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　みなさま、こんにちは！！

　わたくし事ではありますが、先日27歳の誕生日を迎え

ました。お祝いしてくださった皆様ありがとうございま

した。

　改めて振り返ると、この27年間多くの方々に支えられ

てここまで生きてこられました。家族・友人・社員・お客様・

学校の先生・地域の皆様・サッカーの試合の対戦相手等、

振り返ればとんでもなく多くの人と関わってきていて、

その経験の積み重ねの結果が今の自分ではないかと思い

ます。これからも多くの人と関わり、多くの経験を積み

ながら未来に向かって走っていきたいと思います。

　皆さんも啓文社という組織の人である前に、一人の個

人です。まずは自分自身を大事にし、目標をもって一生

懸命頑張ってほしいと思います。

　ですが会社にはお互いが気持ちよく働く環境を保つた

社 長 が 行 く Our president going to . . .
8通目8通目

めのルールや行動方針が存在します。ただわがままにそ

のルールや行動方針を守れない人はこの組織には必要あ

りません。今一度活動方針書をしっかり熟知し、まずは

理解することから始めましょう。

　そしてもし間違ったことが起きればお互いが注意でき

る環境や風土。いいこともわるいことも共有し、報連相

を密に行う事がチームとしての力をグンと伸ばす秘訣で

す。

　これからの「啓文社」という会社はみんなで作り上げ

ていくものです。皆で意見を出し合い、考え、行動し、

より良い会社、そしてより良い自分を作っていきましょ

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：新規物件の見積件数10件（提案によって）
村木さん：仕事の金メダルを獲得！
相良さん：先行管理
NET通販：リニューアルでスタート！
　　　　　チロぶくろもよろチロお願いします♪
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顧客情報欄顧客情報欄
73.7%

（昨対：185.6%）
73.7%

（昨対：185.6%）

最大 83.1%
（2021.2）
83.1%
（2021.2）

全行程向け注意事項全行程向け注意事項
78.3%

（昨対：122.5%）
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（昨対：122.5%）

最大 78.3%
（2021.8）
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伝えるひろば伝えるひろば
32.2%

（昨対：120.6%）
32.2%

（昨対：120.6%）

最大 35.3%
（2021.3）
35.3%
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残すひろば残すひろば
14.5%

（昨対：60.0%）
14.5%

（昨対：60.0%）

最大 33.8%
（2021.5）
33.8%
（2021.5）

全行程向けで過去最高！
残すひろばの昨対60%
が気になるところ。リ
ピート物件では新たに残
す情報も限られてくるか
もしれませんが、「書くこ
とを探す」気持ちでひろ
ばと向き合いましょう♪

今月の
いいね数
今月の
いいね数

今月のPICK UP!

未来のひろば未来のひろば
7.9%

（昨対：106.8%）
7.9%

（昨対：106.8%）

最大 11.8%
（2021.6）
11.8%
（2021.6）

【いいね数10～1】
上野さん（5）、奥添さん（5）、相良さん（4）、上村さん（2）、
本越さん（2）、有谷さん（1）、桑原さん（1）
【いいね数0】
村木さん・鶴田さん・森川さん・中野さん・河野さん
経理部長・岩下さん

【いいね数10～1】
上野さん（5）、奥添さん（5）、相良さん（4）、上村さん（2）、
本越さん（2）、有谷さん（1）、桑原さん（1）
【いいね数0】
村木さん・鶴田さん・森川さん・中野さん・河野さん
経理部長・岩下さん

小さなことからコツコツと♪
利益UPは営業だけの仕事
ではありません。
左の例で鐘ケ江さんは、自
分の工程に関する指摘だけ
でなく、単価への指摘も。次
の例では、有谷さんが品質
向上のための対策を依頼。
さらに上野さんは準備済み
であることを明記し、営業へ
安心感を与えています。
こうした努力を全員でコツ
コツ積み重ねることで、会社
全体の利益もUPします。

早川さん
（20）
早川さん
（20）

有働
（21）
有働
（21）

ひろば活用でコツコツ利益UP!
商品カルテだからできる！商品カルテだからできる！

過去
最高

鐘ケ江さん
（31）

鐘ケ江さん
（31）



新興住宅地の一角にある、緑に囲まれ、きれいに刈り
込まれた芝生の庭と、車２台を収容するガレージ付きの
家に暮らす。若い頃はメジャーリーガーを夢みていた。
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　鉱石ば掘り出しよるとじゃなかです。鉱石から土ば
落としよるとです。土の扱いがわかれば、機械の性能
が最大限に活きてくるけんですね。それが“操縦”ですよ、
言いよるこつのわかりますか？　もうこれ以上は採れん
て言われとる以上のものば採るのがむしゃんよかで
しょ。もうこれ以上はできんていうくらい安く採らなん
いかんとです。
　好きなこつばかりの仕事じゃなかですよ。地面が掘り
返されるのを見て、よか気持ちはしません。もし何か
他のものに使われとったら…て想像できるようなときは
特にです。それはいつも考えとります。何年も何年も
何年もかけて出来たものば傷つけて、石ば掘り出しよ
るわけですけんね。
　みんなが自分の仕事に満足しとるわけじゃなかでしょ
うけど、自分のために仕事しよるかどうかじゃなかです
かね。自己犠牲で仕事しても、満足はできんと思います。
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【出典】Studs Terkel. Working. New York: Pantheon Books. 1974.
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BOB SANDERS｜露天採掘夫

ひろば実例紹介ひろば実例紹介

●顧客情報
・橋口専務様の最愛の妻（村木さん）
・アネルカ&リブ様より新規ご紹介です（村木さん）
・説明不要のミスター嘉島町（相良さん）
●全行程向け注意事項・伝えるひろば
・アマビエ→カグラへ（鬼滅の刃よりイメージ）（社長）
・今回より箱となります。経過により袋に跡がつくそうです（村木さん）
・年1回の定期物件（昨年はコロナ禍で中止。今回2年ぶりに開催）（相良さん）
・今回先方担当者様交代あり（相良さん）
・ご注文5,000枚。ただし前回残が236枚有り、今回は約4,800
枚を目処に製造（相良さん）
・前回下記のごとく事故発生、刷り直し有り。要注意！！（相良さん）
・数量5倍にてリピート注文（NET通販・上村さん）
・青口金は薄くならないように金らしく印刷お願いします（NET通販・上村さん）
・2連続で不良発生のため、お詫びとして予備を多めに付けて納品します（NET通販）
・PDF入稿のため、スミ部分がリッチブラックになっています（奥添さん）
・底の表記を「紙：袋 プラ：ハンドル」へ変更（奥添さん）
・500枚毎帯を作りやすくするため合紙を入れる（鐘ケ江さん）
・箱詰めの上のスキマはワンプを詰める（中野さん）
●残すひろば　【記入工程内訳】営業1件、デザイン編集3件、印
刷（機械設定）15件、印刷（インク情報）10件、加工（機械設定）2
件、仕上2件、クレーム・事故1件
・注文時は穴の有無を確認（社長）
・成分表示を新しい分に変更（上野さん）
・長3段ボールへ箱詰めの工程を追加してください（中野さん）
・文章内の句読点は原則不要（有働）
●未来のひろば　【記入者内訳（リピート含む）】鐘ケ江さん5件、森
川さん、有谷さん各2件、経理部長、福島さん、松永さん、有働各１件
・次回は（大）の濃度1.20に合わせる（有谷さん）
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みんなで作ろう

活動ノート

より使いやすい

活動ノートをめざ
して

みなさんからの

提案を募集しま
す

9月1日～10月30日
（2ヶ月間）

提案募集期間

9月または10月提出の
たまちゃんにて

「#活動ノートへの提案」
と明記して提出してください

9月より、来期テーマ発
表・来期活動方針作成
開始と、来年へ向けた
活動が始まります。そ
こで、活動ノートに関
するみなさんからの提
案を募集します。知恵
を出しあい、生まれた
ばかりの活動ノートを
使いやすくしていきま
しょう。

提出方法



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




