自愛ください。
●金田より：榎本さん、お便りありがとうございます。落ち
着いてきて何よりです。季節の変わり目ですので、ご自愛く
ださい .

◇◇◇濱崎和子さん◇◇◇
誕生プレゼントありがとうございました。
メッセージが嬉しかったです。
又、勇気が出ましたので一人旅をした事がな
かったので今年西国33ヶ所に行こうと思い
ました。体力作り頑張ります。
マンションの方とも仲良くなり、隣りのガレー
ジの方が「頑張ってますね」
とコーヒーを下
さったり楽しく働ける所に感謝です。

●社長より：濱崎さん気力は、体力からですから、特に下半身
の筋力アップが必要ですね。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：濱崎さんいつもありがとうございます。
お誕生日喜んで頂きありがとうございます。一人旅は案外楽
しいので是非お勧めです。お気をつけて、
またお土産話を聞
かせて下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつまでも目標を持って取り組まれている
のは素晴らしいですね！私も運動不足が否めないので、濱崎
さんを見習って生きます！
●八尾より：さすがヽ(^o^)丿濱崎さんです。私は一人旅は・・
・小心者なので・・・その勇気に感銘を受けますした。応援して
いますので是非実施してください。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！西国３３か所巡り
ですか！いいですね！旅のお話聞かせてくださいね！
●金田より：濱崎さん、お便りありがとうございます。一人旅を
是非楽しんできてください。
またお話を聞かせてください。

◇◇◇中西好子さん◇◇◇
お仕事クイズ
答え A

●八尾より：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！
中西さんクイズ返答の皆勤賞です！
（笑）
これからも頑張って書きますので参加してください！
●金田より：中西さん、
クイズに参加して頂きありがとう
ございます！これからも、是非参加してくださいね。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క
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●社長より：情報を、ありがとうございます。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：いつもありがとうございます。早いもの
で今年に入ってもう３ヶ月目になりました。ひと月、毎日、毎
時間を普通に過ごせることに感謝ですね。今後共宜しくお
願いします。
●八尾より：情報ありがとうございます。先日はご支援頂き、
お礼申し上げます。
これからもどうか宜しくお願い致します。
現場での変化や気付いたこと
●西岡より：先日はありがとうございました。その後はいか
工場手洗い場北
石けんが鳥に取られるので置かなくなりまし がですか？また困ったことがありましたらお知らせください！
●金田より：匿お便りありがとうございます。現場での気付
た。
きとマットの件も報告ありがとうございます。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
２月も無事終えることができました。
事務所棟3階男子トイレのマット・機工中2階
女子トイレのマットがヨレヨレなので一声か
けてはどうでしょうか。

◇◇◇松本明美さん◇◇◇
●社長より：松本さん、ありがとうございました。復帰をおま
4年間お世話になりありがとうございました。 ちしています。感謝です。
社長様、皆様にも宜しくお伝え下さいませ。 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：松本さん本当にありがとうございまた。
とても残念ですがまた落ち着いて機会がありましたら是非
戻ってきて下さい。お待ちしております。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：長い間本当にありがとうございました。
これからもお身体に気を付けて元気でいて下さい。
●八尾より：いろいろお世話になりました。
これから大変な
事もあるかとは思いますが、松本さんのパワーや愛をたくさ
ん振りまいて乗り越えて下さい。ありがとうございました。
●西岡より：松本さん、４年間ベルを支えてくださりありがと
うございます。機会がありましたら戻ってきてください。
●金田より：松本さん、お便りありがとうございます。ただた
だ、驚いています。非常に残念ですが、今までありがとうござ
いました。

◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
先日は、
カイロありがとうございました。
早速寒い日に使いました。
Ｅビルの裏の部分は、
どのようにしたら良い
のでしょうか。いつも清掃をしていてどう対
応しようか悩んでいます。
紙だけなら何とか取れるのですが便もある
とちょっと躊躇しているところが自分にありま
す。
どんどん汚くなっているのが嫌ですね。

●社長より：岩永さん、
ご苦労をおかけします。有難うござい
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。暖か
くなったかと思ったら急に寒くなったりするので体に気を付
けて頑張って下さい。Ｅビルは現在対応中だと聞いていま
すのでまた進展がありましたら報告させていただきますね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：その節はご不便おかけしました。
ご連絡
頂いたお陰で早急に対応することができました。ありがとう
ございます！
●八尾より：Eﾋﾞﾙの件、
ご苦労をお掛けしました。
ご報告が
早かったから、早々に対応する事が出来ました。
また何かお
気付きなどございましたら、お知らせ下さい。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！これか
らもよろしくお願いします。
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。
また何
かお困り事がありましたらお知らせください。季節の変わり
目ですので、
ご自愛ください。
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◇◇◇佐伯やす子さん◇◇◇
●社長より：佐伯さんそうでしたか、御迷惑おかけしました。
お疲れ様です。
感謝です。
いつも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：佐伯さんいつもありがとうございます。確認
以前にもお願いしておりましたが、11月に
して変更してもらいますね。
引っ越しまして住所が変わり連絡させてもらっ ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご報告ありがとうございます、かしこまり
たと思うのですが、毎月送って下さるBELLの ました！
新聞の住所が前の住所のままで届いておりま ●八尾より：申し訳ありませんでした。対応が遅れたことを
す。住所登録の変更をよろしくお願い致します。お詫び申し上げます。
●西岡より：いつもありがとうございます。住所登録の件承
知しました。
また、何か変った事があればいつでもお知らせ
ください。
●金田より：佐伯さん、ありがとうございます。住所の件、確
認致しました。
◇◇◇諏訪明美さん◇◇◇
いつもお世話になっております。
誕生日プレゼントとメッセージカードを有難
うございました。
2月で還暦を迎えました。
干支のトリの様にバタバタした一年になりそ
うです。今年も出来る限り、皆様のお役に立て
たらと思っています。

●社長より：なるほど、諏訪さん飛ぶ鳥のごとく勢いよく
まいりましょう。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：諏訪さんいつもありがとうございます。
誕生日喜んで頂きよかったです。
まだまだお若いので、
これからも体に気をつけてベルを支えて下さい。宜しくお願
いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも助けて頂き、有難うございます。
お客様の環境の変化で色々とご心配おかけしております。
少しでも頑張って頂けるよう、環境を整えていきますので、
これからもよろしくお願いします。
●八尾より：本当に飛躍の年になりそうですね(*^^)v
益々のご活躍をお願い致します。いつもありがとうございま
す。
●西岡より：諏訪さん、いつもありがとうございます！そして
改めておめでとうございます！昨年からずっと助けてくださ
り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：諏訪さん、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。
益々、
ご活躍されることを期待しております。

◇◇◇柴尾久夫さん◇◇◇
奥社長様
夢に対する御返事ありがとう御座いました。
いつ頃叶うかわかりませんが、目標に向かって
一歩づつ歩きたいと思います。

●社長より：はい柴尾さん、顔晴りましょう。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。
夢いつか叶いますように！
！
●加藤ﾘｰﾀｰより：柴尾さんの夢が叶うことを祈っております。
感謝！
●八尾より：先を急いでもと思われるかもしれませんが、一
歩一歩が一番早いのかもしれません。夢があるからこそ、進
める事もあります。
どうかこれからも幸せの足跡たくさん残
してくださいです。
ありがとうございます。
●西岡より：柴尾さん、いつもありがとうございます！お互い
に一歩ずつ目標に向かって歩んで行きましょう(/・ω・)/
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。
目標に向かって頑張って参りましょう！
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●社長より：はい森本さん。。返信ありがとうございます。感謝
◇◇◇森本百合子さん◇◇◇
です。
孤立する老人が多い中、
自分の夢について
何気なく
「豊かな老後（人と係る事ができる)」 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：森本さんいつもありがとうございます。
夢叶うように私も頑張りますので森本さんも体に気をつけて
と書きました。
でも、奥社長様「夢は必ず現実する」
と書かれ 頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：森本さんなら、良き仲間・友達が自然と増
た力強いお便りありがとうございます。
今有る人間関係を大事にして友人を増やし えるはずです。季節の変わり目ですので、お体に気を付けて
よろしくお願いします。
たいと思います。
●八尾より：先日、道中でお逢いした際はどこのマダム？かと
思いなかなか気付けず申し訳ありませんでした。気が付いて
下さったと嬉しい限りです。
これからもどうかよろしくお願い
致します。お体に負荷かけすぎず、体調にはくれぐれも気を
付けて下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます！私も森本さんに出
会えたことに感謝です！これからもどうぞ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。
これから
も、
よろしくお願い致します。
◇◇◇澤井マサ子さん◇◇◇
社長様
皆様お変わりございませんか。
お世話になっております。
先日は、暖かいお品（カイロ)を頂きありがと
うございました。
皆様の暖かい心が伝わり、私もホットな気持
になりました。
仕事も楽しく、
、、本当に嬉しかったです。
これからも一日一日を大切に頑張りたく思い
ます。皆様体調に気を付けて下さい。
今後共宜しくお願い致します。
これからも一日一日を大切に頑張りたく思い
ます。皆様体調に気を付けて下さい。
今後共宜しくお願い致します。

●社長より：澤井さん、返信有難うございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：澤井さんいつもありがとうございます。
カイロ喜んで頂きありがとうございます。
これからも体に気
をつけて頑張って行きましょ！
！宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：だんだん暖かくなってきましたが、油断す
ると冬の寒さが急に来たりしますので、
くれぐれも体調管理
気を付けて、
これからもよろしくお願いします。
●八尾より：お心遣いに感謝です。寒さもずいぶんやわらぎ
ました。結局冬眠できなかった私"(-""-)"これからは暖かくな
って参ります。季節の変わり目は体調も崩しやすいのでどう
かお体をご自愛下さいです。
●西岡より：澤井さん、いつもありがとうございます！
もう少ししたら春が来ますね！
●金田より：澤井さん、お便りありがとうございます。
季節の変わり目ですので、
ご自愛ください。

◇◇◇田所真里子さん◇◇◇
いつもカイロありがとうございます。心も身体
も暖かいです。八尾様、金田様
2月8日は、勝手休みさせて頂きありがとうござ
いました。
金田さんには2日間もお手数をおかけして本
当にありがとうございました。

●社長より：田所さん、
どうぞ宜しくお願いします。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：田所さんいつもありがとうございます。
カイ
ロ喜んで頂きよかったです。
今後ともよろしくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：カイロ喜んで頂けて良かったです。
これか
らもよろしくお願い致します！
●八尾より：いつもありがとうございます。急な休みで無か
ったので、準備ができました。少しはお役立ちできて何より
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：田所さん、お便りありがとうございます。先日は、
ご丁寧にありがとうございました。今後ともよろしくお願い
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います。
インフルエンザが流行している最中健康管
理に気配りされることを祈っています。
津田様
白パットを忙しい最中3棟の現場に持参して
下さり誠に有難う御座いました。

◇◇◇小泉昭子さん◇◇◇
2月の日報
社内報今月は重いなあ？
開けて見ましたら、貼るカイロ 夏はアクエ
リアス いつもありがとうございました。
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●社長より：中田さん、ありがとうございました。おかげで感
染しませんでした。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：中田さんいつもありがとうございます。
これからも体に気をつけてよろしくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：インフルエンザの猛威には今年も苦しめ
られました。中田さんも健康第一で、
これからもよろしくお願
いします。
●八尾より：インフルエンザの猛威はすさまじかったですね
。
どんな時も元気が一番！それを感じれたのも良い事なのか
もしれません。
これから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！先日は嬉しいメー
ルありがとうございました！全社員大会でお会いしましょう！
●金田より：中田さん、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ご自愛くださ
い。

●社長より：小泉さん、そうだったんですね。がっくりしますよ
ね。
あとで思い出すだけ、大丈夫です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：小泉さんいつもありがとうございま
す。
カイロ喜んで頂きありがとうございます。先日お会いした
ときもお話しましたが、落ち込まずに改善していきましょう。
認知症予防して死ぬまで現役で頑張りましょう！
！
今月又失敗をしてしまいました。茶碗かごに ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも年齢を感じさせない小泉さんなの
三角コーナー、排水カゴ、茶器の目皿ハイタ で、大丈夫だと確信しております。私もド忘れすることがしょ
ーにつけたまま忘れて帰ってしまいました。 っちゅうありますので、気を付けていきます。
このことに気が付いたのは、
夕方のご飯の ●八尾より：そうだったんですね。家系に・・・と思うと不安も
支度が出来て椅子に座った時でした。
大きくなるのかもしれませんが、お仕事しているからこそ、そ
うなってられない！という思いもあるかと思います。
これから
時計を見ると6時。すぐにS社に電話を掛け もどんどんお客様に喜んでいただけるよう、一緒に取り組ん
るとMさんが電話口に。忘れたことを伝える でいきましょうね〜♪お相手よろしくお願い致します。
と、食堂に行って確かめてきます！もうお昼 ●西岡より：いつもありがとうございます！そんなことがあっ
に片づけてありました。
たのですね！失敗は成功の基！次に活かしてください！これか
ありがとうございます。
らもよろしくお願いします。
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。
この事をベルに報告。
この後疲れがどっと出 これからも、益々ご活躍されることを期待しております。
てしまいました。マイナス思考から元に戻る
まで2週間もかかりました。なるほど、後期高
齢者と呼ばれることに納得しました。
私の家系は母も認知症、母方のお母さんも
認知症でした。S社様2月の社内報まだ張り
出されておりません。
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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
おはようございます。早速のロールカーテンの清掃、有難うございました。今日もキレイな所で仕
事を始められて嬉しいです。今後共宜しくお願い致します。

お客様名：匿名希望様 ( 鳩対策のご依頼を頂いたお客様）
見積時（現場確認）より、丁寧な説明を受け、数社の中から御社に施工して貰おうと思いました。
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老舗茶舗の福寿園︵京都府木津川市︶がネスレ日本と組んで手軽に※玉

ʻஉƷɟӟ
露が楽しめるマシンを開発した︒厳選された高級な茶葉の玉露入りカプ

セルだけで︑本格的な﹁玉露﹂を満喫・堪能できるもの︒最適な温度や

計算しつくされた充分な蒸しの﹁ひと時﹂を楽しめるティーサーバーマ

福寿園茶寮﹂をオープン

シンである︒初代は︑福井伊右衛門が1790年︵寛政2年︶に創業︒

京都
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1983年にはサントリーと日本茶の缶飲料を日本で初めて発売してい
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して食の情報開発にも力を注ぐ︒玉露を練り込んだ肉料理など高級フレ
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ンチを提供している︒世界一企業を目指す福井正興社長は宇治茶を柱
に日本茶一筋のぶれない﹁ブランド﹂に育て︑世界に挑戦の姿勢を見
せ続けている︒
※香りや味の優れた︑一番上等なお茶︒
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15

心のロウソクを
灯そう︒

その身を溶かして︑
人の心を明るくするために︒

16

12

人生では絶妙のタイミングで︑
大嫌いな人が
あなたに何かを
教えるために
現れてくれる

5 4 3

すべての偉業は
﹁はじめ不可能﹂
といわれたところから
始まっている︒

強がるのもいいけれど︑
弱音を吐いても
いいよ︒
大丈夫︑みんな︑あなたの味方です︒

17

13

ア
[ ンラッキーな事が続いているとき
運気を上げるのに効き目あり！﹈
幸せだなあ
2 ツイてるなあ
ラッキー
楽勝︑楽勝♪
良い事あるぞゾ

幸福は
香水のごときものである︒
人に振りかけると
自分にも必ずかかる︒

14

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

ࠞ࡞ࡌޕవ↢
ౕ⟎߈႐߇㓏Ბਅߢᄤ߇ૐߊޔ
Ფᐲ㗡ࠍ߱ߟߌߡߒ߹ߢࠆ߹ޔ
ߊ߹ߐࠎߩ᭽ߢߔ ᒻ߽ߢߔ߇


߆⦟ᣇᴺߪࠅ߹ߖࠎ߆㧩

࿁ޔౕ⟎߈႐ߩⅣႺᡷༀࠍⴕ߹ߒߚޕ
 ࡚ࠪ࠶ࡊߥߤߢᄁࠄࠇߡࠆࠢ࠶࡚ࠪࡦ᧚ࠍ↪ߒߡޔ
ࠞࡃࠍขઃ߹ߒߚޕ

ࠞࡃߩฬ೨ߪ
⓭ⴣޡ㒐ᱛࠞࡃޢ
ߣ⸒߹ߔڎ

ᄢ

ߎࠇߢ⊝᭽ࠍࠆ߇ߢ߈߹ߔޕ
ⴣ⓭㒐ᱛࠞࡃ߇ᔅⷐߥᣇߪᧄ␠߹ߢㅪ⛊ਅߐ㧋
߹ߚߦઁߩߘޔりߩ࿁ࠅߢࡅࡗ࠶ߣߒߚߎߣ߿ޔෂߥߣᗵߓࠆߎ
ߣ߇ࠅ߹ߒߚࠄޔᢎ߃ߡਅߐߦ✜৻ޕᡷༀߒߡ߈߹ߒࠂ߁ޕ

ƓˁʙǯǤǺ

⊝᭽ߪߓ߹ߒߡ㧋㧋㧋
⑳ޔේᧂ᧪ߣ↳ߒ߹ߔ㧋
࿁ߪ⊝᭽߽᥉Ბߞߡࠆ㒰ᯏߩ
ࠦ࠼ߦߟߡߩࠢࠗ࠭ߢߔۭ
  ࿁ޔว⸘ᐕ  ࿁ߩࠢࠗ࠭ߦోᱜ⸃ߒ߹ߒߚࠄ
⚛ᢜߥࡊࡦ࠻ࠍ⿅๒㧋

ۭ㗴ۭ

㔚Ḯࠦ࠼߇ᄖㇱߦߡߡࠆ㒰ᯏߢࠦޔ
࠼ߩ⽶ᜂ߇ήᏎ߈ᣇߪߤࠇߢߒࠂ߁߆㧩

A ࠡࡘ࠶ߣᧄߦᏎ߈ઃߌࠆ B ベߦߒߡᧄ߳ᒁߞ߆ߌࠆ

C ࠡ࠴ࠡ࠴ߦ᧤ߨࠆ

D ߽ߒߥ

3 月ボランティア活動報告
朝も大分暖かくなり春の香り ( 花粉？）がする
中、今月も元気よくボランティア清掃を行いま
した！先月は砂利が多かったのですが、今月は
枝が沢山落ちてました。時期的なものなので
しょうか？それとも鳥の仕業？来月はベルの前
の通りも桜が満開になります！とっても楽しみ
です♪
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上町筋

谷町筋

大阪上本町6丁目
交差点

地下鉄千日線
近鉄線

近鉄百貨店 シェラトン
上本町店

都ホテル大阪

駐輪場

上本町
YUFURA

■アクセス
・近鉄 大阪上本町駅直結（近鉄
大阪難波駅より2駅約3分）
・地下鉄「谷町線」
・
「千日前線」
谷町九丁目駅より徒歩約5分

至奈良

地下鉄谷町線

至大阪難波

大阪上本町

至天王寺

至鶴橋

谷町九丁目

至なんば

千日前通

至森ノ宮
出入口

至東梅田
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先月号のクイズの答え

࠽ࡁේᶧࠠࡖ࠶ࡊ  ᧰ B ᳓ ON ࠽ࡁේᶧ ON
㧒Ꮧ㉼⚂  㧓
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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. 新しいナノの希釈はどれで

C
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答えは、

D
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࠽ࡁේᶧ ON
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しょうか？
でしたね♪♪♪

現在使用しているナノは 500 倍希釈が原則です。薬剤にはそれぞれ一番効果を発揮する希釈倍
率が決まっています。必ずしも濃ければ良く落ちるというものではありません。
希釈倍率を守って、正しくお使いください。宜しくお願いします。

テクニカルクルー荒木さんが取材を受けました！

テクニカルクルーの
荒木さんが大阪産業
創造館様が発行して
いる『Bplatz press』
に掲載されました！
3 月号のテーマは
「こんなところに仕
事人 いろんな現場
で働く若手職人大集合」そして 1 ページ
目が荒木さん！！最高な笑顔と匠なロー
プワークの写真、かっこいいインビュー、
どれも素晴らしいです！テレビに雑誌と
アイドルの様になっていますが、今後も
沢山活躍してくれることを期待してま
す！インターネットからも雑誌を見るこ
とができます！是非みてください★

۾ୌ Ŋŕ ຐ́ਜરͬર̱̱̹͘

3 月６日、関西 IT 百選の授賞式と受
賞者の基調講演に参加してきました。
授賞式は講演前だったので、社長の
表情がちょっぴり硬ですね ( 笑 ) デジ
タルとアナログ ( 人 ) が融合されてい
る企業として評価され、優秀賞を

受賞することが出来ました！
講演内容は本誌の社長の言葉（２
〜４ページ）に簡単ではありま
すが掲載しています。また関西
IT 百選のホームページでも社長
の講演資料がアップされていま
す。

ỎఎಚἹἳὂὥݸԌἽἩἱϜቆỏݸᢃ
ࡖـϜ၌ԗᢃὤדᢃἩὐἩἱ

『日本でいちばん大切にしたい会社』大賞で審査委員会特別賞を受賞しました。
３月 21 日に法政大学にて行われた授賞式に、中明常務、武岡マネージャー、

山崎マネージャー、原田所長、神長さん、方山さんと参加しました。「愛と感動
のビルメンテナンスをキーワードにした、人を大切にした経営を実施し、難し

い業界でありながら社員のモチベーションは極めて高く、業績も安定している」
事が評価されました。ベルファミリーの努力が評価され非常にうれしかったで

す。その他の受賞企業には実質定年がない企業（過去の最高齢は 90 歳 )、障害
児を優先的に入園させている保育園などなど、素晴らしい企業ばかりでした！
受賞企業の代表スピーチも行われ、企業は何を考え、どういう経営をしている
のか？人を大切にした経営とは何か？

など受賞企業の取り組みを聞くことがで
き、非常に勉強になりました。他の企業
から学んだ事を積極的に取り入れ、今後
より一層、人を大切にした経営に力を入
れて行きたいと思います。

授賞式での社長は終始、緊張のあまり
強面でしたが、懇親会で素敵な笑顔を
見ることが出来ました！ ( 左写真 )
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お陰様でありがとうが100号
ƋǓƕƱƏƷഭӪ
を迎えることが出来ました！
今月の表紙に1〜99号まで勢ぞろい！2007年の9月に1号を
発行してから9年6カ月の年月が経過しました。ありがとうに
ベルの歴史あり。ここまで発行できたのも皆様のおかげです
。有難うございます。皆様に楽しんでもらえる様、表紙を変
えたり、内容を変えたりと毎月クリーンキーパーサポートの
メンバーが試行錯誤しています！是非これからもご愛読頂き
ますようお願いします。
ちなみに、ありがとう50号の表紙は武岡マネージャーのご結
婚と新人研修でした♪

支援活動

PrayForJapan
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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

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

ĄĄ˟ᅈǁŴᅈᧈǁƷƝॖᙸƝᙲஓƸƜƪǒƔǒĄĄ
ȀǤȬǯȈȡȸȫ
ǛᡛǖƏᲛᲛᲛ

ኺփྸࣞ

᳁ᳩ᳦᳞ųᳮ᳨᳞᳛᳛ᳬ᳞
We are Basic ver.1.2017ࠉ

˴ƷƨǊƴ˟ᅈƕנ܍ƠŴƲƏƍƏႸႎưኺփƢǔƷƔŴμƯƷ˖ಅѣƷఌஜҾЩưƢŵ
「絶対」
「不変」
「万能」の3つの原則があります。
「絶対」とは、利益よりも優先することであり、たとえ社長、役員会であったとしても経営理念に反す
る決定はできません。
「不変」とは、どんな時でも変わらないことであり、企業を取り巻く環境がどれほど変化しようが経
営理念は変わらない。環境の変化に対しては経営理念に基づ いて企業活動の手段を変えればよい
のです。
「万能」とは、どいな些細な業務にでも活かされていなければならないということ。お客様との一回
の電話対応、一枚の報告書にも経営理念が活かされていることが必要です。

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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提出物同封のお願い

2017年度の緊急連絡先記入用紙と健康診断問診票を同封します。
直近で入社した方を除き全員提出をお願い致します。
最新の内容を記入頂き、次回請求書に同封して下さい。
返信用封筒について

期限が切れている封筒を使用していませんか？お家に残っていませんか？
期限が切れている封筒は使用出来ません。現在間違って使用している方がわずかに
いらっしゃいます。手元に古い封筒が残っている場合は破棄をお願いします。
紹介制度の活用とお願い

紹介カードを同封しています。裏面に現在の募集状況が載っていますのでご確認
頂き、是非ご紹介をお願いします。
編集者後記
ų
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