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最優秀クリーンキーパー賞 斎藤智子さん
受賞おめでとうございます。
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◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様お世話になります。
先日は私の不注意でご迷惑をおかけしてす
みませんでした。
金田さんには即対応して頂き助かりました。
八尾さんから電話もしてもらい嬉しかったで
す。研修期間も終わり、
また新たな気持ちで
頑張らせて頂きます。
4月からは失敗しないように注意します。
これからも宜しくお願いします。

●社長より：いえ、気にしないで気持ちをリセットして取り
組んでください。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。失敗は成功
のもと！今後に活かして下さい。こちらこそこれからも宜しく
お願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：思いがけないことは起こります。冷静に
落ち着いて連絡・相談して頂ければ大丈夫ですよ。これか
らもよろしくお願いします。
●八尾より：一つ一つが成長の証です。失敗が成功につな
がりますので！これから益々ご活躍下さい。ありがとうござ
います。
●西岡より：失敗は成功の基です！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。先日は早急に連
絡をして頂きありがとうございました。これからもよろしく
お願い致します。

◇◇◇大西 陽子さん◇◇◇
誕生日プレゼントありがとう御座いました。
心のこもったメッセージも嬉しく拝見させて
頂きました。
西岡さん、社内報で何度か返信して頂いてい
ますが、お目にかかったことがないので、表
紙の写真を見ながらどの方かなあって思っ
ていたのです。
福禄寿様の西岡さん、ホッペがはじけそうで
可愛いですね。
これからもよろしくお願い致します。

●社長より：大西さん、引き続き宜しくお願いします。感謝で
す。
●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。お誕
生日おめでとうございます。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。
また西岡が
研修でお伺いした際には、
よろしくお願いします。
●八尾より：お便り！有難うございます。大西さんは弁天様？い
つまでもお美しく！これからもどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：大西さん！褒めてくださりありがとうございます〜
(*´▽｀*)私自身も大西さんとご縁が繋がてから一度もあっ
たことがなく早くお会いしたいと思っていたので全社員大会
でお会いできた時は感激でした☆なにか困ったことがあれ
ばいつでもお声がけくださいね！
●金田より：大西さん、お便り有難うございます。改めまして、
お誕生日おめでとうございます。
これからもよろしくお願いし
ます。

●社長より：柴尾さん、創意工夫をしていただきありがとうご
◇◇◇柴尾 久夫さん◇◇◇
ざいます。
感謝です。
◎ゴミ袋(45ℓ)減量活動
自分なりに考えた結果として、お客様が出さ ●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。工夫
れたゴミ袋で未だ詰める事が出来る分には、して頂き感謝申し上げます。他に対策が無いか現状把握して
他の小さいゴミを入れて(目一杯)出す様にし いるものからまたご連絡させて頂きますね。
ています。
こうする事でお預りしている袋の減 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：会社のこと、環境のこと、色々と考えて頂き、
りを少なくしていますが、他に対策が有れば ありがとうございます！
●八尾より：いつもいろいろお考え頂き！それを行動できるの
方法)教えてほしいです。
は柴尾さんの強さですね〜♪ご尽力感謝です。手間暇を惜し
まず行動下さる事、感謝です。
これからもご尽力の程、
よろし
くお願い致します。
●西岡より：いつも工夫をしてゴミ対応をしてくださりありが
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：柴尾さん、お便りありがとうございます。
ゴミ袋の
削減に努めて頂きありがとうございます。
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◇◇◇武田 佳子さん◇◇◇
いつもありがとうございます。仕事でおそく
なりますので申し訳ありません。
全社員大会は今年楽しみに思っています。
本当に早いですね、
あっというまに1年が過
ぎて、又楽しく歌も聞いたり奥社長様には感
謝しています。
ありがとうございます。
◎八尾さん、TELありがとう。たまにいたずら
TELきまして初めに八尾さんがびっくりした
と思います、すみませんでした。遅くまでご
苦労様です。
（植木はマンションの工事が終りしだい早く
のけますので心配をしないでくださいね。
ほんとうありがたいです。近くでしたから良
かったです。
）
◎誕生日プレゼントありがとうございました
。奥社長と社員様のすてきなメッセージを
いつもいただき感謝しています。いつも大
事に、おいています。私の宝です。
これから
も一生懸命がんばります。
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●社長より：武田さん、ほっこりするお便りありかとうござい
ます。全社員大会でお会いしましょう。感謝です。
●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。
誕生日も喜んで頂いて嬉しい限りです。全社員大会楽しみで
すね。お待ちしてます！
！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも細かな連絡・報告ありがとうござい
ます。全社員大会でお会いできるのを楽しみにしております。

●八尾より：先日は全社員大会ご参加頂き、ありがとうござ
いました。
これからも益々ご活躍下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます！全社員大会楽しん
でくださりましたか？来年もお持ちしております！
●金田より：武田さん、お便りありがとうごいます。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し
ます。

《現場であった嬉しい事》
私のすんでいるマンションが大改造になり、
大きな植木をU社の社長様とKさんに言って
置かさせてもらいました。3月19日に会社の
外トイレの横に置かさせて頂いています。
本当にありがたいです。
◇◇◇本田 初枝さん◇◇◇
桜の花も早く暖かくなるのを待っています。
私も待っています。
暗くて寒い道を通勤していますが、やっと一
日一日夜明けも早くなりトンネルから抜け
出せそうで気持がワクワクしています。…
が、その後は私の大敵、汗との戦いです。…
が頑張らなくては…。
今仕事を終え、今期最後の日報を記入させ
て頂きました。体調管理をしてお客様がパ
ワーを頂きスタッフの皆様に助けて頂き一
年休む事なく勤めさせて頂き、責任を果た
し今ホッと一息ついています。…が明朝か
らは又スイッチを入れ替え、緊張し、気合を
もって(もう年ですので何が起こるか分かり
ませんが)、又来期に向って頑張っていきた
いと思いますのでよろしくお願いします。

●社長より：本田さん、
ホントですね、
会社の前では桜がきれ
いに咲き誇っています。
春の息吹を感じ、
心充実させながら
未来に向けて日々全力で取り組んでいます。
感謝ですね。
よろしくお願いします。
●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。
春らしくなってきましたね！
！ほんとに嬉しい限りです。
皆勤も
ありがとうございます。
私の面倒も見て下さい(笑)
これからも末永くお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は全社員大会にご参加頂き、
ありがと
うございます！
私も気を引き締めて活動していきます！今期もよろしくお願い
します。
●八尾より：ベルの母です(^^)/なかなか手の焼く子供がた
くさんたくさんいてますので！これからもどうか面倒見て下さ
いますようお願い致します。
ありがとうございます。
●西岡より：本田さん、
このありがとうが本田さんのお手元に
届くころには青々とした葉があちらこちらで生い茂っている
んでしょうね。
そうなると汗をかく季節ですね！お互いに体調
を崩さない様にしましょう！
●金田より：本田さん、
お便りありがとうございます。
春らしく
ポカポカ陽気になってきましたね。
私も気持ちを新たに頑張
って参ります。
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◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
社長様、スタッフの皆様日々のお仕事お疲れ様
です。感謝しています。
4月の社員大会に於いてお世話になります、宜し
くお願い致します。
八尾様、資材注文、ゴム手袋を3棟の現場に届け
て頂き有り難う御座いました。
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●社長より：中田さん、ありがとうございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：中田さんいつも本当にありがとうございま
す。全社員大会でお会いするのが楽しみです。
これからも宜
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！お元気な
顔が見れて嬉しかったです。今期も身体に気を付けてよろし
くお願いします。
●八尾より：いつもありがとうございます。春は春で落ち葉
が大変ですよね。
その中でメゲずに取り組まれている中田
さんを見習いますので〜♪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。

●社長より：金好さん、春ですね。いつもありがとうございま
◇◇◇金好 節子さん◇◇◇
す。
やっと春になりましたね。
メッ
先日は誕生日のプレゼントとメッセージカ ●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。
セージ喜んで頂いて嬉しいです。
毎年楽しんでもらえるよう
ード頂きありがとうございました。
これからも
これで2冊になりました。1冊でも多く頂ける に頑張ります。少しずつ温かくなってきましたね。
宜しくお願い致します。
よう、頑張りますので宜しくお願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：メッセージカードを励みにして下さり、あ
4月松原工場予定は10日と24日です。
りがとうございます！5冊、10冊となるように頑張って下さい
2月号お仕事クイズの答えはDです。
☆
●八尾より：改めて！おめでとうございます。
もう2冊目なの
《現場での変化や気付いた事》
ですね。
これからもっともっと増やしてって下さい。
いつもご
この頃、3F総務室、社長室、女子更衣室を掃
除機を掛けている時、
よくヒューズがとび谷 尽力ありがとうございます。
さんが下まで電源を入れに行って下さるの ●西岡より：いつもありがとうございます！改めておめでとう
ですが、何度もあるので谷さんに了承をも ございます！これからもよろしくお願いします。
らって会議室から、家から持ってきた延長コ ●金田より：金好さん、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
ードで掃除機を掛けています。
とを楽しみにしております。
◇◇◇柏村 京美さん◇◇◇
●社長より：柏村さん、ありがとうございます。
うれしいお言
社長様、ベルの皆様お世話になってます。私も 葉、
感謝です。引き続き、
よろしくお願いします。
ベルに働かせてもらって、はじめは無理かなぁ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：柏村さんいつもありがとうございます。
もう
と思ったりしましたが、いろいろとベルのみなさ すぐ10年。
ほんとうにありがとうございます。色々とご苦労も
まに教えてもらい楽しく笑顔で働かせてもらい あると思いますが宜しくお願い致します。
、
とても感謝してます。
もうすぐ10年になります。 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：10年目ですね〜、
私も同じ時期に入った
ベルという会社に働かせてもらい嬉しく思って ので、
お互い頑張ってきましたね。お身体に気を付けて、
こ
います。
れからもよろしくお願いします!
3/15(水)、欠勤のため津田さんにサポートして
●八尾より：たくさんの人がいる中で、なかなか挨拶して下
もらいありがとうございました。
これからもよろ
さらない方もいるでしょうが！柏村さんの人柄あるからこそ、
しく。
《現場での変化や気付いた事》
会社のみなさんが少しずつ、
あいさつをして
下さったり、声をかけたりしてくださいます。
とてもうれしいです。

お客様からお声掛け下さるのでしょうね♪これからも現場
のアイドルとして、素敵なスマイル挨拶実施しってってくださ
いませ。ありがとうございます。
●西岡より：１０年！そんなに長くベルを支えてくださりあり
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：柏村さん、お便りありがとうございます。従業員
様からの挨拶やお声がけはありがたいですね。
これからも
よろしくお願いします。
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●社長より：小泉さん、いつもお便りありがとうございます。
◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
体調管理に気を付けていただき、いつまでもご活躍いただ
3月の日報
来年3月まで契約頂きまして有難うございます。きたいと思います。感謝です。
高校生の孫と一緒に卒業出来るように体調管 ●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。七福
神が参りますよ！次はまた変わりますのでお楽しみを！
！
！お
理しながら頑張ります。
とても楽しい
注文の資材、届けて頂きまして有難うございま 花見寒い中参加頂きありがとうございました。
時間となりました。
これからも宜しくお願い致します。
した。
誕生日のお祝い届きました。いつも感謝してい ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はお花見のご参加ありがとうござい
ます！楽しい時間をこれからも共有していけたらと思います
ます。
よろしくお願い致します！
今年は七福神が幸福を運んで下さるのですね。。
●八尾より：先日はお花見！全社員大会！ご参加下さりありが
時給も上り感謝です。
これからも！いつまでも！ご一緒させて頂
ハイターは最近S社の皆さんが頻繁にして下さ とうございました。
どうか引き続きお相手よろしくお願い致します。
るから、目皿も排水の所のカゴも全部綺麗にな きたく、
っていまして、今の所ハイターしていません。 ●西岡より：先日はベルの事務所までお越しくださりありが
4月1日、お昼はもみじの会のお花見、夜はベル とうございます！ベルのお花見はいかがでしたか？来年もお
会社のお花見、なんとお花見もダブルですね。 越しくださいね！
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。先日は
今年は花より団子ですね。
お花見にも参加して頂きありがとうございました。今後とも
電源コードの問題、Bです。
よろしくお願いします。
◇◇◇谷尾啓尹子さん◇◇◇
《現場での変化や気付いた事》
いつもお世話になっております。H社の担当
者の方が退職されました。(定年では無かっ
た様です。)担当の方が変わられますが、
まだ
はっきりしていない様です。

◇◇◇吉本 重子さん◇◇◇
加藤様、注文のゴミパック届けて頂きまして、
ありがとうございました。
すみませんが、4月28日金曜日お休みさせてい
ただきますよう、宜しくお願いいたします。

●社長より：谷尾さん、
ご連絡ありがとうございました。感謝
です。
●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。報告
ありがとうございました。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日は有難うございました！少し環境が変
わりましたが、お客様に喜んで頂けるように頑張りましょう！
●八尾より：ご連絡ありがとうございました。その後、何か変
化されましたか？いったんお客様にはご挨拶も済み、
ご担当
者さまも確認は済んでおります。お困り事などあればまたお
知らせ下さい。
●西岡より：ご報告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：谷尾さん、お便りありがとうございます。現場の変
化もお知らせ頂きありがとうございます。
●社長より：吉本さん、いつも有難うございます。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：吉本さんいつもありがとうございます。春が
近づいて来ましたね。朝晩の寒暖の差がありますので体調
管理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、資材の一覧表も見
て頂けましたか？分からないことがあれば、
ご連絡下さい！
●八尾より：いつもありがとうございます。
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！間違ってごみパッ
クを届けてしまい申し訳ございませんでした。
また何かござ
いましたらご連絡ください！
●金田より：吉本さん、お便りありがとうございます。お休み
の連絡ありがとうございます。
また、何かありましたら遠慮な
くお知らせください。
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●社長より：岩永さん、いつも有難うございます。感謝です。
◇◇◇岩永チヅ子さん◇◇◇
誕生日のプレゼント、
またメッセージを頂き、 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：岩永さんいつもありがとうごます。
メッセー
ありがとうございます。
ジカード喜んで頂きありがとうございます。作り甲斐がありま
！
！
メッセージの言葉や写真もいつも色々と考 す。次回もお楽しみに！
えているので拝見するのが大変楽しく読ませ ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お便りを楽しみにして頂き、ありがとうご
ていただいています。
ざいます！これからもどうぞ、
よろしくお願いします！
津田さん、先日はEビルに来ていただきあり ●八尾より：年間ｶﾚﾝﾀﾞｰありがとうございます！忘れずに送っ
がとうございました。久しぶりにお会い出来 て頂けて助かります。いろいろ心労も重なっている事と思い
てお話が出来ましたことに嬉しく思います。 ますが、穏やかにお過ごし下さいませ。
年間カレンダーを同送します。A社様のです。 ●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。改めま
して、お誕生日おめでとうございます。

◇◇◇岩本 秀子さん◇◇◇
各トイレに張り紙して頂きありがとうござい
ます。
少しは違うと思って期待していましたが残
念です。5日間毎日なので気持ちが折れる事
もあります。沢山ある個室ではないので次
に入る人の事本当に考えてほしいです。

●社長より：岩本さん、
ご苦労をおかけします。再度、お客様
に相談するようにいたしますね。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：岩本さんいつもありがとうございます。努
力は必ず報われます。すぐには無理でもいつか通じます。
ご苦労かけますが一緒に改革していきましょう！
！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：一筋縄ではいかないですね。。
できること
を考えて継続してお客様にお伝えしていきますね！
●八尾より：徐々に・・・変わる事を祈ります。それでも岩本さ
んが担当になられてからかなり改善してきているように思う
のは私だけ？そんな事もないとは思います。気持ち折れる事
もあるでしょうが、無駄にはなってはおりませんから、
これか
らもどうか引き続きご支援下さいますようお願い致します。
●西岡より：そうですか・・・。あまり変わりませんか・・・。
でも！
私は諦めませんよ！いつか必ず皆様に綺麗にトイレを使って
もらいましょう！だから岩本さんも諦めないでください！(; ･̀
д･´)
●金田より：岩本さん、お便りありがとうございます。

◇◇◇白河 和子さん◇◇◇
いつもお世話になっております。
この度は契約金額を上げて頂きましてありが
とうございます。

●社長より：白河さん、
こちらこそ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。今後
とも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：白河さんの頑張りのお陰です。
これからも
どうぞよろしくお願いします。
●八尾より：ご丁寧にありがとうございます。その後体調は如
何ですか？後々響く事もあるかもしれませんので、
どうかご自
愛下さい。
●西岡より：白河さん、お身体はいかがですか？これからもよ
ろしくお願いします。
●金田より：白河さん、お便りありがとうございます。
これから
もよろしくお願いします。

ṝಆॄɰᆌɰիɰί̵ᾎ̵
ƓӸЭ

ெų፯ɟ
ᡱקųΟ܇
ޢဋųීӮ
ޢΨȟǭǨ
̽ݱųᝮ܇
߷ӳųࢀ
҅߷ų࠳܇

èžႏѮចſƷᘙࢧƸŴᲮஉƷžμᅈՃ˟ٻſưƢŵ
èžႏѮចſƷݣᝋƸஉưƸƳƘᲫ࠰ưƢŵ

ƓӸЭ

ƓӸЭ

ƓӸЭ

ƓӸЭ

૬ᕲų܇
˱߷Ҙ܇
קʟų̮ܳ
௷ރųʁپ
ჽųनپ
னҾųᝅ܇
᭘ųऔɤᢹ
᭘ųƾơ܇
നϋų̮܇
നޢųήܳ
നဋų̀܇

ৎဋųദپ
ɶଔ፦܇
ɶဋųԧဃ
ɶဋų܇
ɶų፯̮
ɶஜųࣙᢊ
ᙱųဌ܇
ᙱဋųᑷʂ
ဋǏƔǓ
ඬဋųኔ܇

ବޛųᢰ܇
࠼ແųʂ
ᕲʟųѨ܇
ᕲ߷ųଢ܇
ӞܼǢȄ܇
ؗϋų๔
ஜဋųИ
Э߷ųन܇
Эဋኝ፦
ޛųʮ܇
ɤිųᏋଢ
ɤཊųദѨ
ɤܡųᑣ܇
ౕဋဌ፦܇

ޛɶųഏ
ޛஜȦǿǨ
Ӵஜų܇
ᏥųƖǈǑ
บų̮ᨺ

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：明星金属工業㈱ 三好充様
イエローカードが届きました。パッケージエアコン清掃を丁寧にして頂きまして有難うご
ざいました。今年もまた宜しくお願いします。

 ȏȃȔȸǳȸȫᨼᚘإԓᲢ ᳸  ᡅᲣ
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25 期にお客様から頂いたハッピーコールは 32 件となりました。26 期も仕事を通
じで多くのお客様にハッピーを届けていきたいと思います。
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かつてのシルクロードの終着点だった奈良が再び女奥との結びつきを強めてい
る︒荒井正吾知事は﹁古来︑売り手買い手だけではなく世の中を良くする近代商
人の﹁三方良し﹂の心得が︑薬草の産地であり漢方︑医学に力を入れられ︑製薬
会社の創業者も奈良出身が多い事から︑京奈和自動車の整備で工場誘致も昨年は
件と好調だ︒併せて︑医学を基礎とする街づくりも進めている︒県立医科大学
が早稲田大学と連携し︑住宅医療や予防医学を研究している︒
一昨日の日曜日︑奈良の東大寺︑満開の桜の花と陽気に誘われたか︑大変な人
手である︒しかもその8割以上が観光で訪れたらしい外国人だ︒英国から来た着
物姿の 代の女子学生は鹿の頭を撫でながら﹁欧州にシカの放し飼いはない︒動
物園以上の体験﹂と興奮気味︒大仏殿に入るやいなや像を見上げ﹃オー！マイ・
ゴット！﹂と大きさに驚き灯明をささげ神妙な表情で合掌したり︑安らかで健や
かな日々への願いは万国共通だと宗派を超えた普通の祈りが堂内に響き渡りすが
すがしい︒

̨̖
θಆʴʐˈʝ˓
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2017 年度全社員大会
第 26 期経営方針発表会
第 26 期経営方針発表会にご参加いただきありがとうございました。
日頃から皆様に支えられ、ここまでやってこれたと思っております。毎年少しずつ
ではありますがレベルアップしている経営方針発表会。来年はさらに皆様に感動頂
けるような会にして参りますので、是非素敵な時間を共に過ごしましょう！！
3 年連続司会を務めた前田さんと
西岡さん！最強のコンビネー
ションで会を作ってくれました。

新卒採用 3 名、中途採用 6 名合計 9 名が入社しまし
た！素晴らしい活躍を期待しています☆☆

␠ౝ
ᓆ

社長が選ぶ最優秀社員賞
田口 芳光
最優秀社員賞

田口

芳光

特別賞

田口

芳光

特別賞

荒木

沙紀

特別賞

近藤

舞子

ベストスマイル賞

近藤

舞子

永年勤続 (10 年 )

加藤

矢志

永年勤続 (10 年 )

田口

芳光

永年勤続 (10 年 )

武岡

伸幸

〜表

彰

式〜

今年もたくさんの表彰ありがとうございました。
皆さん、いつも本当にありがとうございます！来期もいろいろな賞をお贈りできる様に
私達も出来る限りサポートさせて頂きたいとおもいますので、宜しくお願い致します。
26 期もどうぞ、よろしくお願い致します。
コツコツと改善してくれたで賞

最優秀クリーンキーパー賞

楠田 晶子さん

多くの人を救ったで賞

斎藤智子さん

向上心がすごいで賞

柴尾 久夫さん

現場の母で賞

本田 初枝さん
ベストパートナー賞

中田 豊さん

中島 早美子さん

向井 利彦さん 西村 俊一さん

プラスワン賞

幅広く活躍してくれたで賞

岡田 晴美さん

藤金 テル子さん

〜出席されなかったが受賞された方々〜
素晴らしい報連相で賞
チームワーク賞

㈱オフィスシャッツさん

救世主で賞

コンビネーションがすごいで賞

林 洋子さん
三牧 正勝さん 小浜 千月さん
森田 由美子さん 石原 国男さん

永

年

勤

続

〜表
賞

彰

〜 15 年〜

式〜
൨࠰ѮዓចӖចấỜỂểạ
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小泉 昭子さん

永

年

勤

続

賞

〜 10 年〜
佐々木 正さん

澤井 マサ子さん

杉原 豊子さん

北村 恵子さん

村井 教子さん

中原 美佐子さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せてい
ます。

永

年

勤

続

岩永 チズ子さん 飛鷹 智子さん 中田 豊さん 中塚 加津子さん
武岡 光宣さん
横井 節子さん 鈴木 美代さん 岡田 浩司さん
西田 芳之さん

川合 泰弘さん

森山 紀志子さん

〜愛と感動のサプライズ〜

賞

〜 5 年〜

藤井 勝子さん
前川 悦子さん

久米 佐知子さん
進藤 圭子さん

佐藤 よし子さん
武田 佳子さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

最優秀クリーンキーパー賞の斎藤さんを
お祝いしようと、家族の皆さんとお客様
の中井商工様が駆けつけてくれました。
会場一帯が感動に包まれました。

第２5 期皆勤の皆さん
8 年連続皆勤の皆さん

斎藤

智子さん

藤川

6 年連続皆勤の皆さん

朋子さん

5 年連続皆勤の皆さん

野田

ゆかりさん

4 年連続皆勤の皆さん
武内
武岡

信子さん
光宣さん

前川

悦子さん

西 由里子さん
松山 京子さん
岡田

浩司さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

3 年連続皆勤の皆さん
本田

初枝さん

藤井

勝子さん

堀内

滋さん

広瀬

泰之さん

戸田

正夫さん

渡邊

信雄さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

2 年連続皆勤の皆さん

逢坂
坂井

優子さん
信宣さん

佐川
山本

千枝子さん
ユタエさん

小倉

貴子さん

中島
西田

早美子さん
芳之さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

1 年連続皆勤の皆さん

岡本
波田

ミキエさん 北川 幸子さん 寺岡 千恵美さん 前田 純美枝さん 中田 智子さん 古家 アツ子さん
紀子さん 末石 悦夫さん 森田 由美子さん 柴尾 久夫さん 吉本 重子さん 中田 和夫さん 三牧 正勝さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。
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感動の表彰式、経営方針発表、楽しい懇親会とイベント盛り沢山の全社員大会。楽しんで頂け
ましたでしょうか。おまけの写真も含めて素晴らしい時間の思い出を共有したいと思います。

〜道具の置き忘れ編〜
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先月号のクイズの答え

A ࠡࡘ࠶ߣᧄߦᏎ߈ઃߌࠆ B ベߦߒߡᧄ߳ᒁߞ߆ߌࠆ 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. 電源コードが外部にてている

C ࠡ࠴ࠡ࠴ߦ᧤ߨࠆ

D ߽ߒߥ

掃除機で、コードの負担が無い
巻き方はどれでしょうか？
でしたね♪

答えは、

Ｂ

正解は B です。今回は表現が伝わり難かったかもしれませんが、A と C は力いっぱい束ねすぎ
ると、断線の原因になります。特に本体との付け根や差し込みの部分は弱いので、注意が必要
です。D はコードの負担はないですが、そもそも巻いていないので不正解となります。
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ଐஜϬ༏င ఇ ƞǇ
ஜ܇ڭƞǜųݱඡଯ܇ƞǜų
Ɲңщ᪬ƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

èƓᫍƍèų̅ဇฎǈЏǛݥለƔǒЏǓᩉƢᨥŴЏƷԗǓƷǮǶǮǶᢿЎǛЏǓᓳƱƞƣŴԗǓȟȪᆉࡇസƠƯɦƞƍŵ
ᲯȟȪƕᩊƠƍئӳƸŴԗǓǛٻƖƘസƠƯǋǒƬƯኽನưƢŵЈஹǔᨂǓƞƤƯ᪬ƖƨƍƱ
࣬ƍǇƢƷưŴƓ᧓ǛƓੑƚƠǇƢƕƝңщǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

ؾǛᎋƑᘍѣƠǇƠǐƏᲛ ★毎日コツコツきれいに
窓を開け放すと気持ちのよい風が
入ってきて、
ちょっと幸せな気分にな
れるこの季節。
エコ活動が出来るのは夏や冬だけ
ではなく、春もできます♪
お部屋の中もすっきりお掃除して、
キレイに保つ習慣をつけましょう。
いつも整理整頓、
こまめにお掃除す
るだけで、実はエコにもつながるん
です♪

水回りの水あかやキッチンの油汚れは、放っておくと
落ちにくくなります。使った後にさっと拭くだけで、洗
剤の使用量も減らせます。IHクッキングヒーターなら、
表面がフラットだから毎日のお掃除も簡単！

★出したものは元の場所に

本や雑誌、洋服、バッグなど、床に置きっぱなし
にしているものがあると、掃除機をかけるにも時
間がかかります。掃除機の使用時間を短縮する
だけでも、それはエコにつながります。
使ったものはすぐに戻すくせをつけたいですね。

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
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We are Basic ver.1.2017ࠉ

仕事を通じて、関わる人を幸せにましょう
˟ᅈƷ૾ٻᤆƷƜƱưƢŵ
μࢼಅՃƷཋ࣎ɲ᩿Ʒ࠳ᅦǛᡙ൭ƠŴƓܲಮƴࢫᇌƪŴנ܍Ʀ
ƷǋƷƕᅈ˟ᝡྂƱƳǔŴଐஜɟƷज़ѣ˖ಅǛоǓǇƢŵ
ग़Ʊज़ѣưʴǛᏋƯŴʴƴǍƞƠƘŴˁʙƴӈƠƘŴᎰئƸಏ
ƠƘƠƯƍƖǇƢŵ

ƓૠưƢƕᵧҞЎƴ৵ǓƷǓưƓᝳǓɦƞƍᵨ
ƷǓƠǖ

ښᅈᧈǁƷɟᚕ

ƜƷȡȃǻȸǸƸᅈᧈǁƷȀǤȬǯȈȡȃǻȸǸƱƳƬƯƓǓǇƢŵ
žƋǓƕƱƏſǁਫ਼᠍ƠƨǓŴᅈٳǁǕǔʙƸƋǓǇƤǜŵ
ƓನƍƳƚǕƹŴƝᡲዂέǛƝᚡλɦƞƍŵᚡӸưƷƝᚡλǋടᡇưƢᲛ
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ƷǓƠǖ

ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲿ᳆

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
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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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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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