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新・社内新聞新・社内新聞

はじまります!はじまります!

昨年の『カオス新聞』の活動を受け継ぎ

リニューアルした社内新聞『カルてがみ』を創刊します。

商品カルテ・企業カルチャー・アカルイミライの３つをテーマとして

「社長が行く」（社長からの手紙）、

「商品カルテ使用状況報告」（働く仲間からの手紙）、

「Working!」（時代と海を越えた、働く普通の人々からの手紙）など

様々な思いのこもった「手紙」を毎月お届けします。

清く、楽しく、たくましく、協力し合って働くみなさんにとって

啓文社がいつも活力にあふれ、前向きな場所であり続けますように。

この『カルてがみ』を読んでみなさんの気持ちが豊かになったり

何か考えたりするきっかけになればうれしく思います。

社内新聞責任者　有働牧子

【イラスト出典】
アーノルド・ローベル作
『ふたりはともだち』
（1987年、文化出版局）



　啓文社の皆さん、こんにちは。

　今年も啓文社の文化を築いていくうえで欠かせない

社内新聞「カルてがみ」が始まりました。責任者の

有働さんからもありましたように、今年から、3つの

カルをテーマとして様々な人からの手紙が届きます。

その手紙に込められた様々な思いに目を向け、今年も

チーム一丸となってこの時代を戦っていきましょう！！

　新型コロナウイルス・・・

　今年も避けては通れない世の中になっております

が、気を落とすことはありません。今は異常事態！！

必ず収束しまた皆さんで楽しくバカ騒ぎできる日は必

ず来ます。まだまだ耐え忍ぶ時は続きますが、必ず来

る未来のための準備をコツコツと1歩1歩進めていく

年にしましょう。

社 長 が 行 く Our president going to . . .
連載 第1回連載 第1回

　そして未来を見据えるうえで重要になってくるの

が、対極に過去を振り返るということではないでしょ

うか？　啓文社という会社がいままでどういったお客

様・仲間とともに成長して来たのか。どういった壁に

直面し、それをどう乗り越え現在に至るのかを知るこ

とが未来への大きな1歩へと繋がるヒントになるはず

です。

　過去に感謝し、仲間に感謝し、お客様に感謝し、今

ある環境に感謝し、常に感謝の心を忘れることなく一

生懸命、試行錯誤しながら仲間とともに、お客様とと

もに清く、楽しく、たくましく、協力し合いながら今

年も歩いていきましょう。

　徳永辰太郎



よりよい会社をみんなでつくるためによりよい会社をみんなでつくるために

【いいね数10～0】
森川さん（9）、経理部長・村木さん（各6）、
本越さん・河野さん（各4）、相良さん・桑原さん（各2）、
岩下さん・鶴田さん（各0）
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今月の営業
スローガン

社長：お客様へ提案の数を増やす！！
村木さん：心機一転！クライアントに寄り添う。
相良さん：年度末物件に照準！早めのGET！
NET通販：見えないお客様に目を凝らす（byくま袋会議）
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ひろば使用率（2020/12/24～2021/1/28・回収136件）ひろば使用率（2020/12/24～2021/1/28・回収136件）

顧客情報欄顧客情報欄

75.0%75.0%

最大 79.0%
（2020.11）
79.0%

（2020.11）

平均 50.9%50.9%

全行程向け注意事項全行程向け注意事項

73.5%73.5%

最大 75.9%
（2020.6）
75.9%
（2020.6）

平均 65.0%65.0%

伝えるひろば伝えるひろば

27.5%27.5%

最大 30.7%
（2020.5）
30.7%
（2020.5）

平均 26.4%26.4%

未来のひろば未来のひろば

8.8%8.8%

最大 10.7%
（2020.11）
10.7%

（2020.11）

平均 5.5%5.5%

残すひろば残すひろば

19.8%19.8%

最大 30.1%
（2020.4）
30.1%
（2020.4）

平均 23.8%23.8%

いいね数
（12月・1月合計）
いいね数

（12月・1月合計）

今月は回収数が少なめでした。
しかし、営業スローガンや
いいねシールなどから
活気が感じられます！

→ひろば実例紹介に続きます



ひろば実例紹介（2020年12月～2021年１月回収分より）ひろば実例紹介（2020年12月～2021年１月回収分より）

●顧客情報欄
・経理部長親戚です（社長）
・社長 ご年配（社長）
・自動車整備会社 旧車取り扱ってます（社長）
・デザイン常にこだわりあり（社長）
・ルーテルサッカー部後援会 全国大会出場！純粋にうれしい！（母
校です）（社長）
・弊社担当労務士さん（社長）
・エリアコンサルタント様からご紹介いただきました（社長）
・待ち時間には必ずおいしいコーヒーを提供してくれます。お・も・
て・な・し（社長）
・なんとディズニーコラボ！！（社長）
・印刷物は全面的に当社へいただいてます（村木さん）
・テレビCM（３パターン）放映中（村木さん）
・同業者友好関係（村木さん）
・中高年野球チームでピッチャー（110Kのストレートで勝負）（村木さん）
・紫蘇ひとつでグローバルに展開されてる会社です！（村木さん）
・コインランドリーの販売・運営をされている会社です（村木さん）
・離婚相談等ございましたらご紹介します（村木さん）
・年２～３回はメニュー改訂にてご注文いただいてます（村木さん）
・社長の声が天龍源一郎ばりにガラガラで聞き取りづらいです（村
木さん）

・怒らせるな！（村木さん）
・濱村社長のご趣味はカヤックです！（村木さん）
・重要クライアントです！（村木さん）
・県社交飲食業組合中島理事長経営のラウンジ（相良さん）
・毎年新人さんが担当（今回は辻様）（相良さん）

・遺跡の発掘及び調査（相良さん）
・学園大内印刷センターに常駐（相良さん）
・ドラマ・映画の編集を専門とするポストプロダクション（NET通販・上村さん）
・読み方は「サイヒロ」です（NET通販・松永さん）
・クレジット決済（NET通販・松永さん）
・社長は以前東京でプロの音楽家として活動（NET通販・村木さん）
・プラス思考の年賀状文面、毎年楽しみです（松永さん）

●残すひろば
【記入者内訳】有谷さん：38件、社長19件、本越さん・福島さん:
各4件、松永さん：３件、相良さん・奥添さん・鐘ケ江さん・中野さ
ん・有働：各1件
・ハナコにてステープルまでする（鐘ケ江さん）
・毛筆書体は太くないタイプで（にじむため）（松永さん）
・折り加工の際2丁付で行うのでタテ×ヨコ4で印刷（奥添さん）
・上がり面印刷時500枚で仕切りを入れる（有谷さん）
・本文グレーの網掛け部分、色が混ざっている場合あるので要注
意（有働）

●未来のひろば
【記入者内訳（リピート含む）】有働：11件、鐘ケ江さん：7件、有谷
さん・松永さん：各３件、福島さん：２件、森川さん・本越さん：各１件
・福山通運様より出荷（福島さん）
・加工をハナコ印刷の方へ追加してください（鐘ケ江さん）
・仕上断裁が無記入、追加お願いします（4面シートなので）（鐘ケ江さん）
・広報委員会堂園様、何度も何度もチェックされている（有働）
・2020年12月号デザイン好評、修正ほぼなし（有働）



クリフ・ピケンズ｜新聞配達員
●12歳・前回登場のビリーの同僚・54軒の顧客を抱える

　新聞投げるの、おもれーけん。下手な奴が投げる

と屋根の上に落ちたりするけど、俺はしたこつなか。

たまに植え込みに落ちるときがあって、そんときはま

じウケるよ。ありえんくらい「ぶわぁああぁん！」っ

てなるけん。それ見るのけっこう楽しい（笑）知らん

人にはわからんくらい、はねるけん。

　その辺で遊びよる人たちから、俺の見とらん隙に

新聞ば取られたりすることもある。ま、そのあと返

してやらすけどね。からかいよらすだけたい。名前も

知らん人たちばってん、いつもそん人たちのとこに

行って、言うと。「はいはい、返して。そんシャツん

下に隠しとるてわかっとるけん」て。言っても返さっ

さんときは、自分からシャツばめくって取り上げるよ。

　新聞屋は楽しかよ。人ば好きになれる仕事と思う。

【出典】Studs Terkel. Working.New York: Pantheon Books. 1974.

Working! vol.4
翻訳：有働～時代と海を越えた普通の人々からの手紙～～時代と海を越えた普通の人々からの手紙～

社長はみなさんの意見や指摘、提案等を歓迎
します。伝えたいことがある方はここに書い
て切り取って渡しましょう。
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社長への手紙社長への手紙

活動ノート使ってますか？活動ノート使ってますか？フラット化２年目の挑戦

　活動ノートは、“成果の見える化”を効率よく、しか
も楽しく実現するために考えられたノートです。
　成果とは、野球で言えば“ホームベースを踏むこと”。
でも、ホームベースを踏むには、1塁から3塁までを順
に踏まなくてはいけませんよね。ホームベースへの到達
（＝成果）だけでなく、1塁から３塁への出塁（＝成長）
を見える化できたら、きっとゲームみたいに楽しい！
　そんなわけで、活動ノートは日々の成長を楽しむため
にあります。「こんなことがしたい」「これをした」「こ
んなことがあった！」「うまくいかなかった」「結果が出
た！」などなど、どんなささいなことでもこまめに書き
留め、ホームベースまでの軌跡を見える化しましょう。



今月も
おつかれ
ピヨ

来月も
協力し合う

ピヨ


