3 月 17 日 ( 土 ) に
キーパー新人研修を
実施しました！
4 月から新たに始ま
る現場のキーパーさ
ん 19 名が参加。い
つも以上に活気あふ
れる研修になりまし
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。

親愛なるみなさまへ
お元気様です。
春が訪れて来ましたね。本社前の桜並木道の桜は、ほぼ満開になっています。
26 期末、そして新年度を迎える準備で慌ただしい日常において、桜のおかげで心豊かに
ほっこりとした気持ちになります。有難いですね。
さて先日、日本ビルメン経営品質協議会のメンバーの株式会社ワタナベ美装「創業 50
周年 笑声で HAPPY 大感謝祭」に出席してきました。
働く人を大切にする経営を行っている渡邉社長は、1000 年企業を目指すといわれてま
した。この時間軸、とてもいいですね。
渡邉社長は、北九州市で美容室を中心に多角的な経営を行われている BAGZY 久保社長
の門下生として毎月学びにいかれています。第一部は、その久保社長の基調講演でした。
とても素晴らしい内容でしたので、ご紹介させていただきます。
スーパーカリスマ美容師である久保社長は、何万人という人を ( 女性がほとんど )40 年
の歳月で見てきた。そして、若い時と現在のお年をめされた女性に、大きな違いを感じ
取ることがある話でした。
それは、仕事をしている女性は、いつまでも若々しくてお若い。
それは、頭を使うから。脳を活性させるからそのような事になっているのだと。
[ 仕事をする人は三つのタイプ ] に分かれる。
「言われたこともできない人」・・・論外
「言われたことだけできる人」・・・疲れやすい、やらされ感があるから
「自ら考えて動く人」・・・若々しい、頭を使い主体的に働くから
自ら考えて仕事をすることは、とても素晴らしいことなんですね。
そこで、大切な 4 つのこと
1.「仕事に誇り」を持つ
誇りをつける三段階
①最高の仕事をやる スキル ( 技量 ) を身につける プロとして最高の仕事をする
②自分の仕事を好きになる ( 目の前の仕事を好きになる )
好きな仕事を探すのではない、目の前の仕事を好きになること
①②を行えば、やらされ感がないので、疲れなくなる
③仕事を楽しみましょう
「知・好・楽」…知っていることは素晴らしい。でも好きになっている人にはかなわない
しかし、楽しんでいる人にはかなわない
仕事は人生の 80% 楽しくやりましょう
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2. リスクをパワーに変える
リスクは愛です。
例えば、働く人を楽にするための設備投資は、リスクではない「愛」です
親の介護も同じ。親の介護はリスクではない。自分が頑張れる「愛」です
3. 相手の喜びをひらう 人の喜びをひらう
①人の名前を憶える
②ひとは、手間をかけてくれることが好き 手間を楽しみましょう
③相手の立場になれるか 相手の気持ちになっているか、気持ちになっているつもり
ではダメ
④自分の気持ちは、自分で良くする ( 自分の気持ちは、自分でとる )
セルフコントロール 1) 早起き
2) 香り
3) 音楽
4) 縁起かつぎを重ねていく
4. お役立ちの精神

こうしたら役に立てているかな
自分の心が強くなる 心がきれいになる
お客様の役に立つ→例えば、カットに来ているお客との会話で、
お客様 :「ランチは、パスタが食べたいなぁ・・」と会話
お店 : 近隣のおいしいパスタのお店情報を提供、そのうえにお店
の予約までお手伝い
自転車に乗ってきたお客様に、帰りやすいように前輪を帰りの方
に向ける
タイヤの空気が減っていたら、空気を入れる。チェーンに注油する

すごいですね、そこまでするかです。
いかがでしたか。素直にこの四つを意識して行い最高の働き方にして、お役立ちしてい
きましょう。
最後に、夢アンケートの返信ありがとうございました。おひとりお一人の内容をしっか
り拝見します。また、お返事もしていきたいと考えています。
では、21 日の全社員大会でお会いできること楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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〜日本一の感動企業を目指して〜
平成 30 年 3 月 23 日 ( 金 )

於：株式会社ベル

多目的室

3 月 23 日 ( 金 ) にベル本社にて、27 期経営
方針発表会が開かれました。これまで経営方
針発表会と全社員大会は同日に行っていまし
たが、今年よりそれぞれ別日程で、全社員大
会は『感謝の集い』として開催することとな
りました。経営方針発表会には、株主をはじ
めとして、ビジネスパートナーの金融機関様、
協力会社の皆様が未来のベルを見るため
に、ご来社いただきました。準備に沢山の
時間をかけ、直前までリハーサルを重ねて
迎えた当日。社長による 27 期経営方針に
加え、各事業部毎 ( ビルメン事業部・鳩対
策事業部・アップフロント・きらめく 5S
学校・日本鳩対策センター・トルネード )
から、事業計画と熱く、強い思いをお伝え
しました。ベルの輝く未来を皆様と共有す
る最幸の時間を過ごすことが
でき、27 期はより一層飛躍
の一年にします。( 次ページ
に事業部の事業計画を記載し
ています ) 来月は感謝の集い
です。従業員の皆様が笑顔で
楽しい時間を過ごせるよう、
気合入れて準備していますの
で、楽しみにしててください。

大家族主義経営を軸
に従業員・お客様・
地域社会が幸せにな
れる会社

強固な組織体制の
確立
( 株 ) ベル 鳩対策事業部
常務取締役 中明 克之

( 株 ) ベル ビルメン事業部
取締役事業部長 武岡 伸幸

鳩対策事業部の 26 期売上
げは前年比 103％。
ビルメン事業部の 26 期売上は前年比 101.5% 鳩対策事業部の 26 期売上げは前年比 103％。
の実績予測。27 期は、
『大家族経営を軸に従 26 期の課題「組織体制」を 27 期には強化し
業員・お客様・地域社会が幸せになる会社』を ていく。27 期スローガン『強固な組織体制の
テーマに取り組む。その中で【顧客深耕】【人 確立』人員を増やすのではなく、今の社員や
と組織】
【独自能力】
【社会貢献】
の 4 つの視点で、 施工パートナー様が最高のパフォーマンスを
仕事をする。
【顧客深耕】では、限られた戦力 発揮できる環境を作っていく。具体的な取り
で最大限にお客様を大切にするため、個客区分 組みとして、教育研修による営業スキルアッ
別の戦略、売込まない深耕活動を行う。全ての プ、施工管理技士の資格取得、高水準な安全
取組みを通して、
お客様にお役立ち ( 環境改善 )、 基準の確立、施工パートナー様との連携強化
たくさんの happyCall が集まり、口コミ・紹 を 挙 げ る。ま た、神 奈 川 出 張 所 を 出 店 予 定。
介で感動を繋げていきたい。
鳩対策事業部がベルシティの中核を狙う。
ベルで働く全ての人が
楽しく働きやすい環境
づくりをする
＋
BELL を支えるバック
オフィスづくり
( 株 ) ベル アップフロント
マネージャー 山崎 知子

26 期はベルで働くすべての人が楽しく、働き
やすい環境を作る活動を実施。採用活動の強
化、評価制度や賃金制度の準備、福利厚生を
充実させた。27 期は引き続き採用強化とブラ
ンド力向上、従業員・お客様の満足度を向上
させていく。また更に、士業 ( 弁護士・労務士 )
と連携することで、管理体制の強化を行う。

日本一のブランド力
と実力を兼ね備えた
会社になるための第
一歩
日本鳩対策センター ( 株 )
リーダー

近藤

舞子

web からの問合せを含む本部からの紹介件数
が減少したことにより。6 期は前年に比べ減
収減益の予測。10 期には ( 株 ) ベル鳩対策事
業部と合併を予定。5 年後の 11 期の売上 9.7
億円を目標に、7 期は【ホームページ改修】
【商
品販路の発掘】
【加盟店支援の強化】を行い、
売上増加を狙う。

ウェブマーケティング

モノではなく人に焦点を

パートナーとして適切な

あてた 5S 活動を支援

判断と提案を。
( 株 ) トルネード ＣＭＯ 中谷倫也

一般社団法人きらめく 5S 学校
アシスタントリーダー 大橋美都里

ベルのパートナー企業として、
2017 年 5 月 25 日にきらめ
常に最新の技術やツールの取集や判断をし、 く 5S 学校を開校。既に 43 名の卒業生を輩出。
ベルブランドが向上する提案を行いたい。
5Ｓの学びと活動で企業を支援していく。

早く仕事を覚えて
一人前に活躍できる
存在になりたい

アップフロント
遠藤 唯
新入社員のお仕事密着取材の最終回は、アップフロントの遠藤唯さんで
す！ 1.2 回と遠藤さんが取材してましたが、今回はまだ若手でいたい近
藤がインタビューを担当しました☆
②

ᐢႎߩ߅
遠藤さんは、ベルの広報を担当

しています。広報とは、社内報、
取材、HP の更新など社内外への

情報発信や、ベルブランドを作

る仕事です。取材に行くときは、
体 よ り も 大 き い？！カ メ ラ を

もって全力で取材をしてきます。
①

③

③キーパーさんに送るバースデーカードのデザインは遠藤さ
んがおこなってます。2018 年度はどんなカードかな？！

遠藤さんの素敵な笑顔パワーは
みんなの心を鷲掴みします！
( 写真①②)

ੱߩ߅
学生へのオファーやコンタクト、説明会の開催、面接、
採用活動の全てを任されている遠藤さん。親身になっ

て学生と話をする傍ら、合同説明会では堂々とカッコ
よくスピーチ！ギャップが素敵です♪( 写真④)

④

ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ᵴേ
プロジェクト活動では、3S 委員
会、イベンティ、全社員大会委
員に参加しています。仕事だけ

でなくプロジェクト活動にも熱

い 遠 藤 さ ん。体 は 小 さ い け ど、

⑤

⑥ パワーは 1 万馬力なんです！

⑤⑥3S 委員会で、社内ウォッチングを行っている遠藤さん。
とても真剣な表情をしています。

遠藤さんのお仕事アイテム。ノートは仕
事内容ごとに分け、何度も見返したり追
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ࠕࠗ࠹ࡓ

記した努力の跡が沢山ついていました。
すぐメモが取れるよう、ペンはいつも胸
ポケットに。スヌーピーの My マグカッ
プは 4 年以上愛用しているそうです☆
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私は遠藤さんと広報の仕事を一緒にしていますが、この取材を通し
て、新しい遠藤さんを発見することが出来ました！更なる成長と活
躍を期待してます☆今回、密着取材に応じてくれた中本くん、樋口
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くん、遠藤さん。また、先輩方。ご協力いただき本当に有難うござ
いました。

近藤
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3 月ボランティア活動
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(月) 自力整体
(水) キーパーサポート月初ミーティング
(金) JPCC加盟店フォーラム1日目
(土) JPCC加盟店フォーラム2日目
新人若手研修
入社式
2.3.4月誕生日会

9
10

(月) 自力整体
(火) スマイルミーティング
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(日)

3

(火)

7

(土)

8

(日)

10

(火)

14

(土)

15

(日)

19
20
21

(木)
(金)
(土)

22
23
27
29

(日)
(月)
(金)
(日)

リーダーミーティング
全体ミーティング
13
17
18
21
23

(金) ボランティア清掃
(火) 大阪3S実践会定例会
(水) 方山さん誕生日
(土) 全社員大会

25

(月) 自力整体
(水) 人づくり勉強会

27

(金) ボランティア清掃

Kビル・Aビル(床)
O社本社(床)
F南ビル(床)
D社(床)
R小坂(床)
Rメゾン(床)
Y社ITF・Ⅱ(床)
Iビル(床)
R社(床)
Yクリニック(床)
R新深江(床)
A社(床)
S社(G)
T社(床)
Eビル(床・G)
O社本社(床)
Z組合(床)
M社(1F事)
M社(3F事・1~4F階・2~4廊下)
Y社本社(床)
C社(床・カ)
Tクリニック(床)
S社(床・G)
S社(フィ)
S社(床)

ਃ⅙࢘⅙ᎍ⅙
前田さん
中島さん
藤井さん
本田さん、古家さん
田中トシ枝さん
柴尾さん
藤木さん、西由里子さん
斎藤さん
渡辺ニ三子さん
石田さん
柴尾さん
木下さん、河野さん
長谷川さん、川田さん、河合さん、里倉さん、平山さん、片岡さん

東谷さん
岩永さん
中島さん
鈴木勝美さん
白河さん
白河さん
金好さん
鈴木美代さん
小倉さん
田所さん
長谷川さん、川田さん、河合さん、里倉さん、平山さん、片岡さん

平田さん
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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
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߹ׅሁƷᨥƴƓܲಮƔǒ
ųųųųųųųųųųųųᙔǊǒǕǔƜƱŵ

お客様名：S 医院様から西岡さん、金田さんへ
お世話になります。この旅は空気清浄機の清掃ありがとうございました。
寒い日が続きますのでお身体気を付けてお仕事なさってください。
お客様名：M 医院様から塩谷さんへ
今回のワックスは、スタッフ全員が とても光っていて綺麗でと話しておりまし
た。これからも今回の方法でお願いします。ありがとうございました。
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☆今月のトルネード賞☆

ʻஉƷɟӟ

この一年間で︑京都を訪れホテルに宿泊する観光客は︑日本人を抜いて︑
訪 日 外 国 人 が 四〇．三 パ ー セ ン ト に な っ た︒こ ん な 時 に 必 要 な の は︑
﹁試
験に合格するための英語﹂ではなく︑﹁仕事で使える英語﹂
︒YOU達と関
わる社会人の先輩達は︑キャリアを積み上げていく過程で英語︵コミュニ
ケーションの道具︶を︑どのようにして︑いかに学び︑それぞれの仕事に
役立ててきたか︒
井之上パブリックコーポレーションズの横田和明さんは︑最初に就職し
た大手住宅メーカーで︑英語を使った経験は﹁展示会に外国人が訪れた数
回程度﹂だった︒転機が訪れたのは︑4年目に現在のPR会社に転職した
時 の こ と︒﹁英 語 は 下 手 だ け ど 提 案 が し っ か り し て い る と 信 頼 し て も ら え
る よ う に な っ た︒
﹂特 に 心 が け て い る 教 材 と し て︑ド ラ え も ん は︑英 語 の
漫画本を持っているほどの熱烈なファンで﹁外国人とドラえもんについて
話し出すと時間が経つのを忘れる﹂とのこと︒格好の英語会話の教材となっ
て い る︒洋 画 の 言 語 版 を 繰 り 返 し 同 じ シ ー ン の セ リ フ を 完 全 に 覚 え た り︑
その台本︵言語︶を日常会話に取り入れたりする方法が色々とあるようで
す︒

今月のトルネード賞は、西岡さんが受賞し
ました！受賞した記事は 2017 年 5 月 15 日
に作成された、
「実は間違っているかもし
れない清掃道具の使い方！」です。半年以
上前にアップされた記事ですが、読まれた
ことありますか？西岡さんの得意なイラス
トを交えたクイズ形式の清掃道具の使い方
が紹介されています。まだ見ていない人も
一度見た人も、是非もう一度見てくださ
い！とても勉強になります☆☆
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いつもありがとうございます。今月はキーパーさんが実践いていた 3S のご紹介と、
その道具の作り方をご紹介させていただきます。
グリンモップ ( 床用モップ ) にゴミ取り用のブラシを
セットしたアイディアです。どうしても除塵をして
ゴミを集めている際、モップに埃が溜まり、作業効
率が落ちてしまいます。溜った埃をブラシで適宜に
除去することで、効率を落とすことなく作業が出来
ます。100 円ショップのグッズで簡単に作ることが
出来るので、是非皆様もやってみてください。それ
では作り方をご紹介します！（本社で実際に作って
みました！）
使う材料

作り方
①

眼鏡ケース

マジック
テープ
ゴムひも

☆全て 100 円ショップで
購入できます！

②

まず、眼鏡ケースに穴を
あけ、ゴム紐を通します。
ゴム紐はモップに付けれ
る位の長さで OK です。

③

眼鏡ケースの下をマジックテープで固定
します。ケースが動かないよう、しっか
り固定してください。

ゴム紐を取り付けた眼
鏡ケースをモップに取
り付けます。ゴム紐を
柄に結びましょう。

④

完成です☆☆作り方が分からない
場合は、遠慮なく本社に連絡して
ください！
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パイプを設置
しました！

After

Before
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先月号のクイズの答え
A A床

ガラス
B B

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. メラミンスポンジを使用し

A

C7Cステンレス
〜 10 日

答えは、

DDD体

てよい場所は？
でしたね♪

C

メラミンスポンジは、メラニン樹脂でつくられているため、素材はとて
も硬いという特徴があります。フワフワした触り心地ですが、実は汚れ
を削り落としているので、床に使うと汚れだけではなくワックスまで削
りとってしまいます。また、ガラスは使い方を間違えると傷をつけてし
まうので、使用しないでください。当たり前ですが体にも使えません。
正しい使い方を守って、使用しましょう！！

ひな祭りとは？

ひな祭りのふしぎ発見

ひな祭りは、3 月 3 日に行われる行事で、
「上巳の節句」「桃の節句」とも呼ばれる 5 節句の一つです。
江戸時代から、女の子の行事として一般的に祝われるようになったといわれており。雛人形や桃の
花を飾り、ひなあられや白酒などをお供えして、女の子の健やかな成長を願います。
ひな人形の意味・由来とは？
平安時代、貴族の女の子の間で、
「ひな遊び」と呼ばれる紙人形を使った遊びが行われていました。お
ままごとに近いこの遊びが発展し、飾って鑑賞することを目的とした人形も作られるようになり、そ
の後、
「ひな遊び」と前述のお祓いの風習が結び付いて雛人形が生まれました。江戸時代になると、雛
人形は、より豪華なものになり、ひな祭りとして定着したそうです。
桃の花を飾る理由とは？
雛人形と一緒に飾る桃の花。春の訪れを知らせてくれる女の子らしい花ですよね。
桃の花も、元もとのルーツは中国にあり、古来より、長寿や魔除け、厄払いのパワーがあるとされて
きました。中国の陰暦で 3 月 3 日は、桃の花が咲く時期だったため、ひな祭りに桃の花が飾られるよ
うになりました。
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●社長より：飯田さん、
インフルエンザは、つらかったでしょ
う。健康一番ですね。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：飯田さんいつもありがとうございます。体に
気をつけて今後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。今年は本当
に流行しましたね。身体に気を付けてこれからもよろしくお
願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：元気が一番！ですね。現場も綺麗に
していただき、有難うございます。
これからも益々ご活躍下さ
い。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！今年のインフルエ
《現場であった嬉しい事》
バレンタインデーの時、チョコのおすそわけ ンザの猛威は恐ろしかったですね。体調管理をしててもかか
る方は多かったです。お客様よりバレンタインチョコ頂くなん
を頂きました。
て羨ましいですね！(*´▽｀*)これからもよろしくお願いしま
す！
●金田より：飯田さん、お便りありがとうございます。お客様
とも良好な関係を作って頂きありがとうございます。
◇◇◇飯田 多恵さん◇◇◇
私がインフルエンザの時は、会社にご迷惑を
おかけしました。
私の代わりに仕事をして頂いた八尾さん、金
田さんありがとうございました。
2種類のモップを新しいモップに取り替えて
頂いたり、本館男子トイレのフタも真っ白に
なっていました。本当にありがとうございまし
た。

●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◇◇◇
八尾さん、いつもお手紙有難う御座います。 胡蝶蘭の花は咲きましたか、難しいのに凄いですね。
これ
ワンちゃんの絵優しそうなワンちゃんですね。●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。
から綺麗な花の季節ですね。私は花粉と戦い中です。
これか
資材届けて頂きまして有難う御座いました。 らも宜しくお願いします。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：ようやく冬が終わりを告げそうですね。今
また、春になれば忙
6F食堂の床、黒ずみや、取れにくいヒールマ 年の冬は特に寒かったように感じます。
しくなりますが、お体に気を付けてよろしくお願いします。
ークや傷が増えてきました。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：胡蝶蘭！やりましたね！なかなか難し
又定期清掃の時に確認してくださいね。
いのに見事です。やはり心こめ、愛を注ぐ小泉さんの想いが
あるからこそでしょ
うね！私も少しは見習いたいものですが
サンワ様から頂いた胡蝶蘭の花、つぼみが大
笑ってごまかすしかないかな？感謝です。
きく膨らみました。
●西岡より：いつもありがとうございます！胡蝶蘭の写真拝見
3月には花が咲くでしょう？
しました！胡蝶蘭は難しいと聞いていたのでとても感動しま
(写真は大きく膨らんだ胡蝶蘭の蕾です。)
した！花が咲いた写真も楽しみにしています(*´▽｀*)
2月は今日で終わりです。早かったですね。 ●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。いよいよ
春ですね。季節の変わり目ですので、体調を崩されませんよ
うにお気を付けください。
◇◇◇河野 和子さん◇◇◇
いつもお世話になっています。
ハンディ掃除機とても楽をさせて頂いていま
す。本当にありがとうございました。
これからもお仕事頑張りますのでよろしくお
願い致します。

●社長より：河野さん、良かったです。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：河野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：少しは作業がやりやすくなってよかったで
す。
また何か困ったことがあればいつでも言ってください。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：作業がやりやすくなって何よりです。
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！また困ったことが
あればお知らせください！
●金田より：河野さん、お便りありがとうございます。作業中
の負担が軽減できて何よりです。
これからもよろしくお願い
いたします。
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●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◇◇◇
春らしい気候になり過ごしやすくなりました。 願いいたします。感謝です。
又、花粉の季節でもあります。新しい現場の ●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。他物
仕事を少しお手伝いさせて頂きますが会社 件協力頂きありがとうございます。お蔭で助かりました。今
によって色々とこまやかなことがあることに 後とも宜しくお願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：岩永さん、お手伝い頂きありがとうござい
びっくりしています。
また、西岡さん色々とご指導していただきあ ます。いつも快くお返事いただけるので感謝しております。
りがとうございます。電話やメールをしてもら ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：この度はプラスワンを快く引き受け
て下さり、ありがとうございました。
さすが(*^^)v有難い限り
い反対に迷惑をかけたように思います。
これからもどうかよろしくお願い致します。感謝です。
次の日は津田さんありがとうございました。 でした。
●西岡より：ご迷惑なんて滅相もございません！プラスワン
お手伝い下さりありがとうございます！快く引き受けてくだ
さりありがとうございます！これからも手伝って頂けるときは
お助け下さい<(̲ ̲)>
●金田より：岩永さん、お便りありがとうございます。
プラス
ワンの対応を引き受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いたします。
◇◇◇中田 豊さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様お世話に成っていま
す。お仕事お疲れ様です。
最近インフルエンザが流行していますので
体調管理に心掛けて下さい。

●社長より：中田さん、いつもお心遣いありがとうございま
す。中田さんも、健康に充分ご留意ください。感謝です。
●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。今年
は本当に寒かったですね。やっと春の陽気になりました。
こ
れから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。中田さんも
サポーター 津田様、2月8日(木)N住宅3棟の 身体に気を付けてよろしくお願いします。
現場へ巡回に忙しい最中有り難う御座いまし ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：やっと寒さもひと段落となり、少し過
た。
ごしやすくなるかと思います。中田さんのパワーでこれから
も風邪に打ち勝ち！ご尽力よろしくお願い致します。感謝
●西岡より：いつもありがとうございます！寒さが和らいでき
ましたので作業がしやすくなったのではないでしょうか。
こ
れから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。いよい
よ春がやって来ますね。季節の変わり目ですので、体調を崩
されないようにお気を付けください。
●社長より：大宅さん、大変お世話になりました。
ありがとうご
◇◇◇大宅 伸彦さん◇◇◇
ざいました。
Ｆ様の現場を完了しました。
親しくしていた住民の方から餞別のお菓子を ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：大宅さんいつもありがとうございます。次の
頂戴し、
また別の家族の方にお別れの挨拶を 物件でも宜しくお願いします。
していると、幼稚園(インターナショナルスク ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：色々と大変な現場でしたが、最後まで支え
これからもよろしくお
ール)に通っている男の子は泣き出してしま て頂き本当にありがとうございました。
いました。目もとが少しうるっとくる体験させ 願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：最後まで責務もって取り組んで頂い
ていただきました。
たからこそですね。
これからはまた新たなるチャレンジとなり
ますが、今後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！このお便りを見て
私もウルっとしました。素敵なお話ありがとうございます！
●金田より：大宅さん、お便りありがとうございます。最後まで
ご尽力くださりありがとうございます。新しい現場でもご活躍
されることを楽しみにしております。
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◇◇◇前田 純美枝さん◇◇◇
●社長より：前田さん、5人のお孫さんですが、幸せいっぱい
社長様、ベルの皆様お世話になっております。 ですね。いいですね⤴
お誕生日プレゼントありがとうございました。 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：前田さんいつも有難うございます。
プレゼ
さっそくつかっております。
ント喜んで頂き嬉しいです。いつもお気遣い有難うございま
皆様のメッセージもうれしく読ませていただ す。
これからも宜しくお願いします。
きました。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お誕生日、
そしてお孫さん誕生ダブルでお
1月3日に孫がうまれました。5人になりました。 めでとうございます！前田さんも身体に気を付けて、
これか
これからも孫たちにパワーをもらって体がつ ら益々のご活躍を期待いたします。
づくかぎりがんばりますのでよろしくお願い致 ●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。お孫
します。
さん！5人ですか？まだまだお若いおばあちゃまですね(^^)/
これからもどうか宜しくお願い致します。有難うございます。
●西岡より：いつもありがとうございます！改めてお誕生日
おめでとうございます＆お孫さんご誕生おめでとうござい
ます！ダブルでおめでたいですね！これからもよろしくお願い
します！
●金田より：前田さん、お便り有難うございます。お孫さんの
誕生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。
●社長より：柴尾さん、素晴らしい取り組みをありがとうござ
◇◇◇柴尾 久夫さん◇◇◇
ご無理なさらない程度によろしくお願いいたします。
私自身の受け持ちの3か所のマンションの45 います。
感謝です。
ℓのゴミ袋の使用数の統計を10か月(H29.5月
~H30.2月)取ってみました。年間にどれくらい ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：柴尾さんありがとうございます。分析ありがと
うございます。助かります。
これからも宜しくお願いします。
使用するか、私自身分からなかった為。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより
：
拝見いたしました。
コツコツと調べて頂き、
出来るだけ使える物は使う様にして、支給品の
枚数を減らす努力をして見ましたが、
自分が思 ありがとうございます。少しでも改善していく姿勢が本当に素
っていた以上に使用していました。今後、
この 晴らしいです。継続して成果がでると嬉しいですね。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：さすがです。
自らここまでやって頂け
データを基に減量に努めたいと思います。
るとは驚きと感謝ばかりです。
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！柴尾さん
が送ってきてくださった統計表見た時本当に驚きました。脱
帽です。
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。
自ら率先
して考えて行動される姿に感謝いたします。
これからもよろし
くお願いいたします。

◇◇◇中西 好子さん◇◇◇
クイズ答え：A−②、B−③、C−④、D−①

●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。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもクイズの参加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。
●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。
●西岡より：いつもクイズ参加くださりありがとうございま
す！中西さんが毎回参加くださっているのがとても励みに
なります！これからも頑張りますのでいつまでもご参加くだ
さい(*´▽｀*)
●金田より：中西さん、
クイズの参加ありがとうございます。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

◇◇◇大西 陽子さん◇◇◇
先にお願いしましたように、3月5日よりお休み
させて頂きます。
大変ご迷惑おかけしますが、
どうぞよろしくお
願い申し上げます。
なるべく早く出勤できる様に心掛けます。
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●社長より：大西さん、おめでとうございます。人生の喜び
が一つ増えましたね。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：大西さんいつもありがとうございます。楽
しみですね。お帰りをお待ちしております。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：しっかりとサポートしてあげてください。
戻ってこられるのを心待ちにしてます！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：無事、出産おめでとうございます。
大西さんがおばあちゃまってのは？？？て感じです。
もっとゆ
っくりされたかったでしょうが、現場を想い早々に帰ってき
てくださり、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！大西さんのお帰
りを待っていますので！
●金田より：大西さん、お便りありがとうござます。お孫さん
の誕生おめでとうございます。お休み中に、
「大西さんは？
辞めたの？」
と多くの従業員様が心配して声を掛けてくださ
いました。
日々の頑張りが伝わっていて嬉しかったです。

●社長より：濱口さん、何かとありましたね。関係を深める
◇◇◇濱口 宏子さん◇◇◇
先日は、清掃資材のお届け頂きありがとうご チャンスだったと思います。
起こることは、すべてチャンス!!
ざいました。
2/26(月)にまさかのそうじ機がこわれてしまい ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：濱口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？何かあればいつでも本社スタッフ
ました。
これからも宜しくお願いします。
すぐ金田さんに連絡し指示して頂きました。 に相談下さい。
これからも
この3ヶ月の間、色々ハプニングがあり、
そのた ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。
びベル様や先輩に相談して、教えて頂いてお この調子で迅速なホウレンソウをもとにお客様に喜んでい
ります。いつも的確にやさしい指導に感謝しま ただける仕事をよろしくお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：掃除機が使えないとなるとびっくり
す。
ですよね！でも適切な行動によって回避して頂け有難い限
《現場であった嬉しい事》
りです。お互いさまですから、何かあればいつでも周囲を巻
そうじ機がこわれ、総務の方に伝えたところ、 き込んで！これからますますご活躍下さい。感謝です。
早急に発注かけて下さいました。
●西岡より：いつもありがとうございます！まさかのハプニ
ング！大変お困りになったかと思います。
また何かございま
したらお知らせください！
●金田より：濱口さん、お便りありがとうございます。作業中
に大変だった中で、冷静に連絡して頂きありがとうござい
ました。濱口さんの報告のおかげで助かりました。
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ؾǛᎋƑᘍѣƠǇƠǐƏᲛ ★薬に頼らない花粉対策
3月に入り、気温が上がり過ごしやす
い季節になってきました！しかし…
温かい気候の反面花粉で辛い思い
をしている方も多くいらっしゃるの
ではないでしょうか？今回は、薬に
頼らずエコに花粉を予防できる対
策と花粉症を緩和させる食材をご
紹介します！エコに花粉対策をし、
春を気持ちよく過ごしましょう♪

鼻粘膜の保護と強化の為、外出前後・朝晩・就寝前に馬
油をつけた綿棒で、左右の鼻内壁をマッサージしなが
ら全体に馬油を塗ります。続けることで、粘膜が強化さ
れ薬に頼らず改善につなげることができます！また、外
出の際マスクの間に濡れたティッシュを挟むと効果が
上がります！

★花粉症を緩和させる食材

花粉症を改善するためには、腸内環境を良くする必要があります！
腸は、食べ物を消化・吸収する器官であると同時に、体の中で最も
大きな免疫機関です。腸内環境を整える食材は、
ヨーグルト等の発
酵食品以外にも海藻類、根菜類などの食物繊維が含まれる食品も
挙げられます。食生活を見直し、体の免疫力を高めましょう！
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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
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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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株式会社ベル
全社員大会『感謝の集い』
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編集者後記
いつもありがとうございます。３月も中旬まではまだまだ冬だと思っていたのが、今は春を通り過ぎて夏
が来たような暖かさです。桜も時期を間違えたようで花見の準備をする前に満開を迎えるようです。今年の
夏も暑さが厳しそうなので、今から熱中症対策の準備をしていきましょう。
今月の「新入社員の仕事1日密着」に出演したアップフロントの遠藤さんですが、新人さんだと思っていた
のにもうすぐ入社して1年を迎えます。彼女の素敵なところは、何事に対しても素直で一生懸命。大変そうな
ので手伝おうとしても
「私が引き受けた仕事なので最後までやらせて下さい。」
と言って最後までやり遂げ
る強さもあります。一方で3ｍ先に行く時もダッシュするおちゃめな姿は見てる周りをとても朗らかな気持

ちにさせてくれました。私達にもあんな素直で一生懸命な時代があったなと(笑)そんな遠藤さんも今や人
事担当、広報担当として大忙しの毎日を送っており、私の頼もしき
「相棒」
でもあります。今年も始まった
2019年度新卒採用にバタバタと取り組んでいます。
もうすぐ2020年度の採用へ向けての取り組みも加わり
更に大忙しとなります。今いる素敵なメンバー
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に更に素敵な仲間を増やせるように一丸となっ
て取り組んでいきます。季節の変わり目ですの
で体調崩さないで頑張りましょう！ 山崎知子
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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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