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やるぞ！ダントツ 3S 活動

永年勤 15 年・10 年のキーパーさんと一緒に
社長と飲み会賞へ行ってきました。
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◇◇◇藤川 明子さん◇◇◇
●社長より：藤川さん、ありがとうございます。
日本一を目指し
ご支援のほどよろしくおねがいします。
社長様、ベルの皆様いつもお世話になって ていきますので、
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：藤川さんいつもありがとうございます。
おります。
第26期経営方針発表会全社員大会に参加さ 全社員大会でお会い出来て嬉しかったです。いつまでも元気
でベルを支えて下さい。今後も宜しくお願い致します。
せて頂き良かったと思いました。
社長様のお父様お母様の元気な姿を見れて ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：藤川さん、先日はありがとうございました。
皆さんの支えがあって、あの素晴らしい会が達成できたこと
嬉しく思いました。
社長様の色々な話を頂き、涙が出ました。
これ を嬉しく感じております。今後と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。GWに伴う作業日
からも気を付けて下さいね。
どうかよろしくお
八尾様のシミヅ産業様の分 振替えになって の振替対応変動が多いかとは思いますが、
おります。宜しくお願い致します。
願い致します。
●西岡より：いつもありがとうございます。私も社長の御両親
への手紙にとても感動しました。危うく司会台で号泣してしま
うところでした(;´･ω･)
●金田より：藤川さん、お便りありがとうございます。全社員
大会は感動しました。今後ともよろしく願いします。

◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
社長様 スタッフの皆様お世話になっており ●社長より：中田さん、いつもありがとうございます。次年度
よろしくお願いいたします。
ます。26期社員大会お疲れさまでした。
「多く も受賞していただきたいですね。
よろしくお願いいたします。
の人を救ったで賞」
を頂けるとは思っていま
せんでしたのでびっくりしました。私にとって ●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。
価値ある財産として大事に胸に納めて今後の 中田さんに相応しい賞だと思います。本当にいつも感謝で
これからも体に気をつけて宜しくお願い致します。
業務進行において努力していきたいと思いま す。
す。感動に関しては、
月日がたった地点で大い ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はご参加頂き、ありがとうございまし
また暑い季節がやってき
に味わせて頂きたいと思います。誠に有難う た。改めておめでとうございます。
ます。お体に気をつけてよろしくお願いします。
ございました。
八尾様 N住宅3棟 トイレクリーナー資材 ●八尾より：お心遣いありがとうございます。今期の目標「ダ
の件、新会長様M様に資材発注して頂きお手 ントツ3S」一番に率先して実施頂き感謝しております。今年も
数おかけしました。ありがとうございます。N住 引き続きご活躍下さい。
宅3棟 資材注文モップ替（青色）宜しくお願 ●西岡より：中田さん、改めて受賞おめでとうございます！前
期はたくさんの方に手を差し伸べてくださり本当に感謝して
い致します。道具収納庫のカギ忘れないよ
おります。今期は最優秀賞を目指して頑張って下さい！
うにお願い致します。
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。受賞も
おめでとうございます。今後ともよろしうお願いいたします。
《現場での変化や気付いた事》
今月も落葉が非常に多い現状です。
◇◇◇岩本 秀子さん◇◇◇
●社長より：岩本さん、創意工夫ありがとうございます。
1テーブルにソース、醤油各15個置いていま ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：岩本さんいつもありがとうございます。
したが使っていないことが多く容器の汚れ、 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：臨機応変に対応頂き、ありがとうございま
液だれ、中身のチェック
（ドロドロ等）結構時 す。小さな積み重ねが大きな改善につながっていきます。
こ
間がかかるのでひとつにしました。中園さん れからもよろしくお願いします。
にはなしてOK頂きました。
●八尾より：その後、問題もなく実施できているようで何より
です。今回の改善も岩本さんとの信頼関係が築けているから
こそかと感じております。
これからも益々深耕深めてって下さ
い。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！使われていないの
をずっと放っておくのはもったいないですね(;´･ω･)いろい
ろ考えてくださりありがとうございます。
またお悩み事はいつ
でもご相談ください！
●金田より：岩本さん、お便りありがとうございます。現場で
常にお客様の事を考えてくださりありがとうございます。
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◇◇◇武田 佳子さん◇◇◇
奥社長様 いつもありがとうございます。今
年も4月１５日㈱ベル全社員大会に皆様とと
てもたのしく過ごすことができました。お土産
も貰って申し訳ありません。
とても綺麗な箱タ
オルが入っていました。
その箱は、私の大事
な物を入れます。大事に使わせて頂きありが
とうございます。
それとちちんぷいぷいが来てましたので、子
供に言いましたらお母さんがどんな会社に行
き清掃をしているか、社長さんテレビで見た
かったのにと言っていました。
もし会社でビデ
オを撮っていたら貸してもらえないかと娘が
言います。
もしあれば、お願いします。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：武田さん、承知しました。DVDになりますが、送っ
てもらいますね。いつもありがとうございます。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：武田さんいつもありがとうございます。
ＤＶＤ準備しますが少しお待ち下さい。全社員大会のお土
産や副賞喜んで頂けて良かったです。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はご参加頂き、ありがとうございまし
た。テレビ放映の影響は大きくて、私達も益々励みになりまし
た。武田さん、
これからも力をお貸し下さい。
●八尾より：いつもコメントありがとうございます。皆勤賞＆
永年勤続賞、改めておめでとうございます。
これからも継続
頂きますよう健康に気を付けてご対応の程、
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！改めて皆勤賞及び
永年勤続賞おめでとうございます！今期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。皆勤賞
と永年勤続賞の受賞、おめでとうございます。今後ともよろし
くお願いいたします。

◇◇◇大宅 伸彦さん◇◇◇
●社長より：大宅さん、
こちらも気持ちよくなるお便りありが
私は、マンションの現場を担当していますが、 とうございました。感謝です。
最近季節の変わり目もあり落ち葉が多くなり ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：大宅さんいつもありがとうございます。
ました。気候の変化には、
うまく対応するしか 全社員大会でお会い出来て嬉しかったです。色々とご苦労
ありませんが綺麗に掃除した後は気持ちも爽 があると思いますが人は汚れているところは汚してしまい、
しくなります。出勤する住民の方には、
「おはよ 綺麗なところは汚せない心理がありますので、負けずに頑
うございます」
「いってらっしゃい」
と挨拶する 張って下さい。住民さんへの挨拶もありがとうございます。
ようにしています。
大宅さんの素敵な笑顔なら言われた方も嬉しいでしょうね。
今後も宜しくお願い致します。
《現場での変化や気付いた事》
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも細かいご連絡を頂き有難うござい
社長の言われた事、玄関を綺麗にすることは ます。
また心温まるお話有難うございます。
これから徐々に
特に気を付けていますが以前にも比べて汚れ 暑くなってきますがお体に気をつけて頑張ってください。
が少なくなってきている気がします。
●八尾より：落葉には悩まされることが多いかとは思います
が、
日頃の努力が住民さんの信頼にも繋がっているのでしょ
《現場であった嬉しい事》
うね。
これからもどうかよろしくお願い致します。ありがとうご
マンション前の側構とますを綺麗に掃除して ざいます。
いた時にすぐ隣に住む見知らぬ方から
「助か ●西岡より：住人の皆様からお声を掛けてもらえるのはとて
ります。ありがとう」
とお礼の言葉と頭を下げら も嬉しいですね！(*'▽')春と秋は落葉に悩ませられますが根
れて良かったなあと感じました。マンションの 気強くよろしくお願いします。
住民の皆様から
「おはようございます」
と声を ●金田より：大宅さん、お便りありがとうございます。住人様
かけられます。
への積極的なお声がけをして頂きありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
●社長より：小泉さん、永年勤続者が増えるのは、ありがた
資材届けて頂きありがとうございます。S社様 いです。おっしゃる通り
今年は新入社員8名今年中に名前を覚えるこ 健康が一番、
自分だけではないのです。社長と飲み会賞で
とができるかしら？私も４月から時間変更に お会いしましょう。
なり、朝マンションから出て会う方から自転車 ●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。
通勤で合う方々や会社に着いてすぐに出会う 長年支えてきてくれた人がたくさん増えていることが嬉しい
皆様が全部変わりました。
限りですね。小泉さんは№1ですよ！
！飲み会賞私も参加しま
４月はゴミを６F階段の踊り場に置いたまま すので楽しみにしております(^^)/
忘れて帰ってしまいました。気が付いたのは ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます！小泉さんも
次の日の朝 事務所に挨拶に行くときに見て お元気でなによりです。今期も健康第一でよろしくお願いし
！
！
！慌てて1階ゴミ置き場に運んでから、事務 ます(^̲^)
所に挨拶に行きました。
これからこんなことが ●八尾より：いつもありがとうございます。エレベーター用
増えるのかしら？毎日作業日報を見ながら
道具、遅くなったようで申し訳ありません。小泉さんはﾍﾞﾙ初
自分の仕事をチェックしています。5月は忘れ の永年勤続15年、新たなる記録に挑戦してってくださいま
物無にしたいです。
せ。
6月2日は孫の発表会 8日にはマンションの ●西岡より：永年勤続15年おめでとうございます！20年目指
旅行があります。参加の予定にしています。
よ してこれからもよろしくお願いします。
ろしくお願い致します。社長と飲み会賞楽しみ ●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。永年勤
にしています。去年より今年は永年勤続10年 続15年の受賞おめでとうございます。健康第一でこれから
の方が多かったですね。嬉しかったです。第一 もよろしくお願いいたします。
本人が元気で 第二 家族も元気でいなけ
れば出来ません。
八尾さん ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの隙間を掃除する道具を
お願いしましたね。
まだ届いていません。
次の時お願いします。
●社長より：本田さん、会社にも訪ねてきてくれて、ありがと
◇◇◇本田 初枝さん◇◇◇
うございました。少しでも、良くなるように考えてますので、満
奥社長、
スタッフの皆様
全社員大会ご苦労様でした。お仕事お忙しい 足評価はうれしいですね。
中、楽団の練習があって大変だったでしょう ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：本田さんいつもありがとうございます。
ね。毎年催しが違って大変ですね。私も今期、 本田さんがもらうべき賞です。賞をお渡し出来るくらい頑張
元気で参加させて頂き、その上思いがけない って頂き本当にありがとうとうございます。パワー全開で今
賞を頂きびっくりしています。特別なことはし 後も若手を育てて下さい。全社員大会の食事喜んで頂き嬉
ていないのにな・・・又、テレビ等に写るとは しいです。そんな言葉が私たちのパワーになります。今後も
思っていなかったのでびっくりしました。ほん 宜しくお願い致します。
とうにありがとうございます。
これからも元気 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はわざわざお越しいただき有難うご
で明るく笑顔で、老人パワー全開で頑張りた ざいました。今期も本田さんパワーでよろしくお願いします。
いと思います。
どうぞ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。ベルの母(*^^)vこ
。※食事、昨年までとは違った形でほんとに満 れからもどうか手のかかる子供たちですが、末永く！お付き
合い下さいませ。
足しました。
ご馳走様でした。
●西岡より：本田さん、改めて受賞おめでとうございます！そ
してお礼の品を持って事務所までお越しくださりありがとう
ございます！美味しく頂戴しました！今期も本田さんの元気と
明るさでバリバリよろしくお願い致します。
●金田より：本田さん、お便りありがとうございます。
「現場の
母で賞」の受賞おめでとうございます。今後ともよろしくお願
いいたします。
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◇◇◇北川 幸子さん◇◇◇
●社長より：北川さん、
うれしいお便りです。気を引き締め、
全社員大会も無事に終りましたね。皆様お疲 顔晴っていきましょう。感謝です。
れさまでした。一年一年立派な大人になってく ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：北川さんいつもありがとうございます！
！
る様に思われ、今年はテレビ局も来られ社長 ちちんぷいぷい必要なら言って下さいね。人の入れ替わりで
の御両親も出席され、特別な記念大会になっ ご苦労をお掛けしますが採用活動も頑張っておりますので
た気がします。素敵な感動をいっぱい有難うご ご協力宜しくお願い致します。
ざいました。その後、理事長の奥様とお会いし ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます！私たちも試
より良くしていけるよう取り組んでいきます。
よろ
た時に「ちちんぷいぷい」のテレビを見ておら 行錯誤して、
れたそうで社長のお話を聞かれて̀̀ベルの会 しくお願いいたします！
社のすばらしさ、社長さんの考え方のすばらし ●八尾より：いつもありがとうございます。本社スタッフもま
さʻʻにとても感銘されておりました。
よろしくお だまだ未熟です。いろいろお気付きもあるかと思いますので
伝えください、一度お会いしたいですとのお言 、今後もどうかご指導・ご支援などご協力お願い致します。
葉も頂きました。
とても嬉しく思います。
このお ●西岡より：いつもお世話になっております。
このお話を聴い
これからもお客様に喜んでい
気持ちを汚さないようにより一層みんなで頑 たとき私も嬉しく思いました。
ただけるように私も頑張ります！
張っていきたいと思います。本当にお疲
●金田より：北川さん、お便りありがとうございます。今年の
れさまでした。
ありがとうございました。
全社員大会も盛大で特別な記念大会になり感動しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
◇◇◇藤本 美栄子さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様いつもお世話になってお
ります。第26期経営方針発表会お疲れ様でし
た。今年も参加させて頂ける事に心から感謝
申し上げます。
お客様から今年のカレンダー頂きました。

●社長より：藤本さん、
うれしいお言葉ありがとうございます。
感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：藤本さんいつもありがとうございます。
毎年参加頂きありがとうがとうございます。お会い出来て嬉し
いです。今後とも宜しくお願い致します。
●加藤ﾘﾀﾞｰより：いつもご参加頂きありがとうございます！藤
本さんのお元気なお顔が見れて嬉しかったです。今期もどう
ぞ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。経営発表会ではな
かなかお話できず残念でしたがお元気そうで何よりでした。
これかｒもどうかご尽力お願い致します。
●西岡より：藤本さん、全社員大会少しお話が出来とても嬉し
かったです！来年度もご参加下さい！
●金田より：藤本さん、お便りありがとうございます。全社員
大会にご参加頂きありがとうございました。

●社長より：岩永さん、ありがたいです。引き続きよろしくお
◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
全社員大会出席させて頂きありがとうござい 願いいたします。感謝です。
ました。毎年、楽しく過ごすことが出来て嬉しく ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：岩永さんいつもありがとうございます。
思っています。
また、5年勤続賞を頂き本当に 全社員大会でお顔を見れて嬉しいです。永年勤続ありがとう
これからも宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
これからも今以上に頑 ございます。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：永年勤続おめでとうございます！岩永さん
張っていきたいと思います。
を始め、皆様のお陰で今日があります。
これから、10年15年と
よろしくお願いします(^̲^)
●八尾より：早い物ですよね〜♪もう5年ですか？公私ともに
お忙しいとは思います。
どうかご自愛忘れずにこれからもご
活躍下さい。ありがとうございます。
●西岡より：岩永さん、お久しぶりにお会いできとても嬉しか
ったです！(*'▽')次は10年目指して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。5年勤
続賞おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。
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◇◇◇森本 百合子さん◇◇◇
●社長より：森本さん、ありがとうございます。社内報「ありが
斎藤智子様 最優秀クリーンキーパー賞受賞 とう」
も、手作りで、手間暇かけて制作しているので、
うれしい
おめでとうございます。
です。担当のやりがいになります。感謝です。
「ありがとう」の表紙写真がとても素晴らしくて ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：森本さんいつもありがとうざいます。大
感動しました。
きなベル村のイラスト本社に飾ってありますので見に来て下
八尾孝美様
さい。
いつも気にかけて頂いているお手紙ありがと ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：嬉しいコメントをありがとうございます！キ
うございます。手術も無事に終り、足が良くな ーパーさん皆さんの輝くパワーで、輝く未来を作っていきま
るのを待つばかりです。
しょう♫
●八尾より：いつもありがとうございます。手術うまくいって
最終ページのベル村のイラストは夢があって 何よりでした。
これからも無理をお願いするかと思いますが、
素敵です。中心にベルホームから近いベルカ どうかお力添えお願い致します。
フェには毎日行くかもですね。大きな夢をあり ●西岡より：森本さん、いつもご尽力頂きありがとうござい
ます！ベル村が実現できるように社員一同これからも頑張り
がとうございます。
ます！
●金田より：森本さん、お便りありがとうございます。感動が
伝わる印象的な表紙でしたね。いつもありがとうございます。

●社長より：山田さん、ありがとうございました。お互い通じ
◇◇◇山田 敏子さん◇◇◇
全社員大会に出席させて頂きありがとうござ 合える喜びを感じます。引き続きよろしくお願いします。
いました。キーパーさんの頑張りには尊敬しま 感謝です。
した。奥社長の御両親にお目にかかりお母様 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：山田さんいつもありがとうございます。
の息子の力になれるのならとのお言葉は私も 本当に素晴らしいキーパーさんばかりで感謝しています。
息子を持つ身ですので感動の連続でした。 全社員大会喜んで頂きありがとうございます。皆さんの言葉
懇親会では美味しい食事をご馳走になりお土 が私たちの支えになります。夢の実現の為お力添えを今後も
産まで有難うございました。社員の皆様お疲 宜しくお願い致します。
れさまでした。
ちちんぷいぷいは、毎日主人と ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は助けて頂き、ありがとうございまし
見ている番組です。広くて美しい本社でした。 た。全社員大会のあの時間を共に共有できたことは、本当に
これからも健康で末永くよろしくお願いしま
嬉しく思いました。夢を共有する冊子を発行し 嬉しく思います。
て下さり奥社長から力強いお手紙を頂き有難 す(^̲^)
うございました。夢に向かって健康に留意し頑 ●八尾より：そんなに・・・(/ω＼)パンチ効かせてますか？
<m(̲̲)m>
張りたいと思います。
どうかご
八尾様 昇格おめでとうございます。いつもは まだまだ未熟者です。精進し努めてまいりますので、
協力よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
つらつとパンチの効いた言葉は素敵です。
●西岡より：いつもありがとうございます！ちちんぷいぷいは
これからもよろしく御指導お願いします。
事務所にいる社員みんなで見ました！もしよろしければ事務
所へお顔出ししてください！いつでもお待ちしております！
《現場であった嬉しい事》
職員さん 優しくして下さり気持ち良くお仕事 ●金田より：山田さん、お便りありがとうございます。健康第
一で今後ともよろしくお願いいたします。
させて頂いています。
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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
എࠗƞǕƨ૾ƷƓӸЭǍ࠰ƴƨƳƍʴƸʻɶŴਫ਼᠍ƞǕǇƤǜŵ
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ᅈᧈចƱƸȷȷȷƓܲಮƔǒႺƓᛎǊƷᚕᓶǛ᪬ƍƨʴǍŴଐ᪭ƷɶƔǒᅈᧈƕᅈᧈចƱ
ЙૺƠƨʴƴពǒǕǔƱƬƯǋƱƬƯǋӸᛎƳចưƢŵ
内容：いつもトイレや喫煙所に可愛い花を置いてくれてお礼を言っ
ておいてください。いつも一輪小さい花を飾ってくれています。少し
の間会議室が朝から使用されており清掃が出来ないのでといつも
より早く来て使用する前に完了していてすごく頑張ってくれています
鈴木さんからのコメント
とても嬉しい賞を頂き感謝しています。職場の方に認めて頂く事、嬉しく思います。
これからも頑張ります。
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インドネシアが高速鉄道建設で日本の提案を退け︑中国の提
案を選んだ2ヶ月後の︑2015年12月︑インドは日本の新
幹線技術と資金を使って初の高速鉄道網を敷くと発表した︒
2023年に開通予定の︑インド西部ムンバイとアーメダバー
ド間の約500KMの鉄道網で結ぶ計画︒インドは2015年
の1人当たり所得が1600ドルに満たない︒高速鉄道網を持
つ他国よりダントツに貧しい国である︒もっと切迫した架台︵医
療や教育︶に︑お金を使うべきだとの批判も多い︒まず鉄道・
道路舗装︑電力供給の安定化といった壮大なインフラ志向を掲
げる︒モディ首相にとって︑ムンバイからアーメダバード間の
路線以外で日本との複数路線でプロジェクトを組んで︑他の競
合国から勝ち取れるかどうか︑担うことができれば採算の見通
しがたてやすくなるのであるが︒

今月のトルネード賞 ह྾ ຯͿʴ̴̴̴
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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. 希釈したナノ水の
消費期限は？
でしたね♪

ナノソイの消費期限は約１週間です。何故かというとナノソイ自体は腐りませんが、水で希釈
した場合、水が腐ってくるからです。温度や湿度にも影響されるので、きっかり 1 週間ではあ
りませんが、目安として考えて下さい。只、1 週間しなくても臭いが気に成ったらすぐに交換
してくださいね！

6723آ
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2017年全国加盟店フォーラムを開催しました
4月7日・8日に2017年日本鳩対策センター
全国加盟店フォーラムを開催しました。

1日目は2016年の表彰とディスカッション、
2日目は技術勉強会を行いました。

今年、司会を務めたのは東京営業所の神
長リーダーと方山さん。田口リーダーが奏
でるジャンベの音と共に入場！始まりから
会場は大盛り上がり？でした！

2016年のMVPはプロスタイル株式会社様

あれ？右の写真の方見たことある！と思った人！

そうです。全社員大会の懇親会で乾杯の挨拶をしていただい
た、
プロスタイル株式会社代表取締役 飯田栄様です！

プロスタイル様は千葉と茨城の加盟店で、2016年度ナンバ
ーワンの実績を残し、MVPを獲得されました。飯田社長も自
らヘルメットをかぶって、施工をしています！

2日目は田口リーダーと荒木さん
による技術勉強会を行いました。
今回はベランダ施工についてで
す。
ラッキーコールの事例をもと
に、複雑なベランダの施工方法や
ポイントを勉強しました。仮説ベ
ランダは田口リーダーと荒木さん
のお手製です！加盟店の皆様2日
間ありがとうございます！

2016年MVP

表彰式の後は全員でディスカッションを行い
ました。成功事例と失敗事例をもとに、
日頃皆
様がどの様な営業活動を行っているのか、
ど
のようなツールを使っているのかなど情報交
換をすることが出来ました。
自作ツールで営
業している加盟店さんもおり、非常に勉強に
なりました。
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皆様。お元気様です！
先日はお忙しい中、全社員大会にご参加いただ
き有難う御座いました。
あいにく諸事情でご参加いただけなかった方々
もいらっしゃいましたので、改めて 26 期活動
方針をお伝えしたいと思います。
25 期のスローガンとし

 ᆀϒІЕυЌ

έᨇ̹ͪ6 ᒭ߅ϡЃϰЄλϜϰ
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ΟΦ⫱ϙЌϡϝ 6 ᒭ߅

て『心を磨く 3S 活動と
トリプルアップ』でした。
たくさんのご協力ありが
とうございます。

26 期のスローガンは『やるぞ！ダントツ 3S 活動』です。ダントツ 3S は
“整理・清掃・整頓” だけでななく、

ʹ;ͨΥ×ᛤΟͦ×ᰢᄦΤͲ͟
を合言葉に取りん組んで行きます。

ʹ;ͨΥͰͶΦ

ͥஶጅΉᶘέ

͟ͿΝ֮ΆέΜᱼ⨛ΆʹΦ̺ͮͥஶጅΆधή
͟ͺͻͨΙͲ͡
まずは皆さんと一緒にお客様の職場を “すっきり” させることを目指して
取り組んでいきます。今後社内報にて “すっきり” をテーマに取り組み内
容を掲載していきます。併せて巡回点検時やトリプルアップ、アンケート
等で確認をしていきます。ダントツ 3S を通して『ベルさんはいつも爽やか
で素晴らしい！』とお客様に言っていただける姿を目指して行きましょう！
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趣味
ハイキング
球技全般
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趣味
ドライブ・愛犬&愛猫と
家でごろごろ
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趣味
最近カメラを買ったの
で少しずつ勉強して
います。
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ᢒᕲᾔ
趣味
楽器を演奏すること

趣味
ギターを弾くこと
旅行にいくこと
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ؾǛᎋƑᘍѣƠǇƠǐƏᲛ ★植物の水やりは雨水を利用
5月に入り、風が心地よく過ごしやす
い気候になりましたね!
天気も良く、外に出たくなるこの季
節はエコ活動にぴったり♪
お部屋の窓を開けすっきりお掃除し
て、キレイに保つ習慣をつけましょ
う。
また、整理整頓で物の管理をす
ることで、不要な買い物を減らし環
境にもお財布にも優しいエコ活動
をしましょう★

川が海に流れ込み、蒸発して雨となって陸に降ると、
雨水は大地のミネラルや有機物を含み、低地へと流
れていきます。その水を畑に使えば、植物は元気に育
ちやすくなります。水道水を削減し、環境に優しいで
すね。

★ゴミの量を減らす工夫

空き缶、ペットボトルは溜まってしまうとゴミの量
がどうしても多くなってしまいますよね。
しかし、
潰すことでゴミの量を大幅に減らすことができま
す。最近では、女性でも力を入れず簡単に潰すこ
とができる
「空き缶潰し器」が販売されています。
是非、
ご家庭でもお試し下さいね！
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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
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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
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私たちは和を大切にし、人と建物も明るく元気にします

ᅶƨƪƷಅѦƷ̅ԡज़ǛƋǒǘƢǋƷưƢŵؾોծಅƷᅶƨƪƸ
ग़Ʊज़ѣƷǵȸȓǹǛ੩̓ƢǔƜƱưŴʴǋཋǋଢǔƘΨൢƴƳ
ǓŴƓܲಮƔǒշƹǕщƋǔᎰئؾǍဃؾƷૢͳƱཋƷ
င̖͌ƷዜਤӼɥǛܱྵƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜǕƕŴᅶƨƪƷ
̅ԡưƢŵž̅ԡſƱƸŴɨƑǒǕƨٻƳѦǊŵᝧ˓ǛǋƬƯௐ
ƨƞƳƚǕƹƳǒƳƍŵ

ƓૠưƢƕᵧҞЎƴ৵ǓƷǓưƓᝳǓɦƞƍᵨ
ƷǓƠǖ

ښᅈᧈǁƷɟᚕ

ƜƷȡȃǻȸǸƸᅈᧈǁƷȀǤȬǯȈȡȃǻȸǸƱƳƬƯƓǓǇƢŵ
žƋǓƕƱƏſǁਫ਼᠍ƠƨǓŴᅈٳǁǕǔʙƸƋǓǇƤǜŵ
ƓನƍƳƚǕƹŴƝᡲዂέǛƝᚡλɦƞƍŵᚡӸưƷƝᚡλǋടᡇưƢᲛ
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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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ኰʼСࡇƷƓᫍƍ
素敵な仲間のご紹介頂をお願いします。
【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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５月に入り、春らしい涼しい風と温かい日差しが混じって良い季節がやってきたなと感じます。日中Ƹ
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関わる全ての人が幸せに暮らせる「ベル村」を共に創りあげましょう！
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