1 月の誕生日会を開催しました！！！
社長をはじめ、本社スタッフの約半分が 1 月生まれのベルです☆

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。

親愛なる皆さま
お元気ですか !!
立春も迎えましたが、まだまだ寒いですね。
春の訪れが、待ち遠しいです。
また、旧暦ではついに新しい年を迎えました。
神社では、昭和 33 年生まれ数え年 61 歳で本厄となりますが、気学では五黄土星の私は
前厄になります。
そんなことから、節分の日に氏神様へお参り、枚岡神社でご祈祷をしていただいてきま
した。朝から神聖な場所に行きご祈祷していただくのは、身がしまる思いです。
厄年は、仕事面、体調面に変調がよくでる年齢といわれます。
また厄は約・役ともいわれ、神様との約束の再確認また、役割を与えられる年であると
も言われています。自分自身の使命を果たしていくことを、毎日再確認して、約束を果
していきます。
私個人のミッションや志は、会社の理念や社是に近いものであり、夢も「日本一の感動
企業になること」と言ってます。
お渡ししている、Gold standard にすべて書いてありますが、
ここでは『日本一の感動企業になる

!』の説明をさせて頂きます。

売上や会社の規模ではありません。私たちの働き方や生きる姿で、見る人に夢と勇気と、
感動を与えることが出来ている。
自らの能力と可能性を最大限に発揮し、さらに相互に支援しあうことによって、無限の
価値と感動を提供し続けている状態です。
従業員ひとり一人の命が輝き、最幸の生き方、働き方ができる会社。
全従業員が誇りを持って働き、自分の子供を勤めさせたい会社。
お客様から称賛され、存在そのものが社会貢献となる日本一の感動企業を創ります。
第一回日本でいちばん大切にしたい会社中小企業庁長官賞を受賞された会社、
株式会社日本レーザー 近藤宣之社長が書かれた本、「ありえないレベルで人を大切に
したら、23 年間黒字になった仕組み」を拝読しました。
人を大切にする、人の幸せを軸に経営をされているので、すべてにおいて共感いたしま
した。また、気づきも多くありました。
皆さんにも、何らかの気づきがあると思いますので、いくつか書かせていただきます。

ഏȚȸǸǁዓƘ

苦難、試練、逆風、困難という砥石で磨く
人生には、抗いようのない悲劇に直面するときがあります
不条理が起きるときもある
どうしてこんな目に合うのか
苦難や逆境はないほうがいい、つらい思いをしたいとは思わない
しかし、何かに向かおうとするとき、必ず試練が待ち受けている

「修羅場」は最高の社員教育

リーダーに必要な 5 つの危機管理能力
①情報のキャッチと伝達を素早く行う
危機管理の半分は「予兆をつかんで事前に対策する」
悪い情報 ( 予兆 ) をつかんだら、すぐに伝達して対策を練る
②どんな状況にも臨機応変に対応する
マニュアル通りか、マニュアルを無視して柔軟に対応するかの判断
③事実は何か、真実は何かを追求する
どんな情報も鵜呑みしないで、「聡明さ」を持って見極めます
④全体を把握して、誰でもわかる言葉で話す
断片的に情報をつなぎ合わせ、整理して、危機の全体像をつかみます
危機対応の指示を出すときは、全員がわかるように言葉を選んで伝えます
⑤危機のときこそ、努めて明るく話す
危機に陥った時、社長が悲壮感を漂わせるとチームを不安にさせます

リーダーは、どんなときでも、笑顔を忘れてはいけません。
この 5 つの危機管理能力を伸ばすのに最適なのは、「修羅場を経験すること」です。
「不条理な出来事もトラブルも、すべて自分を磨く砥石である」

無理難題に直面したら、「今、ここ、自分」と唱えてみる
①「今」とは、「今、この瞬間を生きること」
ひとは、昨日に戻ることも、明日に先回りすることもできません
「今」という瞬間を精一杯、全力を尽くすべきです
②「ここ」とは、「この場所で生きる」こと
自分の足元は、常に「ここ」にある
「ここ」から逃げることは、誰にもできません
③「自分」とは「自分の人生を生きる」
他人を恨んでも、自分の人生がつらくても、誰も代ってくれません
自分の人生、責任をとれるのは「自分」だけです
ഏȚȸǸǁዓƘ

人生において、二点の最短距離は直線でない。
人生は、理屈では割り切れないことのほうが多いものです
紆余曲折、山あり谷ありです
でも、苦しみや悲しみが大きいほど、人は成長することが出来ます

遠回りこそ、人生の最短ルート
回り道に見えることも、あとから振り返ると「自分の成長につながる最短ルート」とな
ることがあります

成功を引き寄せる４条件
体力、能力、努力、運
「運」神様を味方につけた人だけが成功する

「感謝が運を引き寄せる」という法則こそが、「経営の原理原則」
どうすれば、「運」がよくなるのか
「5 つの心がけ」

心がけ①「いつも明るくニコニコと笑顔を絶やさないこと」
どんな時も不快な表情をしないこと
「つまらない」「疲れた」「できない」「嫌だ」「仕方ない」といったネガティブな言葉が
口をついて出そうになったら、カラ元気でもいいので「楽しい !」「元気だ」と言い換え
てみよう

心がけ②「いつも感謝すること」
生まれてきたこと、産んでいただいたこと、育てていただいたこと、ご先祖様への感謝
仕事ができることへの感謝、お客様、取引先、社員への感謝

心がけ③「昨日より今日、今日より明日と『成長する』こと」
実務面の成長という意味だけではなく、内面の成長など、人間的成長のことです

心がけ④「絶対人のせいにしない」
すべての問題は、「自分自身の中にある」

心がけ⑤「身の回りに起こることは必然と考え、すべてを受け入れる」
逆境やトラブル、困難さえ「起こったことのすべてが自分には必要である」
「この経験があるから、成長できる」と受け止めて乗り越える努力をする
「自分は運がいい」と思っていれば、とらえ方が変わります
ഏȚȸǸǁዓƘ

「自分は生かされている」ことをしり、謙虚になることです。
大切な４つの言葉
◎
「ありがとうございます」
生かしていただいて、ありがとうございます
仕事をさせていただいて、ありがとうございます
ご縁をいただいて、ありがとうございます
など、自分の運命やご縁に感謝します

◎
「ごめんなさい」
物ごとがうまくいかなかったら、つい周りのせいにしがちです。
自分の思い上がりや、傲慢さに気付いたとき、心の中で「ごめんなさい」とお詫びしま
す

◎
「これでよろしいですか」
戒律を守って生きようという意味です
「戒」とは、やってはいけないこと
「律」ては、やるべきことです
「やるべきことをやり、してはいけないことをしていないか」自分自身に問いかける言
葉です

◎
「どうぞよろしくお願いいたします」
「やるべきことをやったら、あとは運命にゆだねるしかない」
「あるがままを受け入れるしかない」という、清い態度を示す言葉です
「いつも笑顔で、感謝して、成長して、他責にせずに、受け入れる」という気持ちをもっ
て仕事をする。この 5 つの心がけを習慣化することで、運のめぐりがよくなるのだ
と思います。
いかがでしたか、言葉は違えど私の考えやお伝えしていることの共通点が多々あると気
づいた方も多いと思います。素晴らしい経営者からの学びを、しっかりと深めてまいり
ます。
最後に、今まで全社員大会を経営方針発表会もかねて行ってましたが、今年から経営方
針発表会は 3 月に本社にて行うこととになりました。
そして 4 月に行う全社員大会は、全社員大会 - 感謝の集い - として行います。
私の尊敬する、四国管財株式会社 中澤清一社長に二部の基調講演をしていただけるこ
ととなってますので、皆さん楽しみにしてください。
では、風邪などひかぬようにお気をつけて、いい仕事をしていきましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。
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植村さん
山中さん
斎藤さん
藤本さん
藤木さん、西さん
武田さん
中島さん
藤井さん
岩永さん
濱崎さん
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柴尾さん
諏訪さん
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岩永さん
岩本さん
小泉さん
渡辺ニ三子さん
山田さん
白河さん
木下さん、河野さん
金好さん
中島さん
平田さん
小倉さん
川田さん、長谷川さん、河合さん、里倉さん、平山さん
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◇◇◇北川 幸子さん◇◇◇
社長賞ありがとうございました。
いただいた時は 誰がもらえるの？なんでも
らえるのと言葉が出てしまいました。
メンバ
ー1人ひとりが毎日努力して頑張って今の病
院、
ケアを何年もかかってきれいに磨き、維
持してきたのは確かです。患者さん、家族の
人、
その他皆さんに ここの病院はいつもき
れいに掃除してはるねえゴミひとつ落ちてな
いわ 毎日真っ白いモップで拭いてくれるの
気持ちがいいわと、
うれしい言葉をいただけ
る様になりました。 それも、皆んなの努力
の結果が、社長賞に繋がったのかと思うと大
変うれしいです。ありがとうございました。

●社長より：現場で働くメンバーの日々の積み上げが、お客
様と会社の信頼関係を作りあげてくれました。
ありがとうご
ざいました。本社スタッフのサポートにも感謝申し上げます。
正に、
ミッションである私たちは、和を大切に人と建物を明る
く元気にしましょう！を実践していただけていると、
うれしく感
じています。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：いつもありがとうございます。私はいつ
かこんな日が来ると思っていましたよ(笑)陰で努力してくれ
ている人全てに社長賞が届けられるといいんですが。
これか
らも体に気をつけて宜しくお願いします。引っ越し手伝い頑
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。皆さんが愛情もっ
て支えてくださっていることを本当に感謝です。私たちも全
力でバックアップできるように取り組んでいきます。
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：再度お客様からの称賛のお声！おめ
でとうございます。心に響く北川さんならではの言葉、いつも
感謝しております。
これからも大変お忙しい現場ですが、
よろ
しくお願い致します。
●西岡より：私自身一緒にお仕事させていただくことが多い
ので間近で皆様の頑張りを見てきました。お客様からのお褒
めの言葉を頂いたとき自分ことのようにとてもとても嬉しか
ったです！これからも宜しくお願い致します。
●金田より：北川さん、お便りありがとうございます。改めて、
社長賞の受賞おめでとうございます。いつもありがとうござ
います。

◇◇◇ 武田 佳子さん◇◇◇
今年になって本当にすみませんでした。
こん
な不思議なことってあるんですね。今年にな
って携帯をなくしたり、
クリーンキーパー勤務
表もなくなり、やけどもしたり、少しですが失
敗ばかりです。2月3日までは、2017年の年に
なりますので悪い運はみんな持って行って、2
月4日から2018年の新しい年になりますから
、心を入れ替えて頑張ろうと思います。八尾さ
んには、本当に迷惑をかけまして申し訳あり
ません。奥社長様にも迷惑をかけて申し訳あ
りません。本当に助かりました。ありがとうご
ざいます。12月のシフトは、ほかの紙に書い
て1月分の中に入れてます。

●社長より：目に見えない気の流れがありますので、先祖に
手をあわせ、身の回りをよく整え毎日を充実させてください。
いつもありがとうございます。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：武田さんいつもありがとうございます。
今年はきっと素敵な1年になりますよ。
あと少し寒さが続き
ますので体に気をつけて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。心機一転気
持ちを切り替えて今年も頑張っていきましょう。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：焦らない！焦らない！って事かもです
(^^)/大事に至らなくて良かったです。
まだまだ 寒さ厳し
い時なのでどうかくれぐれも体調管理をしてご自愛下さい。
●西岡より：いつもありがとうございます。武田さんのポジテ
ィブ思考で悪い事が近づいてこなくなりそうですね！これか
ら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。気持ち
を切り替えて、落ち着いて対応して頂ければ大丈夫です。い
つもありがとうございます。
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◇◇◇濱口 宏子さん◇◇◇
２月・3月の勤務表の送付ありがとうございま
す。
皆様のサポートのおかげで早３ヶ月が過ぎ
ました。
お仕事にも慣れて自分のペースがつかめる
様になりました。
時間の配分もできるようになり少しゆとり時
間ができいちばん最初に頂いた スケジュ
ール表以外の所も
（ゴミ回収 トイレットペ
ーパー補充など）先輩に教えて頂きできるよ
うになりました。(ひとりで仕事しているので
間違ってないと思うのですが・
・
・）
少しでも先輩の負担が少なくなるよう頑張り
ます。
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●社長より：何よりです。
できないことが、
できるようになる。
いいですね〜感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：濱口さんいつもありがとうございます。
仕事に慣れて良かったです。困りごとやわからないことは遠
慮せず本社スタッフへ相談下さい。
これからも宜しくお願い
します。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：濱口さんありがとうございます。頑張って
いただける仲間増えて心強い限りです。
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：早いものですね。ずいぶん慣れた様
で何よりです。慣れたからこそ見えてなかったことが見えてき
たり、わからなかったことが分かってきたり、変化もある事と
思います。何かあればいつでもお尋ねください。
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：いつも早くから対応ありがとうございます！もう
三か月経ったのですか。はやいですね。
これからもよろしくお
願いします！
●金田より：濱口さん、お便りありがとうございます。3ヶ月あ
っという間でしたね。益々、
ご活躍されることを期待しており
ます。

●社長より：いいですね〜、親切されて感謝、人に親切して感
謝です。人に親切にする連鎖を作ってまいりましょう。ほっこ
りする報告ありがとうございます。お客様のやさしさに感謝
です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：澤井さんいつもありがとうございます。
相談はさせて頂きましたが期待に応えてないわけではない
のでお気になさらず。お仕事したい人がいましたらその時は
これか
◎この間嬉しい事がありました。余りの寒さと 是非ご紹介下さい。お客様のお心遣い嬉しいですね。
らも宜しくお願いします。
冷たさで、
日報を入れているファイルが割れ
てしまいました。 仕事も終り事務所へ挨拶 ●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：寒い日が続きますが澤井さんもお変わり
ないですか?お仕事の事は全然気にしないでください。
目の
に行きました。
そしてファイルの事を総務の塩井さんに話し 前のお客様に喜んでいただくのが1番ですから。いつもあり
た所 新しいファイルを用意して下さいまし がとうございます。
た。黒い紐と穴まで開けていただきました。 ●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：お元気さまです。なかなかお逢いで
嬉しくてファイルを胸に「ありがとう」
と一言 ませんが、お元気されているようで何よりです。お客様のお
これも日頃からの誠意が伝わ
…。塩井さんご親切にありがとうございます。心遣い、私まで嬉しくなります。
っているからこそかと思います。
これからもどうかよろしくお
願い致します。感謝
●西岡より：お客様のお心遣いとても嬉しいですね。
これか
らもよろしくお願いします！
●金田より：澤井さん、お便りありがとうございます。先日は
お忙しい中、
ありがとうございました。新しいファイル嬉しい
ですね。寒い日が続きますので、体調を崩されないようにお
気を付けください。

◇◇◇澤井 マサ子さん◇◇◇
お世話になっております。
毎日寒いですね 皆様お変わりございませ
んか？
先日は加藤リーダー、金田さん、
ご期待に答
えられず 申し訳ございませんでした。
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●社長より：ありがとうございました。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：田中さんありがとうございました。残念
ですが体を大切にしてこれからの長い人生、ハッピーにお過
ごしください。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：最後まで勤め上げてくれてありがとう。新し
い方も定着しつつあるので安心してください。
まずは体を治
して、
自分の夢に向かって頑張ってください。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：いろいろお元気さまでした。
もっと自
分を信じて生きて下さい。
●西岡より：田中さん、半年ありがとうございました。お体は
自分のペースでゆっくりと治療していってください。
これから
先、田中さんの人生にたくさんの幸せが訪れますように！
●金田より：田中さん、
ありがとうございました。健康第一で、
《現場での変化や気づいたこと》
これからも活躍されることを願っています。
１日でこんなにホコリや髪の毛が落ちている
のが驚きでした。
自分の家も毎日掃除しないとなと思いました
。
《お客様の要望》
気温が低い日は水滴で床が濡れていること
があるので、すべらないようこまめにふいて
おく
《現場であった嬉しい事》
最後の日に「おつかれさまでした」
とたくさん
の人に声を掛けていただきました。
◇◇◇田中絵里奈さん◇◇◇
半年という短い期間ではありましたが、
大変お世話になりました。
「心と体を元気に」
のキャッチコピーを見て応募したので、病気
が
悪化してしまったのは残念ですが、たくさん
配慮していただいて とても助かりました。
前よりも自分の家を片づけるのが楽になった
ので為になりましたし 経験できて良かった
です。引きつぎできずに退社してしまい申し
訳ございません。ありがとうございました。

◇◇◇小泉 昭子さん◇◇◇
●社長より：お困りごとは、我が事ととらえて対応するのが、
社長様 八尾さん素敵なお葉書有難うござい うちのメンバーの凄さです。
ました。
ホント、おたがい様の精神がありますね。
これからもよろしく
八尾さん今回思ってもいない 急なことで申 お願いします。
し訳御座いませんでした。
●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。
ベルさんは急な事でも すぐ対応して下さる 謎が解けて良かったです。
これからも体に気をつけて宜しく
から私はここまで続けることが
お願い致します。
出来ました 感謝 感謝 感謝です。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも細かな気づきをありがとうござい
西岡さん 中原さん 津田さん 今回私の代 ます。小泉さんの学び続ける姿勢は私も見習っていきたい
わりに作業に入って頂きまして
と思います。
本当に有難うございました。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：長年働いて頂く中では、いろいろあ
正式名 ラバーカップ和式用は知っていまし りますよね♪お互いさまです！気にされないで下さい。毎日
た。洋式用は知りませんでした。
作業は大変かとも思いますが、お客様の信頼大ですのでこ
ずーと前の事です。なぞが解けました。
れからもよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
E課長の時 洋式トイレに和式用ラバーカップ ●西岡より：ラバーカップの件知って頂けて良かったです！
を使ったから
ベルから支給された道具の使い方がわからないなどあれ
解消しなかったのです。業者の方に来て頂きま ば教えてください！社内報でご案内します！
したら、
●金田より：小泉さん、お便りありがとうございます。お困り
すぐ解消しました。業者の方は力があるからか 事がありましたら遠慮なくお知らせくださいね。いつもあり
なあ？と思っていました。
がとうございます。
西岡さんのクイズです。
１-C ２-A ３-B ４-D
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◇◇◇岩永 チヅ子さん◇◇◇
社長様 社員のみな様 今年もどうぞよろし
くお願いいたします。
インフルエンザが流行っていますので気を付
けて下さい。
加藤さんTELいただいたのにお役にたてなく
てすみませんでした。
電話もらった時 病院の方から電話があり熱
があるので向かえに
きて下さいといってつれて帰ってきた時で
熱が３８．６度病院であったそうです。
インフルエンザでなかったのでほっとしてい
ます。
大橋さん定期清掃ありがとうございました。
ま
た高い所の 掃除ありがとうございます。

●社長より：大変でしたね、引き続きどうぞよろしくお願い
いたします。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。
今年は寒波もインフルエンザも例年以上で気を使いました
ね。
あと少しでこの時期も終わりかと思いますので頑張りま
しょう。次は花粉ですが・・・。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お体大丈夫でしたか?今年の冬はインフ
ルエンザがとても流行ってたので心配しておりました。改め
てまた助けていただけるとありがたいです。
まだまだ寒い
日が続きますのでご自愛ください。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：今年の寒さは尋常ではないもので
したね。体調もおかしくなるのは仕方ないです。
でもインフ
ルエンザでなくてよかったです。お役立ち？いえいえ！きっと
また依頼あると思いますので、
その際にはご尽力よろしく
お願い致します。
●西岡より：岩永さん、
この度はお手伝い下さりありがとう
《現場であった嬉しい事》
ございます！本当に頭があがりりません<(̲ ̲)>これからも
胡蝶蘭の花が終わった鉢をいただきました。 よろしくお願いします！
つぎに花が咲くように家できちんと管理して ●金田より：岩永さん、お便りありがとうごさいます。寒い日
がまだまだ続きますので、
ご自愛ください。
いきたいと思います。
◇◇◇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。今年度も良き御指導御伝達の程宜しく
お願い致します
西岡様,１月１８日
（木曜日）N住宅３棟の現
場に資材注文マイクロファイバーを届けて頂
き有難う御座いました。久々にお会い出来た
ので嬉しかったです。元気そうで安心致しまし
た。金田様 長い期間お会いしていませんが
お元気でしょうか？健康維持で頑張って下さ
い

●社長より：中田さん、今年も人におおいにお役立ちしてい
きましょう。感謝です。
●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。
今年も全力でお願いします。
体には十分気をつけて下さいね。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつも気にかけていただきありがとうご
ざいます。中田さんも体に気をつけて今年もよろしくお願い
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。
この
寒さの中、対応して頂けること、いつも感謝しております。後
少しで暖かい春がやってくると思いますので、今しばらく体
調に気を付けて乗り越えて下さい。
●西岡より：中田さん、
こちらこそお会い出来てとても嬉し
かったです。私もお久しぶりにお話出来て中田さんがどれだ
け頑張ってくださっているか知れたので良かったです！何か
あればいつでもご連絡ください！
●金田より：中田さん、お便りありがとうございます。先日は
お電話ありがとうございました。なかなかお会いできていま
せんが、元気ですよ。気にかけてくださり有難うございます。

◇◇◇中西 好子さん◇◇◇
クイズ 答え C D

●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。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：いつもご参加いただ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：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！中西さんが毎月
必ずクイズに参加してくださるので頑張りがいが有ります！
今月もよろしくお願いします！
●金田より：中西さん、
クイズの参加ありがとうございます。
お困り事やお変わりはございませんか？また何かありました
ら遠慮なくお知らせくださいね。いつも有難うございます。
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◇◇◇小倉 貴子さん◇◇◇
私の働く現場クリニックの院長先生がある
朝「ベルの社長さんが熱人に載ってるよ〜
」
と声を掛けて下さりその上 職員の方に
わざわざ「小倉さんにコピーしてあげて〜
」
と言って下さいました。そのお蔭で私は
いち早く記事を拝見させて頂く事ができま
した。院長先生のベルや私に対しての好意
に本当に嬉しく感動したすばらしい朝とな
りました。いつも心の中で思ってはおりま
すがこの会社（ベル）
この現場で働かせて
頂き心から感謝しております。幸せです。
西岡画伯へ
最近のベル力先生とソイ子さんとのマン
ガ、吹き出す程楽しく、
くせになって
しまってます ありがとうが本当に楽しみ
になってきました。
これからも楽しく色々な事勉強させて下さ
いね あまり笑いすぎて
頭に入らないかも。

●社長より：小倉さんからの電話で、
この件を知りこちらもと
てもハッピーになりました。
幸せの連鎖は、最幸です。
これからも、存在そのものが社会
貢献といわれる会社を目指していきたいと思います。全社一
丸となり、
まずは目の前のお客様に喜んでいただけるように
なりたい。小倉さん、引き続きどうぞよろしくお願いいたしま
す。感謝です。
●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。
小倉さんのコメントを見て私はとても嬉しいです。色んなこ
とに気付きを持ってお仕事して頂きありがとうございます。
愛社精神に感謝です。西岡画伯面白いですよね。私も大好き
です。
もう少し集まったら冊子にして勉強会で配ろうと考えて
います。お楽しみに。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：社内報楽しみにしていただいていること
を嬉しく思います。知りたいことや要望等があれ是非教えて
ください。
これからもご購読よろしくお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：体調はいかがですか？無理だけは
されませんようにご自愛下さい。いつもありがとうございま
す。
●西岡より：小倉さん、私のイラストを楽しみにしてくださり
本当にありがとうございます！もっと小倉さんが笑顔になる
ように頑張って書きますね！これからもベルカ先生とソイ子
さんを宜しくお願い致します！
●金田より：小倉さん、お便りありがとうございます。嬉しい
報告をくださりありがとうございます。寒い日が続きますの
で、体調を崩されないようにお気をつけください。

◇◇◇大西 陽子さん◇◇◇
３月中旬、２人目の孫が誕生します。
嬉しくて心待ちにしておりますが、上の子が
３歳未満でどうしても私の助けを必要として
おりますので、
しばらくお休みさせて頂く様
お願いしております。皆様にご迷惑おかけす
る事となり心苦しいですがどうかよろしくお
願い申し上げます。
なるべく早く出勤できる様に心がけます。

●社長より：嬉しいことですね、復帰をお待ちしております。
感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：大西さんいつもありがとうございます。
お孫さんおめでとうございます。忙しくなりますね。頑張って
来て下さい。お帰りお待ちしております。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：お孫さんおめでとうございます。楽しみで
すね!お孫さんの成長を楽しみにこれからもお仕事バリバリ
よろしくお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：は〜い(^^)/大西さんのように完璧
な状態を維持するように！本社スタッフ頑張って対応してお
きます。
ご出産されたら、お孫さんのお写真見せて下さい。
お待ちしておりま〜す。
●西岡より：お孫さんが産まれるのはとても楽しみですね！
またお写真見せてください！
●金田より：大西さん、お便りありがとうございます。お孫さ
んの誕生が楽しみですね。大西さんが復帰されるのを心待
ちにしています。
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◇◇◇古家 アツ子さん◇◇◇
八尾様へ
いつもお世話になっています。
この度は不注
意で掃除機を壊してご迷惑をおかけしまし
た。すぐに新しいものを持って来て下さって
助かりました。今後、怪我や事故のないよう、
細心の注意を払って行動しなければと反省
しています。
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●社長より：古家さん、
どんまいです。道具に感謝して、大切
にしてあげてください。感謝です。
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：古家さんいつも有難うございます。今回
は大事に至らず本当に良かったです。怪我をしていたら大
変です。
これからも気をつけて頑張って下さい。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：古家さんに怪我がなくて何よりです。
これ
からも安全第一で宜しくお願いします。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：大事故にならず良かったです。反省
を今後活かして頂ければと思います。無理されることなく、
こ
れからもどうかご尽力下さい。
●西岡より：古家さんがケガをしなくて本当によかったです
！これからは掃除機がケガをしないように気を付けてくださ
い！
●金田より：古家さん、お便り有難うございます。怪我などな
くて本当に何よりです。いつもありがとうございます。

◇◇◇藤川 明子さん◇◇◇
●社長より：ご参加、有難うございました。至福のひと時で
社長様 ベルの皆様お世話になっています。 した。感謝です。
新年会の時はいろいろありがとうございまし ●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。
た。
新年会お会いできて嬉しかったです。
これからも元気にバ
八尾様 ついでの時で注文した分お願いし リバリお願いします。次は全社員大会ですね。
ます。
●加藤ﾘｰﾀﾞｰより：先日はご参加いただきありがとうござい
ました。今年もオシャレな藤川さんに会えてうれしかったで
す。今年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：発注分届きましたか？近頃お逢い
できずで申し訳ありません。
これからもどうか元気いっぱい
！お過ごしください。苦手な文章書いて下さり、ありがとうご
ざいます。
●西岡より：新年会の時にお会い出来てとても嬉しかった
です！また何かお困りごとがございましたらお声がけくださ
い！
●金田より：村井さん、お便りありがとうざいます。
こちらこ
そ、昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いいた
します。
◇◇◇村井 教子さん◇◇◇
明けましておめでとうございます
昨年中はお世話になりました。
今年も頑張りますのでよろしくお願いします。

●社長より：村井さん、元気ハツラツ、!顔晴りましょう!(^^)!
●山崎ﾏﾈｰｼﾞｬｰより：村井さんいつもありがとうございます。
今年も体に気をつけて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。
これから花
粉の季節ですね、お互いに対策して乗り越えましょうね。
●八尾ﾃｸﾆｶﾙﾘｰﾀﾞｰより：昨年も本当にお世話になりました。
今年もどうか頑張り過ぎずに取り組んでいってください。
く
れぐれもご自愛忘れないでくださいね。
●西岡より：毎年年賀状を送ってくださり本当にありがとご
ざいます！まだまだ寒い日が続きますので風邪など引かぬ
ようご自愛くださいませ！
●金田より：村井さん、お便りありがとうざいます。
こちらこそ
昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いいたしま
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。

̤̠͛́͂২

ಿર

ᅈᧈចƱƸäųƓܲಮƔǒႺƓᛎǊƷᚕᓶǛ᪬ƍƨʴǍŴଐ᪭ƷЈஹʙƷɶƔǒᅈᧈƕ
ųųųųųųųᅈᧈចƱЙૺƠƨʴƴƓƘǒǕǔƱƬƯǋƱƬƯǋӸᛎƳចưƢᲛ
お客様名：Y 社様からキーパー岸本さんへ

お客様名：Ｎ社様からキーパー宮本さんへ

いつもお世話になっております。宮本さんは小柄
ながら重いゴミ袋を運んだり、清掃用具と格闘し
たりいつもよく働いて頂いて助かります。寒くなっ
てきたので、風邪引かれないか心配です。温かく
して下さい。いつもありがとうございます。
宮本さんからのコメント
社長賞を頂き有難うござ
います。今年の 7 月で 4
年目に入り、お客様から
仕事を見てもらえ、こん
な嬉しいことはありませ
ん。
皆様が使って歩いて気持ちがいいなと思ってもらえ
る様、コツコツこれからも頑張ります。

岸本さんへは、いつも隅々まで綺麗に清掃いただき
大変感謝しております。弊社は職業柄、他社に比べ
ると、埃や粉塵が多いかと思いますが、綺麗に清掃
を実施していただいているお陰で、汚れも目立つ事
無く、弊社のお客様からもお褒めの言葉を頂戴して
おります。また、我々スタッフでも気付かない処も
清掃いただき、大変良い仕事をされている、と実感
しております。末筆となりますが、これからより一
層、寒い日が続きますが、貴社スタッフの皆様もご
無理されないよう、ご自愛くださいませ。今後とも
末永くお付き合いくださいますよう、何卒宜しくお
願い申し上げます。
岸本さんからのコメント
自分としては当たり前のことをしているだけなの
に…社長賞有難うございました！
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過去にタイムスリップ♪

ŬᯕݣሊǻȳǿȸޛɶȪȸȀȸ

@@ XŬ

皆さん如何ですか ?
鳩対策センターのユニホームに身を包み、何とも
立派に見える山中リーダー♪
ベルの作業服もお似合いですが、この鳩対策セン
ターの制服もなかなかさまになっていると思いま
せんか ?
皆さんのご意見もお聞きしたくて送信致します。
八尾 (^^♪

ʻஉƷɟӟ

﹁那覇の美容院に毎月のように通う台湾の若い女性客もいる︒電
車に近い感覚だろう︒最多の人は関空〜福岡便に５ 年間で368
回も乗ってくれた︒﹂と︒ピーチ・アビエーションの井上慎一社長
は語る︒
﹁去年は約2800万人が来日したが︑これで終わるはず
がない︒日本の自然や食べ物︑地方の魅力を発信することでリピー
ターも増える︒当然︑20年には4千万の数字はいくだろう︒
﹂と
政府がもくろむ20年に訪日外国人を4千万に増やす目標をクリ
アすると豪語︒続けて近い将来には︑深夜便だけを就航している
だけが︑昼間の発着便枠がもらえるチャンスがあれば︑必ずぜひ
羽田空港を狙いたい︒と政府への要望を
﹃日本のLCCの生みの親﹄
がフッとマジな胸の内をもらした︒

今月の「過去にタイムスリップ」は、2014 年 2 月 5 日に
更新されたベル日記をご紹介します♪
まだ若さが残ってて、ピチピチ？の山中リーダー♪
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世の中の
トラブルのほとんどは
相手を当てに
してしまう
ことから起こる

13

愚痴を言うとスッキリする
でも︑周りの人を不快にする

もう愚痴を言わないで

15

あなたが嫌いな人は
あなたに嫌われるという

配役を演じている

のです︒

主役はあなた︑

その脇役の人に
感謝してね︒

16

頂上に
登った人にだけ
見える景色がある︒

きょう︑家を出る時︑

とワクワクして︑
玄関の扉を開けましょう︒

何かいいことが
ありそう♪

17

あなたに幸せに
なってほしいから

恥ずかしいかもしれないけど︑
今夜奥さんに︵旦那さんに )
言ってみよう

﹁愛してるよ﹂

照れるかもしれないけど
今から友達に電話してみよう

﹁いつもありがとう﹂

14

EV 内

ソイ子さん
コードが出てますよ︒
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ࠟࠪࡖ
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ソイ子さん
おはようございます︒

ණᛢᧈ⒎⅙⅙
ⅹ↞↷ⅵↃↅⅳ↭ↈ⒏
ஔଔⅳ↖ↈ↜Ⓩ

やってはいけない

ん
イ子さ
ソ ソ
…

…
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今回は掃除機のコードがきれ
るだけで済みましが︑
過去の事故では︑女子中学生
が中指にかけていた紐が扉に
はさまり

掃除機を移動

させる時は︑

コードが床に

つかないよう︑

手に巻いて持
ち上げる！
もしくは︑

コードを収納してく移動して
ください！

小さいことかもしれませんが︑事故

なく安全に仕事
するため

安全に気を付けてお掃除

そのままエレベーターが動い には重要な
て指を切断する大けがを負っ 内容になります︒
ています︒

をしましょう！
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Before

After

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. ほうきの使う場所や使い方について正しい組み合わせはどれしょうか？でしたね♪

A. 答えの組み合わせ
①自在ほうき

②コーナーブルーム

A
C

C

A

③くじらのしっぽ

④ナイロン製ほうき

B

D

D
D

学校などでもよく使用 ほうきの角が硬く隅に ほうきは大きいが軽
される。フローリング フィットして砂やホコ く落ち葉を掃くのに
やタイルなどに最適で、
リを掻き出すほうき
適しているほうき
砂やホコリをキレイに
掃けるほうき

天然素材のほうきよ
りコシがあり、水に
も強いため、コンク
リートやアスファル
トの清掃に最適

適材適所の道具を使うことで、効率良く綺麗に清掃できます！普段使用
している道具を一度確認してみてください！
もし、どのほうきを使っていいのかわからない時は、本社スタッフまで
お問い合わせください！
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D 

いつもありがとうございます。今期も残り僅かとなりましたが、最後まで 3S 活
動をしっかりお伝えしていきます。
今回の例は、汚れを未然に防ぐ工夫です。汚れたらキレイにするは当たり前のこ
とですが、『汚れを防ぐ』という考えも、非常に大切です。
商業施設のトイレ等でよく見かける、エアシャワー ( 手洗い
乾燥機 ) ですが、機械の下部についている水受けの清掃が定
期的に必要です。清掃を怠ると、ぬめりが発生したり、水
道水中に含まれるカルシウム成分が堆積して、白っぽい水
垢になったりします。
しかし、水受けの清掃は細かい作業が
必要のため、時間や手間がかかります。

☝汚れが溜まっていますね。
水受けを型取った吸水マットを敷い
て、汚れや水分が水受けに付着しない
予防策を実践されていました。清掃の
際はスポンジをキレイにし、使いまわ
します。痛んできたら交換することで衛生を保てます。普段、当たり前のように
やっている作業でも、見る視点を変えることで新しい発見があります。キレイに
するだけでなく、汚れを想定して対策を打つ工夫が素晴らしかったので紹介しま
した。何気ない工夫でもかまいませんので、皆様からのアイディアを引き続き募
集しています！よろしくお願いします。

சஹ˖ಅᙸܖἩἿἂἻἲ
2/14（水）未来企業見学プログラムとして、
大阪経済法科大学の 3 年生 10 名がベンチ
マークに来られました。

学生さんたちは就職活動に活かす企業研究

をするため、ベルの取り組みや考えを学びま

した。その中で、今後の就職活動に活かして
もらえる様「仕事で大切なこと」
、
「就職活動

を行う中で大切なこと」を実体験を交えてお伝え

しました。目前に就職活動を控えてる学生さん。

今回のベンチマークで学んだことが、将来の夢の
実現に繋がってほしいです！
！皆さん、就職活動を
頑張ってください！応援しています！
！
！

2018 भॄ
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新入社員の仕事 1 日密着

Vol.2

新入社員 3 人が入社してもうすぐ 1 年！そこで新春特別企画！新入社員の仕事を密着取材！
第二回は、ビルメン事業部兼鳩対策事業部テクニカルクルー樋口寛史くんです！
マンションのベランダに鳩が来ており対策を行ってほしいとオーナー様から依頼を受け
樋口くんの 1 日
鳩がベランダに入らないようにネットを張って防ぐ対策を行いました。
現場到着！

ロープ施工開始！

事前確認

屋上にロープを設置！
マンションの屋上から下を見
下ろし、荒木さんと施工場所
を確認！
安全に施工を進める為には、
事前の確認は欠かせません！

本日はマンションの鳩対
策でロープ施工！
荒木さんと念入りに準備
をしています！

ピッタンコを貼っていきます！

ネットを張っていきます！

いざ施工開始！地上約 20ｍか
ら降りるのはとても高さがあ
りましたが、全く動揺してい
ない樋口くん！さすがです！

施工終了！

施工した場所は、遠くから見るとネット
がわからないくらい綺麗に貼られていま
す！お客様も「これでみんな安心すると
思います。」と満足して下さりました！
さすがプロです！

ロープの留め具であるピッタンコを
上から順番にボンドで貼っています！貼
る位置も均等に真っ直ぐに揃える様に
ロープに沿って貼っていきます！

ネット施工開始！
鳩が入らないようにネットのマ
ス目を揃えて貼っていきます！

荒木さんと樋口
君ご協力ありが
とうございまし
た！

樋口くんってどんな人？〜樋口君の上司と先輩にインタビュー！〜
仕事を覚えてきて、指示しなくても自分
から動いてくれて頼もしい！覚えは早い
と思う！
これから、樋口ではなく田口になる勢い
で頑張ってほしいかな（笑）
田口リーダー

今後の目標

荒木先輩

〜樋口君へ今後の目標を聞きました！〜

今はまだ先輩方にたくさんサ
ポートしていただいているの
で早く追いついて一人前に施
工できるようになりたいで
す！

普段はおちゃらけた雰囲気やけど、仕事
になるといい意味で真面目！
報告書も確認したら既に作ってくれてい
ることも多いし助かってます。
安心してお仕事お任せしています！

編集後記
今回樋口君の現場を同行して思ったことは、と
にかく技術がすごいこと！入社して 1 年目で躊
躇なくロープを降りている姿はとても格好良く、
尊敬しました。また先輩方との信頼関係がとて
も厚く楽しんで仕事をしているのが伝わってき
ました。日々技術を磨き、成長し続けている樋
口君を見習い私も頑張ります！

遠藤

節分とは？

節分のふしぎ発見

２月３日は「節分（せつぶん）」ですね。節分とは本来、「季節を分ける」つまり季節が移り変わる
節日を指し、立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日に、１年に４回あったものでした。ところが、
日本では立春は１年のはじまりとして、とくに尊ばれたため、次第に節分といえば春の節分のみを
指すようになっていったようです。
なぜ鬼を退治するのが「大豆」なのか？

古代から日本では「いつつのたなつもの」として尊ばれていました。時代によって移り変わり
がありますが、古事記の記載では「稲・麦・粟・大豆・小豆」の五つとなっております。五穀
には、穀霊が宿っており、霊力が備わると考えられました。そのうちの大きなものが大豆です。
神の力を宿した穀物がある中で最も大きな大豆、それが悪霊を退治する力を持つと考えられ、
鬼退治の豆が大豆と決定されました。
豆を最後に食べる理由とは？

豆まきが終わったらその豆を、1 年の厄除けを願いながら、数え年という意味合いで自分の年
齢よりも 1 個多く豆を食べます。また、豆には食べると「健康（まめ）になる」という意味も
あります。
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ؾǛᎋƑᘍѣƠǇƠǐƏᲛ ★足首の屈伸運動

2月に入りましたが、
まだまだ寒い日
が続きますね。冬を温かく乗り切る
ためには、冷えに強い体をつくるこ
とが大切です！分厚い衣類や暖房器
具ばかりに頼りがちですが、
自分の
体が温まろうとする力をつけること
が必要になります。今回は、簡単に
温まる運動をご紹介します！運動を
して汗をかいて温まりましょう♪

足が冷たく固まってしまうのは、寒さのせいで血行
が悪くなっているからです。膝が曲がっていたり、足
首も十分動いていない場合が多くあります。膝の屈
伸運動や、足首を曲げたり伸ばしたりすることで、血
の巡りがよくなります。朝起きたとき、布団の中で足
首だけ屈伸運動してから起きるのもいいですね。

★肩こり解消

寒さのせいで、血行が悪くなっているのはもちろん、姿
勢が歪んでくること、厚着・重ね着のせいで、首周りを押
さえているのも理由です。
まず、体を温めること、緊張を
ほぐすことがいちばんです。ゆっくりお風呂に入り、軽く
体を温めてからストレッチをすると効果的です！
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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
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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。
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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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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
いつもありがとうございます。そろそろ寒波続きだった2月も終わりそうですね。今年は本当に寒
かったです。私用ではありますが、寒波の中新潟県に行くことがありました。普段は南国へ行くこと
が多い私が新潟県へ行くのは人生で初めてのことでした。
よくもここまで雪が積もったり、溶けず
に雪の塊になっているものだと本当に驚かされました。ニュースで見る光景そのままでしたが、実
際に見るのは初めてでしたので新鮮な気持ちになりました。今はインターネットの普及により色々
な情報を知ることが出来、実際にその場に行かなくても行った気になれます。
しかし、実際に行くと
情報と全然違って良かったり、悪かったり、そのままだったりと新たな発見もあります。そこで先月
から掲載している
「新人社員密着取材」は机上だけで作るのではなく、実際に取材者が現場に同行
С˺ᎍ
С˺ᎍ
ႆᘍᎍ
ዻᨼᎍ
し
「見て、聞いて、体感してくる」
ことで正確
な情報を伝えられるようにしました。今後も
わかり易く伝わるような工夫をしていきます
ᡈᕲ ᑈ܇
ので宜しくお願い致します。
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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