今年も 1 年支えていただき、ありがとうございました。

株式会社ベルは第 7 回「日本でいちばん大切にしたい会社」
審査委員会特別賞を受賞しました。

ᚃग़Ƴǔႏಮ
ʻ࠰ǋɟ࠰Ŵ٭ٻƓɭᛅƴƳǓǇƠƨŵ
ႏƞǜŴਰǓᡉǕƹƲƷǑƏƳɟ࠰ưƠƨƔŵ
ଐࠝŴƍƭǋƷǑƏƴͤǍƔƴᢅƝƤǔƜƱǋ࠳ƤưƢƕŴ̅ԡǛௐƨƢƨǊƴŴѐщƠŴᒊƠƍ
ƜƱǍŴƭǒƍƜƱƕƋƬƯǋŴƢǂƯǛЭӼƖƴƱǒƑŴᆳƖᡶǜưƍǔƱᐯƣƔǒᧈƠƯƍ
ǔᐯЎƴЈ˟ƑǔƜƱƴƳǓŴʴƴࢫᇌƯƨǓŴᆅឃƞǕǔƜƱƕƋƬƨǓƱշƼǛܱज़ưƖǔŵ
ឪƜǓƏǔƜƱǛŴȗȩǹƴӖƚӕǓ҄٭ƴᡮǍƔƴࣖݣƠᘍѣƴᆆƢƜƱƕٻЏƱᄩ̮ƠǇƢŵ
ʻ࠰ƸŴஊᩊƍចƱᘙࢧǛƠƯƍƨƩƚƨ࠰ưƠƨŵ
 ࠰᧙ᙱ +6 ႊᢠųΟᅵចӖច
ᇹ  ׅžଐஜưɟဪٻЏƴƠƨƍ˟ᅈٻចſݙ௹ۀՃ˟ཎКចӖច
 ࠰ࡇǨǳǢǯǷȧȳ ų ࠰ዒዓʙᎍᘙࢧ
ǇƨŴૼҡɟဃƱƠƯɶஜƘǜŴಿӝƘǜŴᢒᕲƞǜɤӸƷλᅈƸŴƱƯǋշƹƠƍƜƱưƠƨŵ
ȐȪȐȪᇰ᫊ưƍƯƍǔɤӸƷ̓܇ƨƪƸŴᒉŷƠƍȑȯȸǛᅈϋƴ࠼ƛƯƘǕƯǇƢŵ
۹ƠƍإԓưƢŵ
ɥρҮТఇࡸ˟ᅈಮƷᬟئᜩͳǛਃ࢘ƠƯƍƨƩƍƯƍǇƢெ፯ɟƞǜƕŴ  ࠰ࡇᢊែȷ
ඕ߷ȷπט፦҄ᢃѣыіᎍᘙࢧƞǕǇƠƨŵଐዓƚǒǕƨ؏עƷ፦҄ѣƕᆅƑǒǕƨƷưƢŵ
ᅶƕˌЭƝኰʼƠƨஜǛᛠǜƩƷƕƖƬƔƚưڼǊǒǕƨƱƷƜƱưƢŵ
ெƞǜŴƓǊưƱƏƝƟƍǇƢŵ
ஜ࢘ƴእǒƠƍŴǘƕᅈƷᛍǓưƢŵ
ᛇƠƘƸŴഏƷȚȸǸưƝኰʼƠǇƢŵ
žɤʴƷჽЏǓᎰʴſƱƍƏᛅǛኰʼƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ƋǔထưŴૼƠƍң˟ǛᚨƢǔƨǊƴ  ʴƷჽЏǓᎰʴƕƍƯƍǇƠƨŵ
ƦƜǁƋǔʴƕᡫǓƔƔǓǇƠƨŵ
ʴƸŴ ʴƷჽЏǓᎰʴƴݮƶǇƠƨŵ
žƋƳƨƸŴ˴ƷƨǊƴƜƷˁʙǛƠƯƍǔƷưƢƔᲹſ
ࢬƸŴƿƬƖǒǅƏƴሉƑǇƠƨŵ
žဃǛƢǔƨǊƴൿǇƬƯƍǔơǌƳƍƔŵǛᆙƙƨǊƞſ
ʴƸŴ ʴႸƷჽЏǓᎰʴƴӷơʙǛݮƶǇƠƨŵ
 ʴႸƷᎰʴƷሉƑƸƜƏưƠƨŵ
žƜƷٻƖƘƯƍჽǛЏǔໝƴफᒊ᧭ƠƯƍǔƷƞſ
ʴƸŴ ʴႸƷჽЏǓᎰʴƴŴӷơʙǛݮƶǇƠƨŵ
ƦƷჽЏǓᎰʴƸႸǛ᠗ƔƤŴƜƏሉƑǇƠƨŵ

ഏȚȸǸǁዓƘ

žٶƘƷʴŷƷܤǒƗƷئƱƳǔ˟ǛᡯƬƯƍǔǜƩſ
ƲƷǑƏƳˁʙǛƠƯƍǔƷƔŵ
ƦǕƕŴᅶƨƪžˁʙƷ̖͌ſǛܭǊǔƷưƸƋǓǇƤǜŵ
ƦƷˁʙƷࢬ૾ƴŴ˴ǛᙸƭǊƯƍǔƷƔŵ
ƦǕƕŴŷƷžˁʙƷ̖͌ſǛൿǊǔƷưƢŵ
இࢸƴŴžႻဋǈƭǛſƞǜƷᚕᓶƔǒų

ᐯЎƕᐯЎƴƳǓƖǔƱƍƏƜƱƸŴƍǇŴƜƜƷŴᐯЎƷƍƷƪǛ
ܦμ༓ƠƯဃƖǔƜƱưƢŵ
ƓᨏƞǇưŴಮŷƳʙƕƋǓǇƠƨƕŴΪܱƠƨɟ࠰ưƠƨŵ
ႏƞǇƱŴƱǋƴʻ࠰ǛዸǊƘƘǕǔƜƱƴ࣎ǑǓज़ᜓƍƨƠǇƢŵ
Ɠ៲˳ƴƓൢǛƭƚƯᑣƖૼ࠰ǛƓᡇƑƘƩƞƍŵ
ˊᘙӕዸࢫ

൘͞Μɺड͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢
൘ٛҰ͞Μ͕ɺຖேɺՈͷपลಓ࿏ͷΰϛ
र͍͕ೝΊΒΕɺฏ  ಓ࿏ɾՏɾ
ެԂඒԽӡಈޭ࿑ऀͱͯ͠දজ͞Ε·ͨ͠ɻ
൘͞Μ͔ΒίϝϯτΛ͍ͨͷͰͨ͠ࡌܝ
͍ͱࢥ͍·͢ɻ
ઇසÿĸţܤÕģďëĀ ⅀ इâę×ùڙÕ⅀ 
ģӔࡲěüइâ÷Þďèðℵ φ ℶ ŝůøÜì÷
Õ÷ࢦüފ١ڔ8ûí6î×é7ģêĜ
ùࠇࡐÝకĠĜÿÜ

9ÿķŘģÞîĝģ

કĤøϦèಊĸţܤÕģइâ÷Õďêߨ
ģēô÷ךêĝāÕÕäùÝÓĜēÿøê
þäĝÜĚēԼֵüটʍèäÿܪϧģइâ÷
ÕÞðÕùڙÕďêഋઽ×åçÕďèð
൘͞Μɺ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂ
ࢠͷ༰Λৄ͘͠Γ͍ͨํຊࣾ·Ͱ࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ

ǇƠ
ƜǜƳʙƕƋǓ

ᵏᵐ உỉЈஹʙ
உଐ

୴ଐ

12/1
2
4


ם
உ

7

ங

8
11


உ

ᘍ‒ʙ‒ʖ‒ܭ
ȜȩȳȆǣǢฌੈ
Ჭ5ѣ
ᐯщૢ˳
ǭȸȑȸǵȝȸȈȟȸȆǣȳǰ
ǹȞǤȫȟȸȆǣȳǰ
ȪȸȀȸȟȸȆǣȳǰ
μ˳ȟȸȆǣȳǰ
ᢒᕲƞǜᛓဃଐ
Ძ
Ძ
ȷஉᛓဃଐ˟
ᐯщૢ˳

உଐ

୴ଐ

12
15

້


18
21
25
27

உ
້
உ
൦

ƨᲛ

ᘍ‒ʙ‒ʖ‒ܭ
ƓܲƕفƑǔဦܱោᜒࡈ
ȜȩȳȆǣǢฌੈ
᧵ٻ5ܱោ˟
ᐯщૢ˳
ƖǒǊƘ5ܖఄų5ોծǳȸȁᏋᜒࡈ
ᐯщૢ˳
ʴƮƘǓѠࢍ˟

12 月ボランティア活動

ᐯщૢ˳ƷƝకϋ
ிබҔܖƷؕஜႎƳᎋƑ૾ưƋǔൢȷဃԡǨȍȫǮȸ
ǛفǍƠŴμ៲ƴǒƤǔƱƍƏႸႎưᑥŷƳਦןǛ
ƠƨǓŴ᧙ራƕƞƼƳƍǑƏƴŴ᧙ራƷӧѣርǛ
࠼ƛǔѣƖǛƠƯƍǇƢŵᐯ៲ƕᐯЎƷƔǒƩǛ
ໜ౨ƠŴᐯЎƷƜƬƯƍǔئǛƠƯŴƦƜǛ
ᐯဌƴȞȃǵȸǸƢǔƱƍƏ්ǕƴƳƬƯƍǇƢŵ
˳᬴Ơƨƍ૾ƸƂοރƃǇưƝᡲዂɦƞƍŰ

݊ƞǋஜႎƴƳƬƯƖƨ
 உŵșȫƷȜȩȳȆǣ
ǢฌੈƸΨൢƸƭǒƭư
ƢᲛ୍െྵئưஔଔƍȆǯ
ȋǫȫǯȫȸƷȡȳȐǋӋ
ьƠƯƘǕƨƓᨏưƨƘƞ
ǜƷᓳƪᓶǛᨼǊǔƜƱƕ
ЈஹǇƠƨŵǭȬǤƞƬƺ
ǓƠƨᢊែǋŴૼ࠰Ʒแͳ
ƕЈஹƨƱ࣬ƍǇƢŰŰ

͵ଐᲴɦᚡʖܭӋༀᲢᲴ ᳸ ᲴᲣ
ئᲴஜᅈᲢிࠊ᧵ٻӴဋɦ Უ
И˳᬴ׅᲴ૰
ᲬׅႸˌᨀᲴᲫׅᴽᲧ
ਤƪཋᲴȷǿǪȫȷᙉឱƴƳǔƷƕ৽৴Ƌǔ
૾ƸᲯஜਦǽȃǯǹ
 உƷஜᅈƷ˞ǈ

ᴾ ᵏ உỉʖܭểܭଐᆉỉకϋ

ܭฌੈƷϋܾ
äඹ

 ଐŴ ଐŴ ଐŴ ଐŴ ଐ ᳁äǬȩǹฌੈ
 ଐŴ ଐŴ ଐŴ
ȕǣäȕǣȫǿȸฌੈ
 ଐŴ ଐŴ ଐ
ǫäǫȸȚȃȈฌੈ
èྵئƸЈѮƠƯƓǓǇƢŵ

੭ä੭ൢฌੈ

ũ፻உƷᘍʙʖܭƱܭฌੈƷଐᆉưƢŵଐࠝฌੈƴ᧙̞ƢǔƓܲಮƷྵئƷǈᘙᚡƞƤƯ᪬ƍƯƓǓǇƢŵ
˺ಅଐƷ٭ƕƋƬƨئӳƸƦƷᣃࡇƝᡲዂƍƨƠǇƢŵӍŴӷڿƷ૾ƕƓǒǕǔʴƷǈȕȫȍȸȠưਫ਼᠍ƠƯƓǓǇƢŵ

உଐ ୴ଐ

ᘍ‒ʙ‒ʖ‒ܭ

1/3 Ტ൦ ဋӝȪȸȀȸᛓဃଐ
6 ˟࠰ૼ ם
ٻȪȸȀȸᛓဃଐ
7 ଐ ᡈᕲȪȸȀȸᛓဃଐ
9 உ ᐯщૢ˳
ьᕲȪȸȀȸŴ
ဋƞǜᛓဃଐ
ǭȸȑȸǵȝȸȈȟȸȆǣȳǰ
10 ൦ ǹȞǤȫȟȸȆǣȳǰ
ȪȸȀȸȟȸȆǣȳǰ
μ˳ȟȸȆǣȳǰ
12  ƓܲƕفƑǔဦܱោᜒࡈ
ȜȩȳȆǣǢฌੈ
15 உ ဋිƞǜᛓဃଐ
19  ښᅈᧈᛓဃଐ
᧵ٻ5ܱោ˟
20  םᲭ5ѣ
ૼʴᒉȷȪȸȀȸᄂ̲
23 ້ ፦ᣃȪȸȀȸᛓဃଐ
24 ൦ ʴƮƘǓѠࢍ˟
25 ங ƖǒǊƘ5ܖఄ
ɶஜӽᛓဃଐų
31 ൦ ɶଢࠝѦŴ

ܭଐᆉ⅙⅙⅙ⅹ⅙ܲ⅙ಮ⅙⅙
1/6

ם

7

ଐ

9

້

10

൦

11

13
14
20
21

27
28

30

ங

ங
ଐ
ם
ଐ

ם
ଐ

້

+ ȓȫ 
; ᅈ +6ȷî 
1 ᅈஜᅈ 
( Ҥȓȫ 
4 ȑȸȈñ 
4 Ӵဋ 
0 ȞȳǷȧȳ 
4 ᧈဋí 
4 ᧈဋî 
4 ȏǤȠ 
5ᅈ )
) ȞȳǷȧȳ 
/ ƓƓƻƕƠ 
Ჿȓȫ ȷ)
4ᅈ 
; ᅈஜᅈ 
᳀ᅈ 
+ ȓȫ 
5ᅈ 
1 ᅈஜᅈ 
ᅈ ǫ
ᅈ 
6 ǯȪȋȃǯ 
ȓȫ 
5 ᅈ ȕǣ

ਃ⅙࢘⅙ᎍ⅙
૬ᕲƞǜ
ᕲஙƞǜȷެஜƞǜ
ɶƞǜ
ᕲʟƞǜ
ౡƞǜ
ޛɶƞǜ
ᅕᠾƞǜ
ສ߃ƞǜ
ສ߃ƞǜ
௷ރƞǜ
߷ဋƞǜŴᧈ߷ƞǜŴඕӳƞǜŴ̽ƞǜŴޛƞǜ
᛭ᚧƞǜ
ɶᏋˊƞǜ
ɶᏋˊƞǜ
บᡀʚɤ܇ƞǜ
ڤƞǜ
᭗ƾơ܇ƞǜŴᏥƞǜŴ˱ˢƞǜŴӴ݈ƞǜ
ౕƞǜ
ݱඡƞǜ
ɶƞǜ
ᡱקƞǜ
ဋƞǜ
̽ݱƞǜ
˱ŷஙƞǜ
߷ဋƞǜŴᧈ߷ƞǜŴඕӳƞǜŴ̽ƞǜŴޛƞǜ

ƳƷ
ǈǜ ᚕெ
ˡ
ų
ː᧓ƕ˳᬴ƠƨыǍڂŴွբƳƲǛჷǔƜƱưŴˁʙƷȒȳȈǛᙸƭƚƯƘƩƞƍŵ

ǯȪȸȳǭȸȑȸ̝Ǔ

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

 உЎ
Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：布江田さん、少しは慣れましたか、引き続きよ
◇◇◇布江田 田鶴子さん◇◇◇
当社にお世話になって早、3ヶ月が過ぎまし ろしくお願いいたします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：布江田さんいつもありがとうございま
た。
ありがとうございます。
周りの方々のサポートを受けながら、やっと す。末永く宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はお越し頂きありがとうございます。
今日まで来ました。
順調にいっているようでなによりです。
これからもよろしく
皆様、本当にありがとうございます。
これか
お願いいたします。
らもよろしくお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：初期からいろいろ無茶なお願いを
した中、本当にご尽力頂き、感謝しております。
これからもど
うかよろしくお願い致します。
●西岡より：布江田さん、いつもありがとうございます！布
江田さんとご縁を頂いてかｒ3か月たったのですね！もっと
長く勤めてもらっているように感じます！益々のご活躍を期
待しております！(^^)
●金田より：布江田さん、お便り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。

◇◇◇北川 幸子さん◇◇◇
自分の年（閏年）なので、張り切ってこの一年
良い年である様に頑張ろうと思ってスタート
したのが、
もう残り一ヶ月になってしまって早
いですね。私生活も仕事もやっぱり平穏には
いかないものですね。山あり、谷あり、良いこ
ともあれば悪いこともありの一年でした。仕
事も目配り、気配り、心配りの精神で頑張って
いるつもりが気が付かないところでクレーム
が出たり…掃除の仕方もとても奥深いです
が、人との接し方も大変難しいですね。今に
なって、つくづく仕事の責任の重さを感じま
す。
（遅いですね！）
でも、
あと一ヶ月足らず！こ
のクレームをプラスに考え直して、
よい一年
で終わりたいと思います。関東の方では、
イ
ンフルエンザが流行しているそうです。皆様
もお風邪に気を付けて頑張ってください。

●社長より：北川さん、そうですね、様々な出来事はまさに一
生勉強ですね。
ラッキーコールに変えて、すべてをプラスに
して行くしかありません。
よろしくお願いします。
●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。
今年も色々ありましたね。皆さん元気でしょうか？山崎家は
元気です。残り少ないですが大寒波に負けず元気に宜しくお
願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：今年もお世話になりました。本当に山あり
谷ありで、変化し続けておりますが、
これからもどうぞよろし
くお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：今年もお世話になりっぱなしの1年
となりましたが、
ありがとうございます。
日々の取り組まれる
姿をみて、私自身はいつも考えなおさなければ、見習はなけ
ればと精進する糧になっております。今後ともどうかご自愛
の上、
よろしくお願い致します。
●西岡より：今年は大変お世話になりました！ラッキーコー
ルには驚きましたね。私たちも勉強になりました。
これを糧
に益々ご活躍くださいませ。
●金田より：北川さん、お便りありがとうございます。寒さが
厳しくなってきてますので、体調を崩されませんようにご自
愛ください。いつもありがとうございます。
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●社長より：森本さん、いつもありがとうございます。お孫さん
◇◇◇森本 百合子さん◇◇◇
の近況報告、ありがとうございました。凄いですね!!
奥社長様
カ
クイズの答えはBです。今年も貼るカイロを ●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。
イロとバブ喜んで頂いて良かったです。
今年は寒波がきそう
頂きありがとうございます。バブも入ってい
なので体に気をつけて頑張って下さい。
て早速その日に使い、暖まりました。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：たくさん書いて頂きありがとうございます。
八尾様
手紙とキーチェーン受け取りました。あまり お孫さんの成長が目覚ましいですね。来年は更なる飛躍の年
役に立たないので、申し訳ないです。前田さ になることを祈っております、今年も一年ありがとうございま
ん、名前忘れてすみません。あまりにもハン した。
ご主人の
サムになっていたので！ビックリです！次も ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：今年もお世話になりました。
ご尽力・ご支援頂き感謝
声をかけて下さい！今年目標の、①断捨離も 事など、気苦労もたくさんある中で、
しております。来年はご趣味もぼちぼちでも活躍される事祈
進まず②試合出場もできませんでした。
っております。今後ともよろしくお願い致します。
嬉しかったこと
孫が中学1年と小学3年になり、それぞれ吹 ●西岡より：今年もたくさん助けてくださりありがとうござい
ました<(̲ ̲)>お孫さん方楽器をされているのですか！？すご
奏楽部と音楽隊に入団しました。そのコン
！私は楽器といえばリコーダーしかできません
サートを聞きに行くことができました。楽器 いですね！
(;´Д｀)（笑）今年も1年ありがとうございました！来年もよろ
は、中学1年はフルート。小学3年の方はコ
ルネット
（小さいトランペット）
です。始めた しくお願いします！
ばかりなのに、頑張って演奏していて感激し ●金田より：森本さん、お便りありがとうございます。寒さが厳
これからもよろしくお願いいたします。
ました。いっぱい拍手を送ってきました。来 しいですが、
年も仕事頑張ります。
よろしくお願いします。

●社長より：武田さん、お気持ちありがとうございます。
◇◇◇武田 佳子さん◇◇◇
いつもありがとうございます。新しい制服を ●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。
いただいてありがとうございます。古い方は １年あっと言う間でしたね。
こ
できるだけ、長く着ていくようにします。新し 新たな制服での新たな一年のスタートがもうすくですね。
い服は29年度仕事始めは5日からですので、 れからも体に気をつけて頑張って下さい。
その時に又1から新たな気持ちで元気で頑張 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：あっという間に新しい年を迎えますね〜。
りたく思っていますのでよろしくお願い致しま 心機一転お互いに頑張りましょう！今年一年ありがとうござい
す。仕事をしていることは、元気な事です。1年 ます。
は早いですが、いつも奥社長とU様の社長に ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。来年も
も感謝しております。本当にありがとうござい どうぞよろしくお願い致します。
●西岡より：いつも朝早くからありがとうございます！武田さ
ます。汚い字ですみません。
んの今年はどんな1年だったのでしょう。来年も再来年もよろ
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。心機一
転、来年もよろしくお願いいたします。寒さが厳しいので、
ご
自愛ください。
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◇◇◇柏村 京美さん◇◇◇
先日は誕生日プレゼントありがとうございま
す。
社長様、
スタッフの皆様のメッセを頂きまし
たことにありがとうございます。八尾さん、お
気遣いありがとうございます。
これからもま
だまだ元気に頑張っていこうと思います。
よ
ろしくお願いいたします。

Ɠ ᡉ ʙ

●社長より：柏村さん、元気ハツラツで引き続きよろしくお願
いします。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：柏村さんいつもありがとうございます。
プレゼント喜んで頂きこちらこそ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元気モリモリ頑張って下さ
い。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：改めてお誕生日おめでとうございます！身
体に気をつけて、柏村さんらしく元気に頑張ってください♪
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：今年は作業追加を始め、柏村さんの
お陰でお客様との深耕もさらに深めさせていただけました。
来年も引き続き、
ご活躍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：柏村さん、改めてお誕生日おめでとうございます
！(*^▽^*)
これからも益々ご活躍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。来年もご
活躍されることを期待しております。

●社長より：小倉さん、健康に留意してくださいね。
よろしく
◇◇◇小倉 貴子さん◇◇◇
誕生日の当日に届いた温かい言葉と心に、毎 お願いします。
年感謝しております。
ありがとうございます。 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：小倉さんいつもありがとうございます。
先日はゆっくりお話が出来て良かったです。色々と大変でしょ
うが小倉さんなら必ず大丈夫です。今年は寒くなるそうなの
で体に気をつけて頑張りましょう！
！
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お便りありがとうございます。今年も残りわ
ずかとなりましたが、身体に気をつけてよろしくお願いします
！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：改めておめでとうございます。今年
はなかなか体調が思うようにならなかったようですが、来年
はご自愛の上、
どうか元気いっぱいに笑顔あふれる時をお過
ごしください。
●西岡より：いつもありがとうございます！体調はいかがです
か？あまりご無理されないようにしてください。今年も大変お
世話になりました。来年もよろしくお願いします！
●金田より：小倉さん、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。
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◇◇◇村井 教子さん◇◇◇
お世話になっております。今年もあと残すと
ころ、一ヶ月になりましたね。一年が早く感じ
られます。
これから本格的な寒さに向かいま
すが、ベルの皆様もお体にお気をつけてくだ
さい。風邪などひかれませんように気を付け
てください。
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●社長より：村井さん、一年という時間は、本当に早く感じま
す。充実している証拠。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：村井さんありがとうございます。村井さ
んの３倍は体に温かいものを纏っているので私は大丈夫で
す（笑）今年は寒くなるのも早かったですし、寒さ厳しいそう
ですね。体に気をつけて冬を乗り切りましょう！
！
●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
身体に気をつけてよろしくお願いします！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：寒さが厳しくなって参りました。けれ
ど暑さより寒さの方がまし？と言うところでしょうか？どうか
ご自愛お忘れなく、
これからもご尽力の程、
よろしくお願い致
します。★感謝★
●西岡より：村井さん、お世話になっております。今年は相方
が変わり大変ご丁寧に引継ぎをしてくださりそのあともたく
さんフォローしてくださったと聞いております。
これからもよ
ろしくお願いします。寒さが厳しくなってきましたのでご自愛
くださいませ。
●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：中田さん、ねん挫の経過はどうですか。
ご無理
◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
なさらず、
引き続きよろしくお願いします。
社長様
スタッフの皆様、
日頃なにかとお世話になって ●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。
います。冬本番になりめっきりと寒さが増して 怪我はどうですか？無理しないで下さいね。道具置き場の３
これから益々
きていますが、体調管理は大丈夫でしょうか？ Sありがとうございます。写真は意見しました。
寒くなりますので体気をつけて頑張って下さい。
津田様
11月16日
（木）資材注文 モップ替え糸を寒い ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご無沙汰しております。お身体の具合はい
最中N住宅の現場に持参してくださいまして、 かがですか？
くれぐれも無理はされず、
ご自
まことにありがとうございました。感謝いたし いつもありがとうございます。
愛くださいね。3S活動も積極的に行って頂きありがとうござ
ています。
・報・連・相 N住宅5棟11月26日
（日）お客様に います！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：怪我はぼちぼち、気長に付き合って
よる大掃除を実施されます。
でもでも！脚立作業などはＮＧです。健康
11月20日
（月）ねんざの為欠勤した際、N住宅3 あげて下さいね。
第一
！
身体あってこそ
！どうかくれぐれもご無理されませんよ
棟、5棟をサポートして頂き申し訳なく思って
うご自愛下さい。いつもありがとうございます。
います。感謝の念を抱いています。
●西岡より：中田さん、捻挫は治りましたか。先日はお久しぶ
八尾様
りに中田さんのお声を聞く事ができとても嬉しかったです。
サポートの迅速な対応ありがとうございまし
あともうすこしで全社員大会ですね、お会いできるのを心待
た。
ちにしております。来年もよろしくお願いします！
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。お身体
はいかかでしょうか？寒さが厳しいので、体調を崩されませ
んようにご自愛ください。
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●社長より：斎藤さん、情報ありがとうございました。一日一
生ですが、一年はあっという間ですね。一日一日大切に生き
たいものです。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：斎藤さんいつもありがとうございます。
あの感動の日からもうすぐ８ヶ月とは、早いものですね。改
めておめでとうございます。
これからも益々活躍を期待して
いますので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。お身体に
気をつけて、来年もどうぞよろしくお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：今年は思い入れの強い年となられ
《現場での変化や気づいたこと》
日頃から本当に様々な気づきと迅速な対
先日聞いた話ですが、11月中旬頃N商工様 たかと思います。
ご活躍下さ
社屋、玄関上辺あたりから雨漏りがして総 応、感謝しております。来年もどうかご自愛の上、
務室〜玄関まで水漏れ、年内検査をし来年 い。
●西岡より：斎藤さん、今年もあっという間に1年が終わろう
早々より工事に入る様です。
としていますね。沢山思い出が出来た年だったみたいで読
んでてほっこりしました(*´▽｀*)来年も素敵な１年になり
ますように！
●金田より：齋藤さん、お便りありがとうございます。先日は
急な依頼にも対応してくださりありがとうございました。い
つもありがとうございます。
◇◇◇斎藤 智子さん◇◇◇
株式会社ベル皆々様へ
今年も最終日となりました。
うれしい感動の
出来事もあり、あっという間の一年でもあり
ました。元気に過ごせたこと表彰していただ
いたことで仕事への取り組みや考えが新た
に変化したように思う一年でもありました。
ありがとうございます。

◇◇◇谷尾 啓尹子さん◇◇◇
いつもお世話になります。11月30日、お客様
の会議室の鍵を紛失してしまい、大変なご迷
惑をおかけしてしまい申し訳ありません。今
後、
このようなことが起こりませんよう気を引
き締め従事させていただきます。
申し訳ありませんでした。

●社長より：谷尾さん、大変でしたね。
この業界では、鍵は命
の次に大切にしてくださいと言われています。再発防止策を
厳守して、お役立ちしてください。いつもありがとうございま
す。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：谷尾さんいつもありがとうございます。
これからも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：私共も盲点だった部分がありますので、今
後改善していきます。今年もありがとうございました。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：
「人のふり見て我がふり・
・・」
です。社
内報で情報発信している内容は、誰かがしたではなく、未来
の自分の姿かもと真摯に受け止めて頂ければ幸いです。
やってしまった事は、
もうもとには戻せないもの。
これを糧に
さらに向上して取り組んで頂きますようお願い致します。★
感謝★
●西岡より：谷尾さん、いつもありがとうございます！二度と
起こさないように対策をしていきましょう！今年もお世話に
なりました。来年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。鍵の件
は私たちも再度徹底して参ります。

◇◇◇中西 好子さん◇◇◇
クイズの答え Ⓐ

●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：中西さんいつもありがとうございます。
西岡画伯の心の支えになっていると思います。
これからもク
イズ参加宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもご参加頂き、
ありがとうございます！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：今年もありがとうございました。来年
もどうかよろしくお願い致します。
●西岡より：クイズの参加ありがとうございます！中西さんの
今年はどのような1年でしたか？来年も宜しくお願いします！
●金田より：中西さん、お便りありがとうございます。来年もよ
ろしくお願いいたします。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

Ɠ ᡉ ʙ

◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
11月の日報
注文の資材届けていただきまして、ありがと
うございました。6F茶器動かしたところ、きれ
いになりました。感謝です。今月は資材注文あ
りません。
小会議室の二か所くらい 黒ずんでいたとこ
ろ S様の方で綺麗にしていただきました。
空き缶 ペットボトルのごみ 1階ゴミ置き
場まで運んでくださいました。

●社長より：小泉さん、いつもありがとうございます。お客様
に感謝ですね。
●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。
寒い日が続きますので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。今年も残り
わずかですが、
よろしくお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：毎月、
こうしてコメント頂けてうれし
い限りです。来年もどうかよろしくお願い致します。★感謝★
●西岡より：小泉さん、給茶機のあとが綺麗になり良かった
です！今年もお世話になりました。来年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。お客様
の心遣い嬉しいですね。いつもありがとうございます。

◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
カイロ・入浴剤をいただきありがとうござい
ます。
毎年色々と気配りをしていただき、仕事するも
のには大変ありがたいことと思っています。

●社長より：岩永さん、気持ちだけですが、風邪などひかれ
ませんように。感謝です。
●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。
喜んで頂き何よりです。冷えた体には温かいお風呂が一番
です。寒い日が続きますので体に気をつけて頑張って下さ
い。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：寒い日が続きますが、
カイロと岩永さん
のパワーで寒さなんて吹き飛ばしてくださいね。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：そう感じて頂ける岩永さんおお心
遣いに感謝です。
ますますプロとして向上できる年をお迎え
下さい。
●西岡より：岩永さん、今年もありがとうございました！最近
はスーパーでお会いしないですね・・・。探してはいるのです
が・・・。
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。来年も
益々ご活躍されることを期待しております。

◇◇◇飯田 多恵さん◇◇◇
《現場での変化や気づいたこと》
（株）K様の東側の窓、外側3F〜1Fの蜘蛛の巣
がきになるのですが・・・。

●社長より：飯田さん、いつもありがとうございます。報告、
ありがたいです。。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：飯田さんいつもありがとうございます。
お仕事には慣れましたか？お困りごとはいつでもおっしゃっ
てください。寒い日が続きますので体に気をつけて頑張って
下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：早速活用して頂きありがとうございます！
これからも是非色々と教えて下さい。来年もどうぞよろしく
お願いします！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：確かに内面が綺麗にして頂いてる
からこそ！気になりますよね。お客様にもお伝えしてはおりま
す。その気づきが実になるように取り組みます。
また何か気
づかれた際にはぜひぜひお知らせ下さい。
●西岡より：ご報告ありがとうございます！また気になる事
があればお知らせください！
●金田より：飯田さん、お便りありがとうございます。気にな
る事やお困り事があれば遠慮なくお知らせください。いつも
ありがとうございます。
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●社長より：よろしくお願いします。
◇◇◇藤川 明子さん◇◇◇
社長様 ベルの皆様、今年もお世話になりあ ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：藤川さん、今年も元気にありがとうござ
いました。来年も体に気をつけて宜しくお願い致します。
りがとうございました。
皆様も身体に気を付けてくださいね。八尾様、 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご無沙汰しておりますが、お変わりありま
せんか？今年も一年本当にありがとうございました。
会社訪問ありがとうございました。
私も来年も体に気を付けて頑張ります。
よろし ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。来年
も元気いっぱい！パワフルに！でもでも体調にはくれぐれも
くお願いします。
ご注意の上、
よろしくお願い致します。
●西岡より：藤川さん、今年もお世話になりました。来年も元
気によろしくお願いします！
●金田より：藤川さん、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。
◇◇◇諏訪 明美さん◇◇◇
●社長より：お大事にしてください。
いつもお世話になっております。
●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。
D様の件では、
ご迷惑をおかけいたしました。 色々と大変でしたね。
11月30日G様の清掃をお休みさせていただき 寒い日が続きますので体に気をつけて頑張って下さい。
ありがとうございました。主人は、11/29〜
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ご丁寧にありがとうございます！承知しま
12/1まで検査入院（カテーテル）
でした。今度 した、来年もどうぞよろしくお願いします。
は、12/1（月）から一週間から10日間の入院と ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。その
なります。
（血管を広げる治療）そのため、お休 後ご主人の調子は如何でしょうか？寒さ厳しくなって参りま
みをいただきます。
した。諏訪さん自身が倒れないように！くれぐれもご自愛下
よろしくお願いします。
さい。
●西岡より：御主人様の体調はいかがでしょうか。あまりご
無理なさらないようにしてください！今年も1年ありがとうご
ざいました！来年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。寒さが
厳しいので、体調を崩されませんようにご自愛ください。
ま
た何かありましたらお知らせください。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
仕事にもなれて元気に頑張っています。
《現場であった嬉しいこと》
先日美味しい柿をいただきました。

●社長より：良かったです。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：仕事慣れてよかったです。何かあればク
リーンサポートへ遠慮なく連絡下さい。今後とも宜しくお願
い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はお越しいただきありがとうござい
ます。早速ご報告ありがとうございます。お客様からも喜ん
で頂いてますので、来年もどうぞよろしくお願いします！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：お元気そうでなによりです。
これか
らも益々ご活躍下さい。★感謝★
●西岡より：いつもありがとうございます！元気に働いてくだ
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：お便りありがとうございます。益々、
ご活躍され
ることを期待しております。
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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
連続皆勤はこちらでもチェックしていますが抜ける場合がありますので必ず気付いた際に
自己申告して下さい。
自分のことなのでと遠慮しないでください！宜しくお願いします。

ΧΛάȜȜσ
ȏȃȔȸǳȸȫƱƸȷȷȷǤǨȭȸǫȸȉȷȔȳǯǫȸȉǍŴ߹ׅሁƷᨥƴƓܲಮƔǒᙔǊ
ųųųųųųųųųųųųǒǕǔƜƱŵ
★お客様から原田所長、田口テクニカルリーダー、神長リーダー、方山さんへイエローカードが届きました。
大変満足しております。作業も丁寧かつスピーディーに行っていただき 5 日だった予定も 4 日目の午前中
で終了。また作業にあたった原田所長をはじめ田口様、神長様、片山様、皆様感じの良い方ばかりでとても
気持ちよく安心でした。今後も相談にのっていただくこともあるとおもいますのでどうぞよろしくお願いい
たします。
★お客様から荒木さん、樋口さんへイエローカードが届きました。
毎度有難うございます。
この度はホースの件有難うございました。メンテナンスの方法まで教えてもらい感謝です。
寒くなり大変でしょうが、お身体に気をつけて作業して下さいネ。
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ここ数年︑大阪の街のいたる処で外国人観光客を見かけるように
なりました︒大阪のインバウンド増加の一因には︑関西国際空港の
積極的なLCC︵格安空港会社︶誘致策が挙げられます︒08年に
日本初となるLCCがマニラ〜関空間に就航して以来︑関空は国内
での先駆けとしてLCCの誘致を強化して来ました︒17年7月〜
9月期のインバウンドの都道府県別訪問率では︑ついに大阪が東京
を抜いて1位を獲得しました︒ 今年1月︑ニューヨークタイムズ
が選ぶ﹁今年行くべき世界の都市2017﹂に大阪が選出され︑さ
らにイギリスの旅行ガイド出版社﹃ラフガイド﹄の﹁今年行くべき
世界10都市﹂にも選ばれるなど︑世界から大阪に注目が集まって
います︒

過去にタイムスリップ♪
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子どもの頃の悩みが
小さく感じるのは︑
あなたが成長したからです︒

あなたが成長すると︑
今の悩みは
小さくなります︒

3

頑張っても
報われるとは限らない︒

それでも︑
頑張る人が報われる︒

4

五・七・五というルールがあるから︑
俳句は面白いし︑楽しい︒

人生にも
ルールがあるから︑
面白いし︑楽しい︒

﹁こんなに努力している﹂という人ほど︑
この程度で止めている

何も言わない人ほど︑
努力している︒

5

1

﹃好かれたい﹂と思うから︑
嫌われる︒
﹃欲しない﹄と︑
人から愛される︒

親が勉強していないと︑
子どもに
﹃勉強しなさい﹄と
言ってもたぶん届かない︒

2
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After

Before

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. ベルのシンボルマークであ

感動
サービス

7 〜 10 日

愛と感動

お客様
第一主義

答えは、

B

はい！
よろこんで！

A
C

B
D
D

はい！
よろこんで！

るアイキャッチ。下記 4 つ
のうち、どれが正しいアイ
キャッチでしょうか？
でしたね♪

今日は、ベルのアイキャッチ、コーポレートスローガンがテーマでした。このコー
ポレートスローガンの意味は、お客様からたくさんこの言葉（フレーズ）を言っ
てもらえるよう仕事に取り組みましょうというものです。常に『ありがとう』の
向こうにある『そこまでするか！』『さすがプロ！』を目指して一緒に頑張って
いきましょう！
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そのスポッターの使用を
今すぐ中止してください
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♪問題♪
ハイターの使い方で正しいのはどれでしょうか？ ( 正解 2 つ )

A 長くつければつけるほど白

B 希釈をしたら人体の消毒に

C 酸性のものとまぜると有毒

D 日常清掃に使う時の希釈倍率

くなる

ガスが発生する

も使える

は 200 〜 250 倍

( モップのつけおき。手すり拭き )

親愛なる皆様。寒い日が続いてますが、いつもご尽力頂きありがとうございます。
今月も実際に現場で実践してくださっている 3S をご紹介します。

①

②

③

この現場の道具置場は、お客様とスペースを共有している（専用の道具置場がない）
ため、限られたスペースに清掃道具を収納しなければなりません。また、お客様
の道具と混在しないようにしなければならないため、必要最低限の道具しか置く
ことができません。モップやデッキブラシなどは壁掛けにし ( 写真②）、タオルは
色ごとにカゴで分類 ( 写真③) をしています。タオルのラベルには、色だけなく清
掃する場所も記載されているため、誰が見ても分かりやすい表示です。
さて、
この道具置場でもう一つチェックして頂きたいポイントがあります。それは、
道具がとっても清潔なことです！毎日清掃に使う道具を綺麗にすることも 3S 活
動の 1 つです。モップは真っ白、柄やモップ絞り器にも汚れがついていません。( 写
真①③) 道具の清掃は毎日の積み重ねが重要です。皆さんと一緒に仕事する道具
たちを清潔な状態に保てるよう、道具の清掃も忘れなく行って下さいね☆

6723آ
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日本鳩対策センターより
書籍「鳩対策の基本」を出版しました！

11 月 15 日に【鳩対策の基本】を出版しました。( 発
行：クリーンシステム科学研究所 )

主に鳩対策認定アドバイザー講習のテキストとして
使用していますが、ビルメンテナンスや建設業界、
不動産会社や事業所などで鳩対策に悩んでいる人
にもアマゾンで販売する予定です。

鳩の生態や対策・糞の清掃方法など、基礎が詰まっ
ていますので、もし購入されたい方がいらっしゃい
ましたら、是非ご連絡ください！もちろん施工のご
相談も受け付けております。
1 冊：2,000 円 ( 税抜 )

ŵŵݙႂˢȴȥɀȐŵŵ

11 月に東京西がクリーンエキスポ、鉄道技術展に、大阪がマイビジネスフェスタに
出展しました！

鉄道展では、鳩対策センターのブースが大盛況しており、まだまだ鳥害対策で当社の
ことを知らない企業様が多いことを痛感しました。

大阪の展示会では、今回初めて商工会の開催の展示に出展しましたが、関西の企業
様がたくさん来場していただき、地域密着型の素敵な展示会でした。京都の加盟店
様も応援に来てくださったお陰で、お客様をたくさん集客できました！
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※一般的に知られているお雑煮をご紹介しております。同じ土地でも地域や家柄で異なる場合が多くあります。

࿁߅ ޔᱜࠦ࠽ߣ߁ߎߣߢో ޔ࿖ߩ߅㔀ᾚߦߟߡ⺞ߴߡߺ߹ߒߚ㧋ߘߩਛߢ߽․
ߦ᳇ߦߥߞߚ  ⒳㘃ࠍߏ⚫ߒߚߣᕁ߹ߔڏ
㚅Ꮉ⋵㧤ࠎ߽ߜ㔀ᾚ

ᣂẟ⋵㧤ⷫሶ㔀ᾚ

ᾚᐓߒߢߛߒࠍߣߞߚ⊕ཬ┙ߡߩ᳝ߦࠎ߽ߜࠍ
ࠇ ޔ㕍ᶏ⧡ࠍᝄࠆઁ ޕᣇߩੱߚߜ߆ࠄߪ࡚ࠡ࠶ߣߐࠇࠆ
ߎߣ߽ᄙ߇⼝ޔጘੱߦߣߞߡߪߧࠄߥߪߡߊߥޔᱜߩޕ
⍾♧߇⾆㊀ߛߞߚᤨઍߡߖ ޔᱜߩ߅㔀ᾚߪ⿃ᴛߦ
ߣߞߚవੱߚߜߩ᳇ᜬߜ߇ߎࠄࠇߡࠆߘ߁ߢߔޕ

⽕㔐Ꮺߢ߽ࠆᣂẟߢߪ ޔᱜߩߚߩ㘿ߟ߈߿Ⴎ
ࠩࠤࠅߥߤߪ ޔනߦ ࠍ߁ߘߜߏߩ ޠࡂޟࠆߣ߁ߛߌ
ߢߪߥߊ ޔ౻ߩߚߩḰߢ߽ߞߚ↥ߩࠤࠨ ޕߢ
߽ࠆᣂẟߢߪ߅ ޔ㔀ᾚߦ߽ࠨࠤߣࠗࠢ߇⊓႐ߔࠆኅ߇
ᄙߘ߁ߢߔޕ

ᅈ˟ᝡྂѣ
ׅӓཞඞإԓᲢ ໜᲣ

ƜƏƍƬƨǋƷǛѪᨼƠƯƍǇƢŬ
ų


̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷ᳡āႸ ᳡
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷų᳡āႸų᳡
ơȏǬǭᲷ āႸ  ᲢႸਦƤ  ࠰ЎᲣ


ʻஉƷӓᨼ
̅ဇฎǈЏžଐஜЏſᲷ
̅ဇฎǈЏžٳЏſᲷ
ųųơųȏųǬųǭᲷ

ΊΞ͵Ͳ
ɻΏΘ͑ʄ

Ŧ̅ဇฎǈЏ
ųෞҮǛƞǕƨ̅ဇฎǈƷЏǛᲫǭȭᨼǊǔƱኖ  όᲛ
ųèٳЏƸଐஜЏƷᲬ̿Ʒ̖͌ƕƋǔƦƏưƢŵ
Ŧơȷச̅ဇƷȏǬǭ
ųȏǬǭ  Ტኖ  όᲣưஇᝢޖǁƷૅੲᲫȵஉЎ

ЏȷȏǬǭ੩̓ƴƝңщ᪬ƍƨႏƞǇ

᳡
᳡
 

൦᧓၏ᨈƞǇųɶဋ܇ƞǜ
ଐஜϬ༏ಅȻƞǇ

ų

Ɲңщ᪬ƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ų
èƓᫍƍèų̅ဇฎǈЏǛݥለƔǒЏǓᩉƢᨥŴЏƷԗǓƷǮǶǮǶᢿЎǛЏǓᓳƱƞƣŴԗǓȟȪᆉࡇസƠƯɦƞƍŵ
ᲯȟȪƕᩊƠƍئӳƸŴԗǓǛٻƖƘസƠƯǋǒƬƯኽನưƢŵЈஹǔᨂǓƞƤƯ᪬ƖƨƍƱ
࣬ƍǇƢƷưŴƓ᧓ǛƓੑƚƠǇƢƕƝңщǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

御礼のはがきをいただきました！
使用済み切手やはがきを寄付している認定
TPO法人テラ・ルネサンス様より御礼のはがき
をいただきました！切手やはがきは南スーダ
ンの子どもたちにペンやノートを届ける支援
につながっています！寄付したものが、生活に
役立つものに変わり使っていただけることを
有り難く思います。
これからも、寄付を続け支
援を行っていきますので皆様のご協力をよろ
しくお願いします。

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
14

奥 斗志雄
7

奥 斗志雄

株式会社 ベル

代表取締役

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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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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素敵な仲間のご紹介をお願いします。
【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。

編集者後記
今年も1年ありがとうございました。
『あっ』
という間の１年でした。
今年を振り返って言葉にしてみると、2017年の言葉は良い意味でも悪い意味でも多忙の
「忙」
でした。良い意味では、今年は今まで行った事のない場所へたくさん旅行に行きま
した。悪い意味ではやりたいこと、やるべきことがたくさんあるのに、上手く進められず中
途半端に終わってしまったこともあり、不完全燃焼の１年となりました。みなさんはどの
ような１年でしたか？来年は、今年学んだ５Sを取り入れ、仕事の棚卸、業務改善を行い、
業務の時間短縮を図り、過ぎ去るのが早い１年を少しでも有効に使えるように取り組んで
行きます。2017年も皆様に支えられ無事に終える事が出来そうです。本当にありがとうご
С˺ᎍ
С˺ᎍ
ႆᘍᎍ
ዻᨼᎍ
ざいました。心より感謝申し上げます。
残りあと少しですが、怪我やインフルエ
ンザに気をつけて、楽しいお正月をお迎
ᡈᕲ ᑈ܇
え下さい。
山崎知子
‒ښ૯࣓ᨺ
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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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