第 26 期最優秀クリーンキーパー賞は
藤川明子さんが受賞されました！
藤川さん、おめでとうございます！

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。

親愛なる皆様
新緑したたる良い季節になりました。
過日は、「第 27 期全社員大会 - 感謝の集い -」に皆さんご参加していただき、誠にあり
がとうございました。感動の余韻もまだ残っていて、各方面から歓喜と称賛のお言葉を
いただいてます。
本社スタッフが心を込めて企画運営した大イベントは、お陰さまで盛会で終了し、感謝
しています。仕事の都合でご参加いただけなかった方、また私用でご参加できなかった
方も次回は調整してご参加していただければと願います。
ご参加いただけなかった方もいらっしゃいますので、お伝えします。
例年は、「全社員大会 経営方針発表会」として開催していた会を今期から「経営方針
発表会」は、3 月に本社で行い、「全社員大会は感謝の集い」とし三部構成としました。
一部は、日ごろの感謝と功績を賞賛する表彰式
二部は、講師を招いて学びと気づきを得る基調講演会
三部は、懇親を深める懇親会となっております。
ここ近年賞賛の文化が、脈々と根付いてきましたので、これから第 30 期に向けてさら
なる発展と、感動企業の中核としての役割を果たすべく、この感動の場を、ご愛顧いた
だいているお客様や社員のご家族にも、ご参加いただく機会を少しづつ作っていきたい
と考えています。
ご参加していただいたベルファミリーの皆さんは感じていただけたと思いますが
社員による手作りの会「感謝の集い」は、ベテラン社員はもちろんですが、入社間もな
い社員も主体となって積極的に行動し、おもてなしの心をもって行動できる組織となっ
てきていると、皆さまも感じていただけたのではないでしょうか。
しかし、今が最高。今が最低です。
今までの蓄積で見れば今が最高ですが、目指す未来から見れば今は最低です。
ベルファミリーひとり一人が、常に日々進化し、仕事の質を日々高め、
「そこまでするか、
さすがプロ」の仕事をお願いします。
目の前の仕事を常に、お客様の立場に立って考えてみて、喜んでいただける仕事を行っ
てください。本気で一生懸命に取り組めば、そこに仕事に対する「誇り」が芽生えます。
お客さまに喜んでいただく、サービスに代わる瞬間です。
今期も皆様とともに最幸の一年にしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ˊᘙӕዸࢫ
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お客様名：O 区役所様から原田所長、吉松さんへ
依頼から施工完了まで迅速に対応いただき大変助かりました。
一般の工務店では提案やアドバイスをいただけないような専門的な意見を頂くこ
とが出来安心してお願いすることが出来ました。
お客様名：A 社様から荒木さんへ
とても丁寧に時間をかけて清掃していただき綺麗になりました。特にこのビルは、
蜘蛛の巣がよくあるのですが、一生懸命にとってくれてる姿をみて、とても感心
しました。本当にありがとうございます。
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 ߩ᧪
日付

4/2 (月)
4 (水)
6 (金)
7 (土)

★4/6.7

出来事

キーパーサポート月初ミーティング
JPCC加盟店フォーラム1日目
JPCC加盟店フォーラム2日目
入社式

★4/7

入社式・2.3.4 月誕生

2.3.4月誕生日会
自力整体
スマイルミーティング
リーダーミーティング
全体ミーティング
13 (金)
17 (火)

ボランティア清掃

18 (水)
21 (土)

方山さん誕生日

23 (月)
27 (金)

自力整体

大阪3S実践会定例会
全社員大会
ボランティア清掃

★4/21

߹ߒߚ㧋

JPCC 加盟店フォーラム

自力整体

新人若手研修

9 (月)
10 (火)

ߎࠎߥ߇ࠅ

全社員大会

ẅẅᵓ உỉʖܭ
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5/7

(月)

9

(水)
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உଐ
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キーパーサポート月初ミーティング

21

(月)

自力整体

自力整体

22

(火)

大阪3S実践会定例会

スマイルミーティング

28

(月)

ボランティア清掃

リーダーミーティング

自力整体

全体ミーティング
11

(金)

ボランティア清掃

12

(土)

3S活動日
合同説明会

14

(月)

自力整体

15

(火)

お客が増える戦略実践講座

ᘍ‒ʙ‒ʖ‒ܭ

★5 月のラッキーアイテム★
カラフルなタオル

汗ばむ季節になってきました！カ
ラフルなタオルを使って、運気を
あげていきましょう！！
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5/5
5/6

(土)
(日)

8
9

(火)
(水)

12

(土)

13

(日)

18

(金)

19
20

(土)
(日)

23
31

(月)
(木)

Y社ITF・Ⅱ
A社
O社本社
F南ビル
D社
R吉田
R長田Ⅰ
R長田Ⅱ
RパートⅤ
Iビル
Eビル
S社
R社
F社
Gマンション
A社
Y社本社
O社本社
N社
Tクリニック
S社

ਃ⅙࢘⅙ᎍ⅙

藤木さん、西さん
西口さん
中島さん
藤井さん
本田さん、古家さん、山崎さん
山中さん
濱崎さん
汚れが気になるところなど
濱崎さん
ありましたら、定期清掃の
白河さん
予定日までに本社へ連絡く
斎藤さん
ださい。
岩永さん
小泉さん
渡辺ニ三子さん
沖さん
熊本さん
河野さん
金好さん
中島さん
吉本さん
小倉さん
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
S社リア
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◇◇◇飯田 多恵さん◇◇◇
●社長より：飯田さん、情報をありがとうございます。清掃を
K社様の玄関の内装工事が終り、
くつ箱も新 担当しないと知りえない情報ですね。是非、お客様にお伝え
しくなりました。
すべきだと思います。直接言われても良いことだと思います
社員用のくつ箱には、上段はスリッパ、下段 が、
クリーンサポートの担当者やお客様係の担当者いずれ
はくつと、
シールが貼ってあります。
かと相談してください。感謝です。
玄関来客のくつ箱も、上段はスリッパ、下段 ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：飯田さんありがとうございます。お仕事には
はくつとなっていますが、
シールでの表示が 慣れましたか？お誕生日喜んで頂きありがとうございます。
無い状態です。
私たちもうれしいです。今後とも宜しくお願い致します。
週に一度来客用のくつ箱を拭くのですが、お ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：飯田さん、すばらしい気づきをありがとう
客様が使用された後のくつ箱をみると、
スリ ございます。お客様係とも相談してお客様に提案していきま
ッパが上段ではなく下段に置かれている事 す。
これからもよろしくお願いします。
が時々有ります。下段にスリッパを置くとくつ ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：あらためて、おめでとうございます。
の泥などの汚れが付く事が有るので、社員用 喜んでいただけて何よりです。いつもありがとうございます。
のくつ箱と同じ様に表示した方が良いのでは これからもどうかよろしくお願い致します。
、
と思います。
●西岡より：改めてお誕生日おめでとうございます！そしてい
誕生日プレゼント、誕生日の日にきっちり届 つも対応ありがとうございます！素敵な1年にしてください！
きました。社長をはじめ、社員の方々の手書 ●金田より：飯田さん、お便りありがとうございます。現場の
きのメッセージも有り、
とてもうれしく思いま 詳細も教えて頂きありがとうございます。
これからもよろしく
した。ありがとうございました。
お願いします。

●社長より：岩永さん、お便りありがとうございました。すべ
◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
てが躍動する素敵な季節を、
満喫いたしましょう。感謝です。
過しやすい季節がやってきたなと思っている
●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。春は
と、すぐに暑くなりますネ。
誕生日プレゼント本当にありがとうございま 何かと忙しくて近年桜をゆっくり見るのを忘れていました。
来年は花見をしに行こうと思います。夏が来る前から熱中症
す。
まだ春だからと油断せずにしっか
土、
日は子供の所に行き花見をしてきました。の危険が出ていますので、
り対策していきましょ
う。
川沿いにすごくさくらがあり、人もたくさんで
反対側にわたるのに行列ができていました。 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：岩永さん、いつもありがとうございます。そ
うですね、暖かくなったと思ったらすぐに暑くなりますね。季
又、屋台も色々と出ていました。
請求書の日数を間違ったので修正しました、 節の変わり目ですのでお体ご自愛ください。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：おめでとうございます。春はめでた
すみません。
い事だらけですね♪今年の桜の見ごろ時期は天候も良かっ
たので、楽しめたでしょうね♪過ごしやすい日々になりまし
たが、季節の変わり目は体調も崩しやすくなりますので、
ご
家族一同！ご自愛下さい。感謝
●西岡より：岩永さん、いつもありがとうございます。やっと
春になりましたね。動きやすい季節になりました。朝晩は冷
える日がありますので体調を崩さないようにしてください！
●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。
これからもよろしくお
願いします。
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◇◇◇大宅 伸彦さん◇◇◇
●社長より：大宅さん、大変でしたね。骨がくっついても筋肉
此度は、私の不注意により、足の骨を骨折し、 の衰えがあるので、普通に戻るには努力も必要だと思いま
リハビリを頑張って、一日も早い復帰をお待ちしておりま
全治5~6週間を要する事となり、会社にご迷 す。
惑をおかけする事になりました。本当に申し す。お大事に
訳ありません。
●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。怪我
全治次第またお世話になりたく、
どうぞ宜しく はどうですか？無理せず早く治して戻ってきてくださいね。誕
お願い致します。
生日プレゼント喜んで頂き嬉しいです。
これからも宜しくお
使用済み切手1枚同封致します。
願い致します。
また、誕生日プレゼントと直筆のメッセージ ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：その後具合はいかがですか?話を聞いた
時はびっくりしましたが、お元気そうで何よりです。早く元気
カードを戴き、嬉しく有難うございます。
皆様の御健祥と御多幸を心からお祈り申し になることを祈っております。
上げます。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：その後、足はいかがでしょうか？お
客様も心配されておりましたよ！早く復帰できるように願っ
ております。
●西岡より：大宅さん、足の調子はいかがですか？骨折され
たと聞いたときは驚きました。今は治癒に専念してください
。復帰されるのを心待ちにしております！
●金田より：大宅さん、お便りありがとうございます。お身体
大丈夫でしょうか？元気なお身体で、一日でも早く復帰され
ることを願っております。

●社長より：栗岡さん、早速お便りありがとうございます。他社
の管理会社から当社に代り、
「私は今最高に幸せです。
」の言
葉は、私たちも幸せになります。ありがとうございます。お客様
に最高に喜んでいただき、
この仕事を誇りと喜びに変えてくだ
《現場での変化や気付いた事》
目の前で見ている事はすべて学びと楽しさを さい。感謝です。●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：栗岡さんいつもありがとうご
ざいます。素敵なお言葉ありがとうございます。
これからも益
感じます。
々幸せを実感して頂けるように頑張りますので宜しくお願い
《お客様の要望》
致します。
ないです。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：新しいお客様、キーパーさんとのご縁に感
《現場であった嬉しい事》
謝です。
これからもお客様に喜んでいただけるように皆さんと
全て嬉しく感じるように思っています。
力を合わせて頑張っていきましょう！
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：そうそうにコメント頂き、ありがとうご
ざいます。
これからどうかよろしくお願い致します。
これからど
んどんご活躍下さい。
●西岡より：倖せと感じるその心がとても美しいです！これか
らもこのキーパー便りに幸せだと感じたことを書いて頂ける
ととても嬉しいです！
●金田より：栗岡さん、お便りありがとうございます。
また、現
場でお困り事がありましたら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。
◇◇◇栗岡 多恵子さん◇◇◇
私は今最高に幸せです。
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◇◇◇斎藤 智子さん◇◇◇
バースデイプレゼントありがとうございます。
以前に、孫達とディズニー旅行した事を思い
出しながら、皆様からのメッセージとステキな
言葉が沢山あって感心しました。顔写真入り
衣装が似合っていて、思わずカッコいい！
！って
思いました。
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●社長より：斎藤さん、情景が目に浮かびました。笑顔にな
りました、ありがとう。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：斎藤さんいつもありがとうございます。褒
めて頂きありがとうございます。次も頑張りますのでお楽し
みに。ディズニー旅行いいですね。
これからもみんなで仲良
く旅行が出来るように健康第一で頑張って下さい。宜しくお
願い致します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：素敵なお誕生日の思い出ですね、今年1
年も素敵な年になることを祈ってます。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：今年はもっと旅行に行けるように
なりましたね♪ご主人と仲良く楽しめる時を重ねられます
ように！スマホの 使い勝手は改善されましたか？感謝です。
●西岡より：斎藤さん、改めてお誕生日おめでとうございま
す！バースデーカード喜んでいただけて私も嬉しいです！来
年も楽しみにしてくださるとうれしいです！
●金田より：齋藤さん、お便り有難うございます。益々、
ご活
躍されることを期待しております。いつも有難うざいます。

●社長より：藤本さん、楽しみにしています。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：藤本さんいつもありがとうございます。いよ
いよ年に一度の全社員大会がやってきました。お顔を見れる
のを楽しみにしています。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：藤本さん、いつもありがとうございます。
ま
た全社員大会でお会いできるのを楽しみにしております。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：カレンダー受け取りました。有難うご
ざいます。お客様からの何気ない心配りは働いているうえで
も有難く嬉しいものですよね。散歩の際は綺麗な花々を見て
《現場であった嬉しい事》
お客様よりお菓子をいただきました。お心遣 いらっしゃるのでしょうね♪素敵な春を楽しまれて下さい。
●西岡より：藤本さん、いつもありがとうございます！お客様
いに感謝です。
からのご厚意とても嬉しいですね。全社員大会お会いできる
のを楽しみにしています！
●金田より：藤本さん、お便りありがとうございます。全社員
大会でお会いできるのを楽しみにしております。いつもあり
がとうございます。
◇◇◇藤本 美栄子さん◇◇◇
社長様、
スタッフの皆様、いつもお世話になっ
てます。
全社員大会、お世話になります、宜しくお願い
致します。
◦お客様から、今年のカレンダーをいただき
ました。宜しくお願いします。

◇◇◇吉本 重子さん◇◇◇
いつもお世話になっております。
4月10日お休みいただきます。宜しくお願いし
ます。

●社長より：吉本さん、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。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。健康診断で
したよね?これからも元気で頑張って頂きたいので、宜しくお
願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：この度はどうしても対応できず、申し
訳ありませんでした。お客様からお許しいただけたのは、
日々
、吉本さんが頑張って取り組まれているからこそ！有難く感じ
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：吉本さん、いつもありがとうございます。
また何
かありましたらご連絡ください。
●金田より：吉本さん、お便り有難うございます。現場で何か
お困り事はないでしょうか？遠慮なくお知らせくださいね。

ƝॖᙸᲩોծȷ੩క

Ɠ ᡉ ʙ

◇◇◇金好 節子さん◇◇◇
先日はバースデイカードとプレゼントを送っ
て頂きお礼申し上げます。
桜も咲き、やっと暖かくなり、
うれしいです。
4月M工場の予定は、12日と26日です。
よろし
くお願い致します。

●社長より：金好さん、お便り有難うございました。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：金好さんいつも有難うございます。改めまし
てお誕生日おめでとう御座います。素敵な歳にして下さい。寒
い冬が無事終りましたね。
これからも宜しくお願い致します。
●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。い
つも細やかなご報告有難うございます、
これからも宜しくお願
い致します。
《現場での変化や気付いた事》
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：暖かさを通り越し、暑い日もあるくら
2F男子トイレの入口側の便座消毒液を入れ いですね。金好さんは素敵な春を満喫されてますか？いつも
る容器が詰まっているので、総務の渡辺さん コメント＆ご報告ありがとうございます。
に直して頂きました。
●西岡より：金好さん、いつも有難うござます。改めてお誕生
日おめでとうございます。待ちに待った春になりましたね！四
季の中で一番春が好きなので私も嬉しいです。
まだ朝晩は冷
えますので体調を崩されませんようにしてください。
●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。
ようやく暖かくなってきま
したね。
これからもよろしくお願いします。
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
私が耳が悪いので、連絡など八尾さんに迷惑
をかけまして、申し訳ありません。
いつもありがとうございます。

●社長より：元気ハツラツでまいりましょう。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつも有難うございます。最初からお聞き
してましたので大丈夫ですよ。困り事はいつでも相談して下
さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。困ったこと
があれば遠慮なく言って下さいね。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：迷惑には感じておりませんので、何
かあればいつでも遠慮なくご連絡くださいね。お心遣い感
謝です。
●西岡より：いつもありがとうございます！困ったことがあれ
ば何なりとお申し付けくださいませ！
●金田より：お便りありがとうございます。
日差しが出て暖か
いですが、朝晩は少し冷え込みますので、体調を崩されない
ようにお気を付けください。

●社長より：健康は幸せの根本です、
しんどくて辛かったで
◇◇◇匿名希望さん◇◇◇
社長様、ベルの皆様お世話になっています。 しょうね。顔晴っていきましょう。
早3ヶ月がたちましたが、早々に病気になって ●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：いつもありがとうございます。3ヶ月も経ち
しまい何日も休ませていただき皆様に御迷 ましたか。早いですね。体も感覚が戻って来たでしょうから
惑をおかけしました。
これからは身体に気を これからも宜しくお願い致します。
付けて頑張っていきたいと思います。
よろしく ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもありがとうございます。ベルに戻っ
てきていただけて嬉しい限りです。
これからもお体に気を
お願いします。
よろしくお願いします。
八尾様、洗剤届けて下さってありがとうござ つけて、
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：もう３ヶ月ですか？早いものです
います。
ね♪何かお困り事はございませんか？何かあればいつで
もお知らせ下さい。
これからもどうかよろしくお願い致しま
す。感謝
●西岡より：お身体の方はいかがですか？健康が第一です
のでご無理なさらないようにしてください！
●金田より：お便りありがとうございます。朝晩は少し冷え
込みますので、体調を崩されないようにお気を付けくださ
い。いつもありがとうございます。
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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
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。

ల ĳĸ ܢ২֥ఱٛ
Į ۜ৫͈ਬ̞ Į
例年は、『全社員大会 経営方針発表会』として開催していた会を、今年から『経
営方針発表会』は 3 月に本社にて、全社員大会は『感謝の集い』として、4 月 21 日にシェ
ラトン都ホテルで開催されました。1 部は表彰式、2 部は基調講演、3 部は懇親会と、
内容もレベルアップ。『感謝の集い』のレポートをしたいと思います☆
今年の司会を務めたのは、4 年連続で司会を行ってい
る西岡さんと、レンタルクルー中本君のコンビです。
西岡さんは今年で司会を卒業予定。後輩の中本君を
引っ張りながら司会をする姿は、とても素敵でした。
中本君も、普段の愛らしい笑顔は隠し、凛々しい表
情で完璧に務めあげてくれました。西岡さん、4 年間
の司会、本当にありがとございました！
まずは、1 部の表彰式。27 期新卒採用の畑野くん、
26 期中途採用の内屋さん、吉松くんの新入社員 3 名
が見本となり、全員で魂込めて元気体操を行いまし
た！全員でする元気体操は格別ですね。
その後、加藤リー
ダーによる 3S 活
動の報告と 27 期の
スローガンを発表。
詳細については、
後ページのただし
の知らない世界で
紹介します！
第 2 部は四国管財株式会社 代表取締役社長 中澤清一
様による基調講演。講演内容は『陰口でも良いと言われ
る組織創り』四国管財様は高知県でショッピングセンター
や病院などで清掃、ビルメンテナンスを行っている会社
で、2015 年日本でいちばん大切な会社大賞 審査員特別
賞を受賞。中澤社長の講演は終始笑いが絶えず、非常に
勉強になる内容ばかりでした！中澤社長、本当に有難う
ございました！今度こそジャニーズ目指して下さい！

〜表

彰

式〜

今年もたくさんの表彰ありがとうございました。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、27 期もどうぞ宜し
くお願い致します。

最優秀クリーンキーパー賞

藤川明子さん

26 期の最優秀クリーンキーパー賞は藤川明子さん
が受賞しました。藤川さんは単独現場を任されてお
り、9 年間休むことなく勤め、
「はい、かしこまり
ました」の精神で仕事に取り組まれていました。当
日は藤川さんのお嬢様がサプライズでお祝いに駆け
付け、感動でいっぱいの表彰となりました。藤川さ
ん、本当におめでとうございます！

感謝状

感謝状

感謝状

数々のお役立ちをしたで賞

村井教子さん

山中次教さん

中村節美さん

柏村京美さん

プラスワン賞

プラスワン賞

心強い助っ人で賞

チームワーク賞

中原美佐子さん

森本百合子さん

廣瀬 泰之さん

板野義一さん、堀内滋さん
大塚幸夫さん

頼れるリーダーで賞

ベストパートナー賞
〜出席出来なかった受賞された方々〜

岡田浩司さん

牧野公彦様

中田和生さん

特別賞

西口保恵さん

売上に貢献したでしょう

谷尾啓尹子さん

責任感が強いで賞

〜表

彰

年

続

永

佐川千枝子さん

勤

式〜
賞

〜 10 年〜

藤金テル子さん

藤川明子さん
板野義一さん
藤林美代子さん
久米ふみ子さん
田中道子さん
前川きよ子さん
堀北悦子さん

山田敏子さん

永

榎本とし子さん
岩本秀子さん

山中次教さん

年

勤

続

賞

〜 5 年〜

田所真里子さん

白河和子さん

與本 桂子さん

松山京子さん
前川悦子さん

写真に関係なく、受賞の方全員のお名前を載せています。

第２6 期皆勤の皆さん
9 年連続皆勤の皆さん

斎藤智子さん

藤川明子さん

5 年連続皆勤の皆さん

武岡光宣さん

6 年連続皆勤の皆さん

岡田浩司さん

武田 佳子さん

4 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
廣瀬泰之さん
渡邊信雄さん
鎌田雅成さん

松山京子さん

3 年連続皆勤の皆さん
逢坂優子さん 佐川千枝子さん
坂井信宣さん 中島早美子さん
中野 義信さん 西田芳之さん

2 年連続皆勤の皆さん

岡元ミキエさん

中田和生さん

古家アツ子さん

三牧正勝さん

中田智子さん

柴尾久夫さん

藤本美栄子さん
山中次教さん

森田由美子さん

1 年連続皆勤の皆さん

前田純美枝さん

大塚幸夫さん

石田ヨミカさん

金好節子さん

神農裕二さん

沖レイ子さん
田所真里子さん

寺岡智恵美さん

橋本保雄さん

西口保恵さん

中原美佐子さん

番野貞恵さん

村井教子さん

中塚加津子さん

小浜千月さん

山田敏子さん

横井節子さん

最後に笑顔いっぱい！懇親会での写真をご紹介します！今回、掲載されていない写真や詳細に
ついては、今年度より発行する季刊号で紹介させていただきますので、楽しみに待っててくだ
さい★★

百貨店の松尾が4月

日に発表した2018

年2月期の連結決算は訪日外国人︵インバウン

%増の

億

ド︶や富裕層の消費が好調で化粧品や高額品の

販 売 が 伸 び た︒
︵純 利 益 は 前 期 比

円だった︶
日の定例記者会見

12
万4千人と

年 度 の﹁真 田 丸﹂

ちなみに大阪市の推計人口︵

年3月期で27

︵NHK大河ドラマ︶の効果がまだ続いている︒

ン バ ウ ン ド︶の 増 加 と

3年連続で過去最高を更新した︒訪日外国人
︵イ

の大阪城天守閣の年間入館者数が

きく寄与している﹂と分析した︒2017年度

で﹁民話の導入に依る集客施設の整備などが大

大阪市の吉村洋文市長は

62

275

いです。
Q. ベルにない業務はどれで
しょうか？

A

皆様、今月もクイズへのご参

加ありがとうございます。ま

溶接業務
B B

A Aレンタル業務

12

万人︶を昨年は上回った︒

18

B

答えは、

12

16

でしたね♪

DDD鳩対策業務
C7Cビルメン業務
〜 10 日

࠼ແʂƷஇࢸƷɟӟ

先月号のクイズの答え

ずは、先月のクイズのおさら

ベルで溶接業務はやっておりません。主にビルメンテナ
ンス業務（日常・定期清掃）
、レンタル業務 ( マット・モッ
プ等）
、建物管理や鳥害対策業務（鳩・雀・烏・ムク鳥など）
を行っております。詳しく知りたい方は、本社スタッフ
までお問合せください！
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皆様、いつも有難うございます。26 期が終わり、新たに
27 期がスタートとなりました。今回は、先日行いました感
謝の集いで発表した内容を掲載します。
まずは、27 期のスローガンを発表したいと思います！
27 期のスローガンは・・・・

 ᆀϒІЕυЌ

ΟΦ⫱ϙЌϡϝ 6 ᒭ߅
26 期から引き続き、やるぞ！ダントツ 3S 活動がスローガンです。26 期はダ
ントツ 3S ということで、劇的に環境を変えていこうと思い、勢いよくスタート
しましたが、
「何か新しいことをしないといけない」「普段やっているこ

と以上に何かしないと」と焦り、なかなか 3S を進めることが出来ませんでした。
そんな中、新たなお客様とご縁をいただき、現場がスタート。私たちは、お客様
やキーパーさんが気持ちよく仕事ができる環境を整え、道具を綺麗にし、朝礼・
挨拶などを大切に取り組んだ結果、「作業内容やキーパーさんも以前の業者から変
わらないのに、
『ベルさんに代わってよくなった！』『気持ちがいい！』」

とお声を頂くことが出来ました。この時改めて、普段の取組みの中に 3S があ

ることに気づきました。3S は、特別なことではありません。普段皆さんがしてい
る仕事の中にあります。
作業した後、道具を以前よりもきれいにしてから道具置場に戻してますか？
道具置場に不要な物が置かれてませんか？？
3S を徹底して行うと、普段当たり前だと思っていたことでも改善のヒントが見え、
新たな改善に繋がります。27 期は、左下のサイクルを繰り返しダントツ 3S を目
指します。そして、お客様か
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ら「ベルさんの仕事は他と違
う」「〇〇さ ん に 仕 事 来 て ほ
しい」と言っていただける姿
を一緒に実現していきましょ
う！！
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損害保険サービスをご活用ください
会社で加入している損害保険サービスには、無料相談窓口があります。健康や
医療、介護に関して聞きたいことがありましたら、会員番号または会社名を伝
えれば、無料で利用できますので、是非ご活用ください

会社名：株式会社ベル

会員番号：17HHAWD

★健康や医療に関する相談

★介護に関する相談

0120-24-2163
0120-582-090
3UD\)RU-DSDQ
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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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今 期 から社 内 報 が
生まれ 変 わります 。



いつも社内報をご愛読いただき、ありがとうござい
ます。
これまで毎月、社内報「ありがとう」を発行していまし
たが、今期より3カ月に1度の季刊号(名前はまだ未
定)となりました。社内報「ありがとう」はクリーンキー
パー報として、新たに生まれ変わり毎月発行します。
また、法人のお客様へありがとうをお渡ししていた
だいていましたが、今後渡していただく社内報は「あ
りがとう」
ではなく、季刊号になります。
お客様へお渡しする「ありがとう」
と一緒に、ご案内
を同封しているので、必ずお客様へ渡してください。
ご協力よろしくお願いいたします。

編集者後記
いつもありがとうございます。今年から新しく生まれ変わった全社員大会「感謝の集い」。大勢の方に参
加して頂き無事に終えることができました。１部の表彰式では、受賞した人の笑顔、涙に感動させて頂き、
それを温かい目で見守る仲間たち。
そこにまた感動。素敵な表彰式になりました。
２部では、四国管財株式会社の中澤社長に講演をして頂きました。やってもやっても追いつけませんが諦
めず、四国管財さんを目指して取り組んで行きます。
３部では若手と、
ちょっと若手のメンバーが毎日遅くまで、練習をしてくれて、筋肉痛にも負けず素晴らしい
ステージを作ってくれました。練習を見ている段階で感動していた私ですが本番は感激でした。
全社員大会も始まってなんと今年で11回目となりました。最初は人数も規模も、内容も全て小さなところか
らスタートしました。最初から社員による手作りでスタートましたが、業務があるので関われる人も少なく、
最初はわからないことばかりでとても苦労したことを覚えています。今ではたくさん仲間が増え、徐々に慣
れて来て最初に比べるととても楽になりました。キーパーさんやパートナーさん、お客様へ感謝するのは
もちろんですが毎年仲間に感謝する素敵な日にもなりました。最近はなかなかキーパーさん会う機会が
減ったのでこの日に元気な顔を見れることで
С˺ᎍ
С˺ᎍ
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ዻᨼᎍ
また一年頑張れます。本当にありがとうござい
ます。今年は暑くなるのが速そうですね。季節
の変わり目ですので体調崩さないよう頑張り
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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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