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　みなさま、こんにちは！

　振り返れば今年の半分が終わりました。皆さんはこの

半年をどう振り返りますか？様々なことを学び、様々な

課題を感じているのではないでしょうか？

　この半年間に満足している人は慢心せずに継続を。満

足していない人はまだ半年ありますので後悔のないよう

挑戦を。私たちは完ぺきではないからこそ挑戦し失敗を

受け入れながら成長していきましょう。

　先日個人面談が終わりました。業務の合間をぬっての

ご協力ありがとうございました。4月の手紙にも宣言し

た通り皆さんの意見を参考に周りからいい会社と思われ

る会社ではなく、働いている皆さんがいい会社と思える

会社作りに役立てたいと思います。しかし、これは決し

て皆さんの意見を全て聞き入れるという事ではなく、こ

れまで通り、様々な意見や提案を聞いた上で私の判断を

行います。その点はご了承ください。

社 長 が 行 く Our president going to . . .
6通目6通目

　創業者である祖母と話しているといつも言われること

があります。

　「どこに行っても、通用する人間になりなさい」

　生きている時間というのは会社で過ごす時間だけでは

ありません。我々は今までもこれからも多くの人と多く

の時間を共有していきます。そして様々な常識の変化に

も対応していかなければなりません。苦しいときや辛い

ときも多く訪れます。その中でも生きていかなければな

りません。

　うまくいっている時ほど慎重に、辛い時ほど笑顔で大

胆に、これからも数多くの苦難をともに経験し、かけが

えのない時間をともに共有していきましょう。

　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 商品カルテ 使用状況報告使用状況報告
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今月の営業
スローガン

社長：正確な対応・行動・指示
村木さん：仕事のご褒美は、次の仕事！
相良さん：指示モレ・入力モレに注意！
NET通販：笑顔が伝わる電話対応
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今月は未来のひろばが
過去最高でした。「書く
ことがあるから書く」で
はなく、「書くことを見つ
けて書く」が身について
きた証拠でしょうか(^^)
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今月のPICK UP!
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【いいね数10～1】
上野さん（9）、村木さん
（6）、本越さん・社長（各4）、
森川さん（2）、有谷さん・河
野さん・経理部長（各1）
【いいね数0】
相良さん・鶴田さん・岩下さ
ん・中野さん・桑原さん
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文：松永さん
（2021/6/23くま袋ブログより抜粋）

他部署のスタッフと会話をする時間
がなかなか取れない中、商品カルテ
にシールが貼ってあるだけで「あの人
も同じことに共感してるんだ！」ととき
めく瞬間があります( ´艸｀)なんだ
か一体感が生まれてとても良きシステ
ムです！

逆に自分の書いたことにシールが貼
られると、もっと多くの情報を書き込
みたくなります(#^^#)

事故の無いよう商品カルテを良く読ん
で理解してから作業にあたりましょう！

商品カルテ始動から一年以上経過し、前年同月比の算出が可能になりまし
たので掲載を始めます。未掲載だった1～5月の昨対比は以下のとおりです。
商品カルテ始動から一年以上経過し、前年同月比の算出が可能になりまし
たので掲載を始めます。未掲載だった1～5月の昨対比は以下のとおりです。

一歩前進or後退？
今月より、ひろば使用率の昨対比を掲載します！
一歩前進or後退？
今月より、ひろば使用率の昨対比を掲載します！

（昨年ライン）



●77歳・女性・一人暮らし
　人口350人、多くが生活保護で暮らす町に住む
●77歳・女性・一人暮らし
　人口350人、多くが生活保護で暮らす町に住む
　人生で家事と農業以外したこつなか。24時間のうち、
昼は外、夜は家の中で、18時間働きづめたい。寝る時
間はほとんどなくて、ゆっくり休めたことなんかなかっ
たな。
　子どもが10人おったけん、日曜も休みなくご飯作っ
て食べさせよった。急いでご飯作ってテーブルに並べる
ためにここにおったようなもんたいね。ただただ大変
だった。今はもう、すぐ足が痛くなるし何も思うように
できん。
　教育を受けとらん人間にとって、何かについてよく考
えるってことはなかなかできん。私が学校に行ったのは
５ヶ月間だけだったけん。私はただの田舎もんで、田舎
で習った話し方で、田舎の人たちと話すことしかできん。
　子どもの頃は15人家族で、灯りも窓もない家だった
けんね。どぎゃん寒か冬でも、ドアば開けとかんといか
んだった。火焚いて明るくして、泥で壁に文字書いて、
そうやって書き方の練習しよった。
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【出典】Studs Terkel. Working.New York: Pantheon Books. 1974.
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ひろば実例紹介ひろば実例紹介

●顧客情報
・毎年八千代座にて開催（社長）
・不動産業開業！！（社長）
・山田さん　細身のジーンズ似合う（村木さん）
●全行程向け注意事項・伝えるひろば
・インパクトの強いデザイン（読みやすく年配にも配慮）（村木さん）
・クライアントの悩み「人手不足（仕事をお断りしている状況）。し
かし、警備の仕事敬遠されがち…」（村木さん）
・データ色調整（沈むので明るめ）（村木さん）
・今回号より担当交代（不慣れなご様子にて校正要注意！）（相良さん）
・前回は印刷外注→今回は当社ハナコ印刷（相良さん）
●残すひろば　【記入者内訳】有谷さん22件、相良さん6件、鐘
ケ江さん3件、福島さん2件、本越さん・河野さん・社長・有働各1
件、記入者不明2件
・濃く印刷（盛る・55くらい）（有谷さん）
・紫ほど盛らなくて良い（10くらい）（有谷さん）
・2つ折りは予備30T程必要（鐘ケ江さん）
・85gのクラフト封筒はスジが入りやすいので要調整（85～88、
定着ローラー温度、101、ニップ幅）（鐘ケ江さん）
・外注戻り後先方のラベルが貼ってない場合は自社のラベルを貼
る（河野さん）
●未来のひろば　【記入者内訳（リピート含む）】有谷さん6件、有
働5件、松永さん3件、経理部長・森川さん・福島さん・社長各1件
・デザイン編集へ：次回裏面のWを98→97、廻り込み分を1→
1.5mmにしてください（有谷さん）
・村木さんへ：うら刷りなので記入してください（有谷さん）
・村木さんへ：プリントパックの金額が知りたいので、次回より稼働金
額への記入または資料を添付したまま私へ提出願います（松永さん）
・マンモス印刷時、ベタ部分にローラー痕発生（有働）
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プレゼンの準備として、全ス
タッフに「上半期振り返りシー
ト」の提出ををお願いしてい
ます。丁寧な振り返りと記入
をよろしくお願いいたします。

7月16日（金）8:00～
※終了時間未定（進捗管理委員会で近日中に決定）
＠デザイン編集課

活動方針中間分析活動方針中間分析

発表会発表会
開催迫る！

目的
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成果の見える化
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明日締切！



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
がある方はこの手紙に書いて渡し
ましょう。

より

社長への手紙社長への手紙




