
「「「「もうもうもうもう

沖縄沖縄沖縄沖縄

さんのさんのさんのさんの

たらたらたらたら

受賞受賞受賞受賞

頂頂頂頂くくくく

聞聞聞聞いていていていて

とととと考考考考
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広報広報広報広報

もうもうもうもう雪降雪降雪降雪降らないんじゃないらないんじゃないらないんじゃないらないんじゃない

沖縄沖縄沖縄沖縄でもでもでもでも観測史上観測史上観測史上観測史上

さんのさんのさんのさんの記憶記憶記憶記憶にににに焼焼焼焼

たらたらたらたらいいないいないいないいなとととと思思思思

受賞受賞受賞受賞をきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアに

くくくく回数回数回数回数がががが増増増増えてきたえてきたえてきたえてきた

いていていていて頂頂頂頂くくくく皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの

考考考考えましたえましたえましたえました。。。。

基本基本基本基本１１１１：：：：    

長長長長いいいい一文一文一文一文でででで

短短短短いいいい文章文章文章文章をををを

がががが伝伝伝伝わりやすいですわりやすいですわりやすいですわりやすいです

基本基本基本基本２２２２：：：：    

自信自信自信自信をををを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう

物流物流物流物流応援団応援団応援団応援団

初初初初めてめてめてめて頂頂頂頂

中中中中のののの女性支援女性支援女性支援女性支援

てててておおおお伝伝伝伝えするえするえするえする

みてみてみてみて分分分分かったことかったことかったことかったこと

になになになになったったったった

るるるる意味意味意味意味をををを

れたれたれたれた初初初初めてのめてのめてのめての

桜運輸㈱ 
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さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

広報広報広報広報        

らないんじゃないらないんじゃないらないんじゃないらないんじゃない

観測史上観測史上観測史上観測史上 2222 度目度目度目度目

焼焼焼焼きききき付付付付いているといているといているといていると

思思思思いませんかいませんかいませんかいませんか

をきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアに

えてきたえてきたえてきたえてきた当社当社当社当社

さんのさんのさんのさんの記憶記憶記憶記憶

。。。。    そこでそこでそこでそこで

話し

    

でででで話話話話すよりもすよりもすよりもすよりも

をををを並並並並べべべべたほうたほうたほうたほう

わりやすいですわりやすいですわりやすいですわりやすいです。。。。    

    

ちましょうちましょうちましょうちましょう    

応援団応援団応援団応援団    ヤマネットヤマネットヤマネットヤマネット

頂頂頂頂いたいたいたいた 90909090 分分分分

女性支援女性支援女性支援女性支援 PJPJPJPJ をををを

えするえするえするえするかかかか悩悩悩悩みましたみましたみましたみました

かったことかったことかったことかったことはははは

ったったったった』』』』ということということということということ

をををを再再再再認識認識認識認識しししし、、、、

めてのめてのめてのめての講演講演講演講演にににに

 弥富市東末広
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さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

            

らないんじゃないらないんじゃないらないんじゃないらないんじゃない？？？？」」」」なんてなんてなんてなんて

度目度目度目度目のののの降雪降雪降雪降雪ととととニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたね

いているといているといているといていると思思思思いますがいますがいますがいますが

いませんかいませんかいませんかいませんか？？？？    昨今昨今昨今昨今

をきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアに

当社当社当社当社のののの面々面々面々面々はははは

記憶記憶記憶記憶にににに残残残残るるるる紹介紹介紹介紹介

そこでそこでそこでそこで．．．．．．．．．．．．    

し方講座

ﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷ

    

基本基本基本基本 3333：：：：

自分自分自分自分のののの話話話話

ずいてずいてずいてずいて聞聞聞聞

れるれるれるれる人人人人をををを

るとるとるとると落落落落ちちちち

話話話話せますせますせますせます

ヤマネットヤマネットヤマネットヤマネット様主催様主催様主催様主催

分分分分のののの講演依頼講演依頼講演依頼講演依頼

ををををどうやってどうやってどうやってどうやって

みましたみましたみましたみました。。。。がががが

はははは・・・・・・・・・・・・『『『『私私私私がががが

ということということということということ♪♪♪♪    このこのこのこの

、、、、新新新新たなたなたなたな目標目標目標目標

にににに感謝感謝感謝感謝ですですですです!!!!!!!!    

弥富市東末広 9-51 
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なんてなんてなんてなんて甘甘甘甘くくくくみてたらみてたらみてたらみてたら

ニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたね

いますがいますがいますがいますが、、、、そんなそんなそんなそんな

昨今昨今昨今昨今、、、、女性女性女性女性支援支援支援支援

をきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアにをきっかけにたくさんのメディアに取取取取りりりり上上上上

はははは焦焦焦焦ってってってっていますいますいますいます

紹介紹介紹介紹介のののの仕方仕方仕方仕方やややや「「「「

座 開催

ﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷﾄﾞｷ    

：：：：    

話話話話をうなをうなをうなをうな

聞聞聞聞いてくいてくいてくいてく

をををを見見見見つけつけつけつけ

ちちちち着着着着いていていていて

せますせますせますせます。。。。    

様主催様主催様主催様主催セミナーでのセミナーでのセミナーでのセミナーでの

講演依頼講演依頼講演依頼講演依頼。。。。まだまだまだまだ模索模索模索模索

どうやってどうやってどうやってどうやって自信自信自信自信をををを持持持持っっっっ

がががが、、、、終終終終わってわってわってわって

がががが一番勉強一番勉強一番勉強一番勉強

このこのこのこの PJPJPJPJ をををを続続続続けけけけ

目標目標目標目標をををを見見見見つけらつけらつけらつけら
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みてたらみてたらみてたらみてたら 10101010

ニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたね

そんなそんなそんなそんな記憶記憶記憶記憶

支援支援支援支援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

上上上上げてげてげてげて頂頂頂頂きききき

いますいますいますいます。。。。    ただただただただ

「「「「伝伝伝伝えるえるえるえる」」」」

開催しました

基本基本基本基本４４４４

ちちちち着着着着

基本基本基本基本 5555

ゴルフゴルフゴルフゴルフ

本日本日本日本日

頂頂頂頂

するいいするいいするいいするいい

んんんん

前前前前

のほどのほどのほどのほど

セミナーでのセミナーでのセミナーでのセミナーでの

模索模索模索模索

っっっっ

わってわってわってわって

けけけけ

つけらつけらつけらつけら

0567(68)1166 
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10101010 年年年年にににに 1111 度度度度

ニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたねニュースにもなっていましたね。「。「。「。「

記憶記憶記憶記憶にににに残残残残るるるる講演講演講演講演

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトややややエコエコエコエコ

ききききインタビューインタビューインタビューインタビュー

ただただただただ単単単単にににに取組取組取組取組

」」」」ことのことのことのことの出来出来出来出来

しました 

４４４４：：：：始始始始めめめめのののの一礼一礼一礼一礼

着着着着かせますかせますかせますかせます。。。。顔顔顔顔

5555：：：：マイクマイクマイクマイクはははは手手手手

ゴルフゴルフゴルフゴルフクラブクラブクラブクラブのののの握握握握

はいはいはいはい♪♪♪♪

なるほどなるほどなるほどなるほど

本日本日本日本日はははは「「「「話話話話しししし

頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。運送業運送業運送業運送業

するいいするいいするいいするいい機会機会機会機会

んんんん頂頂頂頂けたらけたらけたらけたら嬉嬉嬉嬉

前前前前にににに立立立立ってってってって話話話話

のほどのほどのほどのほど♪♪♪♪    

セミナーでのセミナーでのセミナーでのセミナーでの講演講演講演講演        

 Fax0567(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

平成

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

                    2222 月号月号月号月号

度度度度のののの最強寒波最強寒波最強寒波最強寒波

。「。「。「。「沖縄沖縄沖縄沖縄でもでもでもでも

講演講演講演講演、、、、スピーチがスピーチがスピーチがスピーチが

エコエコエコエコドライブドライブドライブドライブ活動活動活動活動

インタビューインタビューインタビューインタビューをををを受受受受けけけけるるるる

取組取組取組取組みをみをみをみを発表発表発表発表するのではするのではするのではするのでは

出来出来出来出来るるるる話話話話しししし方方方方をををを

本日本日本日本日はははは

おおおお話話話話させてさせてさせてさせて

一礼一礼一礼一礼はゆっくりはゆっくりはゆっくりはゆっくり

顔顔顔顔をををを上上上上げるげるげるげる時時時時

手手手手にににに握握握握らずにらずにらずにらずに

握握握握りりりり方方方方にににに近近近近いかいかいかいか

♪♪♪♪    

なるほどなるほどなるほどなるほど～～～～    

しししし方方方方」」」」ののののプロをおプロをおプロをおプロをお

運送業運送業運送業運送業ととととはははは全全全全

機会機会機会機会ですですですです。。。。新鮮新鮮新鮮新鮮

嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです。。。。

話話話話をするをするをするをする機会機会機会機会

    H28.1.13H28.1.13H28.1.13H28.1.13

Fax0567(68)1169

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

平成 28 年

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより    
月号月号月号月号    No.No.No.No.

最強寒波最強寒波最強寒波最強寒波がやってきがやってきがやってきがやってき

でもでもでもでも雪雪雪雪がががが降降降降るなんてるなんてるなんてるなんて

スピーチがスピーチがスピーチがスピーチが出来出来出来出来るようになれるようになれるようになれるようになれ

活動活動活動活動コンクールコンクールコンクールコンクール

るるるる回数回数回数回数やややや講演講演講演講演

するのではするのではするのではするのでは

をををを工夫工夫工夫工夫するするするする

はははは女性女性女性女性支援支援支援支援についてについてについてについて

させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます

はゆっくりはゆっくりはゆっくりはゆっくり時間時間時間時間ををををかかかかけてけてけてけて

時時時時はははは必必必必ずずずず笑顔笑顔笑顔笑顔

らずにらずにらずにらずに指指指指でででで持持持持つとつとつとつと

いかいかいかいかなななな。。。。    

プロをおプロをおプロをおプロをお招招招招きしてきしてきしてきして

全全全全くくくく畑違畑違畑違畑違いのいのいのいの

新鮮新鮮新鮮新鮮ななななごごごご意見意見意見意見をたくさをたくさをたくさをたくさ

。。。。このこのこのこの先先先先どんどんどんどんどんどんどんどん

機会機会機会機会をををを作作作作るんでるんでるんでるんで

H28.1.13H28.1.13H28.1.13H28.1.13    

1169 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

年 1 月発行

    
No.No.No.No.44444444    

がやってきがやってきがやってきがやってきましたましたましたました。。。。

るなんてるなんてるなんてるなんて」」」」とととと皆皆皆皆

るようになれるようになれるようになれるようになれ

コンクールコンクールコンクールコンクール優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

講演講演講演講演のののの依頼依頼依頼依頼をををを

するのではするのではするのではするのでは意味意味意味意味がないがないがないがない

するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある

についてについてについてについて

きますきますきますきます。。。。    

けてけてけてけて。。。。心心心心をををを落落落落

笑顔笑顔笑顔笑顔でねでねでねでね。。。。    

つとつとつとつと綺麗綺麗綺麗綺麗ですですですです。。。。    

きしてきしてきしてきして指導指導指導指導

いのいのいのいの勉強勉強勉強勉強をををを

をたくさをたくさをたくさをたくさ

どんどんどんどんどんどんどんどん人人人人

るんでるんでるんでるんで♪♪♪♪覚悟覚悟覚悟覚悟

月発行 

。。。。    

皆皆皆皆

るようになれるようになれるようになれるようになれ

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

をををを

がないがないがないがない、、、、

があるがあるがあるがある
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今月号今月号今月号今月号はははは私私私私

先日先日先日先日、、、、とあるとあるとあるとある

スーツケースをスーツケースをスーツケースをスーツケースを

予約予約予約予約をををを入入入入れれれれ

「「「「んんんん？？？？いつもいつもいつもいつも

こうとこうとこうとこうと百歩譲百歩譲百歩譲百歩譲

再度再度再度再度連絡連絡連絡連絡をををを

はははは大大大大きなきなきなきな荷物荷物荷物荷物

頭頭頭頭にににに来来来来たたたた彼女彼女彼女彼女

ドライバードライバードライバードライバー

「「「「話話話話にならんわにならんわにならんわにならんわ

責任者責任者責任者責任者にににに直接話直接話直接話直接話

    

友人友人友人友人：「：「：「：「あなたのあなたのあなたのあなたの

責任者責任者責任者責任者：「：「：「：「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

友人友人友人友人：「：「：「：「何何何何ひとつひとつひとつひとつ

責任者責任者責任者責任者：「：「：「：「ドライバードライバードライバードライバー

友人友人友人友人：「：「：「：「そのそのそのその

１１１１人人人人

    

このこのこのこの話話話話をををを聞聞聞聞

彼女彼女彼女彼女ののののようなようなようなような

思思思思うとうとうとうとともにともにともにともに

ほっこりしたほっこりしたほっこりしたほっこりした

なんのなんのなんのなんの前触前触前触前触

枚枚枚枚のののの手紙手紙手紙手紙♪♪♪♪

書書書書かれたかれたかれたかれたものですがものですがものですがものですが

会長会長会長会長のののの心心心心のののの

したしたしたした。。。。    

『『『『オレオレオレオレ、、、、こんなこんなこんなこんな

♪♪♪♪』』』』bybybyby ちょっとちょっとちょっとちょっと

    

あるあるあるある女性女性女性女性ドライバードライバードライバードライバー

トトトトでしたでしたでしたでした。。。。    

ョンョンョンョンをををを図図図図るるるる

用用用用しているしているしているしている

がががが、、、、彼女彼女彼女彼女はなんのはなんのはなんのはなんの

とうとうとうとう」」」」をををを伝伝伝伝

    

女性女性女性女性がががが職場職場職場職場

したしたしたした出来事出来事出来事出来事

自分自分自分自分もももも含含含含めめめめ

ともっとともっとともっとともっと伝伝伝伝

桜運輸 

私私私私がががが聞聞聞聞いたいたいたいた経営者目線経営者目線経営者目線経営者目線

とあるとあるとあるとある友人友人友人友人からこんなからこんなからこんなからこんな

スーツケースをスーツケースをスーツケースをスーツケースを２２２２つつつつ持持持持

れれれれましたましたましたました。。。。するとするとするとすると

いつもいつもいつもいつも来来来来てもらってますけどてもらってますけどてもらってますけどてもらってますけど

百歩譲百歩譲百歩譲百歩譲ったにもったにもったにもったにも

をををを取取取取ったったったった結果結果結果結果

荷物荷物荷物荷物をををを抱抱抱抱えているためえているためえているためえているため

彼女彼女彼女彼女はそのはそのはそのはそのタクシーをタクシーをタクシーをタクシーを

ドライバードライバードライバードライバーにににに直接直接直接直接クレームをぶつけてもクレームをぶつけてもクレームをぶつけてもクレームをぶつけても

にならんわにならんわにならんわにならんわ!!!!!!!!」」」」とととと本社本社本社本社

直接話直接話直接話直接話すからすからすからすから

あなたのあなたのあなたのあなたの会社会社会社会社のののの

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」」」」

ひとつひとつひとつひとつ出来出来出来出来てませんよてませんよてませんよてませんよ

ドライバードライバードライバードライバーのののの

そのそのそのそのドライバードライバードライバードライバー

人人人人ののののドライバードライバードライバードライバー

聞聞聞聞いたいたいたいた私私私私はははは純粋純粋純粋純粋

ようなようなようなような経営経営経営経営姿勢姿勢姿勢姿勢

ともにともにともにともに、、、、教育教育教育教育のののの

ほっこりしたほっこりしたほっこりしたほっこりした

前触前触前触前触れもなくれもなくれもなくれもなく突然突然突然突然

♪♪♪♪    可愛可愛可愛可愛いいいい便箋便箋便箋便箋

ものですがものですがものですがものですが．．．．．．．．．．．．

のののの奥深奥深奥深奥深くにくにくにくにしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと

こんなこんなこんなこんな嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい

ちょっとちょっとちょっとちょっと涙目涙目涙目涙目のののの

ドライバードライバードライバードライバーがががが

    当社当社当社当社もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが

るるるる一環一環一環一環としてとしてとしてとして

しているしているしているしている職場職場職場職場ははははたくさんあるとたくさんあるとたくさんあるとたくさんあると

はなんのはなんのはなんのはなんの指示指示指示指示

伝伝伝伝えようとえようとえようとえようと行動行動行動行動

職場職場職場職場にににに増増増増えたえたえたえた良良良良

出来事出来事出来事出来事でしたでしたでしたでした♪♪♪♪    

めめめめ、、、、みなさんもみなさんもみなさんもみなさんも

伝伝伝伝ええええててててみみみみまままませんかせんかせんかせんか
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経営者目線経営者目線経営者目線経営者目線のためになるのためになるのためになるのためになる

からこんなからこんなからこんなからこんな話話話話をををを

持持持持ちちちち、、、、いつもいつもいつもいつも

するとするとするとすると、、、、「「「「そこにそこにそこにそこに

てもらってますけどてもらってますけどてもらってますけどてもらってますけど

ったにもったにもったにもったにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、

結果結果結果結果、、、、200200200200ｍｍｍｍ離離離離

えているためえているためえているためえているため「「「「

タクシーをタクシーをタクシーをタクシーを目目目目

クレームをぶつけてもクレームをぶつけてもクレームをぶつけてもクレームをぶつけても

本社本社本社本社にににに電話電話電話電話をかけをかけをかけをかけ

すからすからすからすから」」」」とととと責任者責任者責任者責任者

のののの経営理念経営理念経営理念経営理念

」」」」、、、、「「「「○○○○○○○○○○○○○○○○

てませんよてませんよてませんよてませんよ

のののの名前名前名前名前をををを教教教教

ドライバードライバードライバードライバー１１１１人人人人のののの教育教育教育教育

ドライバードライバードライバードライバー    ＝＝＝＝    会社全体会社全体会社全体会社全体

純粋純粋純粋純粋にににに「「「「彼女彼女彼女彼女

姿勢姿勢姿勢姿勢をををを正正正正してしてしてしてくれるクレームくれるクレームくれるクレームくれるクレーム

のののの大切大切大切大切ささささをををを改改改改

    

ほっこりしたほっこりしたほっこりしたほっこりした

突然突然突然突然会長会長会長会長のもとにのもとにのもとにのもとに

便箋便箋便箋便箋でもなくでもなくでもなくでもなく

．．．．．．．．．．．．    

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと気持気持気持気持

しいしいしいしい手紙貰手紙貰手紙貰手紙貰ったのったのったのったの

のののの会長会長会長会長。。。。    

がががが送送送送っっっったたたた Thank youThank youThank youThank you

もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが、、、、

としてとしてとしてとして Thank youThank youThank youThank you

たくさんあるとたくさんあるとたくさんあるとたくさんあると

指示指示指示指示もももも受受受受けずけずけずけず自主的自主的自主的自主的

行動行動行動行動したのですしたのですしたのですしたのです

良良良良いいいい効果効果効果効果のひとつだとのひとつだとのひとつだとのひとつだと

    

みなさんもみなさんもみなさんもみなさんも「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう

せんかせんかせんかせんか？？？？♪♪♪♪    
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のためになるのためになるのためになるのためになる

をををを聞聞聞聞きましたきましたきましたきました

いつもいつもいつもいつも利用利用利用利用するタクシーするタクシーするタクシーするタクシー

そこにそこにそこにそこにはははは行行行行けませんけませんけませんけません

てもらってますけどてもらってますけどてもらってますけどてもらってますけど。」。」。」。」「「「「無理無理無理無理

、、、、そのそのそのその場所場所場所場所にタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきません

離離離離れたれたれたれた場所場所場所場所でででで

「「「「こっちにこっちにこっちにこっちに来来来来

目目目目がけがけがけがけ大大大大きなきなきなきな

クレームをぶつけてもクレームをぶつけてもクレームをぶつけてもクレームをぶつけても「「「「うるさいうるさいうるさいうるさい

をかけをかけをかけをかけ、、、、代代代代わりわりわりわり

責任者責任者責任者責任者をををを電話口電話口電話口電話口にににに

経営理念経営理念経営理念経営理念はははは何何何何？？？？    全部全部全部全部

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」．．．」．．．」．．．」．．．

てませんよてませんよてませんよてませんよ。」。」。」。」    

教教教教えてえてえてえて頂頂頂頂けますかけますかけますかけますか

教育教育教育教育がががが出来出来出来出来てないっててないっててないっててないって

会社全体会社全体会社全体会社全体    なんじゃないなんじゃないなんじゃないなんじゃない

彼女彼女彼女彼女はははは会社会社会社会社にとってありがたいにとってありがたいにとってありがたいにとってありがたい

くれるクレームくれるクレームくれるクレームくれるクレーム

改改改改めてめてめてめて実感実感実感実感しましたしましたしましたしました

    ～～～～    社長社長社長社長

ほっこりしたほっこりしたほっこりしたほっこりした出来事出来事出来事出来事

のもとにのもとにのもとにのもとに届届届届いたいたいたいた

でもなくでもなくでもなくでもなく、、、、ただただただただのののの裏紙裏紙裏紙裏紙

気持気持気持気持ちがちがちがちが届届届届きまきまきまきま

ったのったのったのったの初初初初めてだぞめてだぞめてだぞめてだぞ

Thank youThank youThank youThank you ノーノーノーノー

、、、、コミュニケーシコミュニケーシコミュニケーシコミュニケーシ

Thank youThank youThank youThank you カードをカードをカードをカードを

たくさんあるとたくさんあるとたくさんあるとたくさんあると思思思思いますいますいますいます。。。。

自主的自主的自主的自主的にににに「「「「ありがありがありがありが

したのですしたのですしたのですしたのです。。。。    

のひとつだとのひとつだとのひとつだとのひとつだと実感実感実感実感

ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」ってもっってもっってもっってもっ
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のためになるのためになるのためになるのためになる独独独独りりりり言言言言をををを紹介紹介紹介紹介

きましたきましたきましたきました。。。。これはこれはこれはこれは彼女彼女彼女彼女

するタクシーするタクシーするタクシーするタクシー会社会社会社会社

けませんけませんけませんけません。。。。」」」」とととと

無理無理無理無理ですですですです」」」」のののの繰繰繰繰

にタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきません

ででででタクシータクシータクシータクシーがががが

来来来来てててて」」」」とととと伝伝伝伝えたところえたところえたところえたところ

きなきなきなきなスーツケースをスーツケースをスーツケースをスーツケースを

うるさいうるさいうるさいうるさい客客客客だなだなだなだな

わりわりわりわりにおにおにおにお聞聞聞聞きしますときしますときしますときしますと

にににに出出出出してもらいしてもらいしてもらいしてもらい

全部全部全部全部言言言言ってみてってみてってみてってみて

」．．．」．．．」．．．」．．．略略略略．．．．．．．．．．．．ですですですです

けますかけますかけますかけますか？」？」？」？」    

てないっててないっててないっててないって言言言言

なんじゃないなんじゃないなんじゃないなんじゃない？？？？

にとってありがたいにとってありがたいにとってありがたいにとってありがたい

くれるクレームくれるクレームくれるクレームくれるクレーム？？？？にににに感謝感謝感謝感謝

しましたしましたしましたしました。。。。    

社長社長社長社長のののの独独独独りりりり

出来事出来事出来事出来事♪♪♪♪    

いたいたいたいた 1111

裏紙裏紙裏紙裏紙にににに

きまきまきまきま

めてだぞめてだぞめてだぞめてだぞ

ノーノーノーノー

コミュニケーシコミュニケーシコミュニケーシコミュニケーシ

カードをカードをカードをカードを活活活活

。。。。    

ありがありがありがありが

実感実感実感実感

ってもっってもっってもっってもっ

オイルオイルオイルオイル

任任任任せとけせとけせとけせとけ

でもキャップでもキャップでもキャップでもキャップ

ゃんとゃんとゃんとゃんと

このこのこのこの

とれちゃってとれちゃってとれちゃってとれちゃって
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紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて頂頂頂頂

彼女彼女彼女彼女のののの実体験談実体験談実体験談実体験談

会社会社会社会社へいつもへいつもへいつもへいつも指定指定指定指定

とととと意外意外意外意外なななな回答回答回答回答

繰繰繰繰りりりり返返返返しのしのしのしの後後後後

にタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきません

がががが待待待待っていることがっていることがっていることがっていることが

えたところえたところえたところえたところまたもまたもまたもまたも

スーツケースをスーツケースをスーツケースをスーツケースを 2222 個引個引個引個引

だなだなだなだな」」」」ぐらいぐらいぐらいぐらい

きしますときしますときしますときしますと応対応対応対応対

してもらいしてもらいしてもらいしてもらいましたましたましたました。。。。

ってみてってみてってみてってみて」」」」    

ですですですです。。。。    

    

言言言言いたいのいたいのいたいのいたいの？？？？

？？？？    そのそのそのその経営理念経営理念経営理念経営理念

にとってありがたいにとってありがたいにとってありがたいにとってありがたいおおおお客様客様客様客様

感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちがちがちがちが

    

りりりり言言言言    ～～～～

    

オイルオイルオイルオイル交換交換交換交換？？？？ちょろいぞちょろいぞちょろいぞちょろいぞ

せとけせとけせとけせとけ♪♪♪♪    

でもキャップでもキャップでもキャップでもキャップ閉閉閉閉

ゃんとゃんとゃんとゃんと見見見見てくれよてくれよてくれよてくれよ

このこのこのこの間締間締間締間締めがめがめがめが甘甘甘甘

とれちゃってとれちゃってとれちゃってとれちゃって怒怒怒怒

    編集長：

頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

実体験談実体験談実体験談実体験談なのですがなのですがなのですがなのですが

指定指定指定指定するするするする場所場所場所場所

回答回答回答回答がががが返返返返ってきましたってきましたってきましたってきました

後後後後、、、、タクシーがタクシーがタクシーがタクシーが

にタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきませんにタクシーがやってきません。。。。    

っていることがっていることがっていることがっていることが分分分分

またもまたもまたもまたも「「「「無理無理無理無理

個引個引個引個引きずきずきずきずりりりり乗乗乗乗

ぐらいぐらいぐらいぐらいのののの態度態度態度態度ですですですです

応対応対応対応対したしたしたした受付受付受付受付

。。。。    

？？？？    そうじゃないでしょそうじゃないでしょそうじゃないでしょそうじゃないでしょ

経営理念経営理念経営理念経営理念、、、、全員全員全員全員

客様客様客様客様だなだなだなだな」」」」とととと

ちがちがちがちが持持持持てるてるてるてる経営者経営者経営者経営者

～～～～        

ちょろいぞちょろいぞちょろいぞちょろいぞ♪♪♪♪

閉閉閉閉まってるかちまってるかちまってるかちまってるかち

てくれよてくれよてくれよてくれよ♪♪♪♪    

甘甘甘甘くてキャップくてキャップくてキャップくてキャップ

怒怒怒怒られられられられたぞたぞたぞたぞ((((笑笑笑笑

：伊藤 エリ

。。。。    

なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、あるあるあるある

場所場所場所場所にににに来来来来てててて欲欲欲欲

ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。

タクシーがタクシーがタクシーがタクシーが指定指定指定指定したしたしたした

分分分分かかかかったのですがったのですがったのですがったのですが

無理無理無理無理ですですですです」」」」とととと

乗乗乗乗りりりり込込込込みましたみましたみましたみました

ですですですです。。。。    

受付受付受付受付にににに「「「「いいいいいいいい加減加減加減加減

そうじゃないでしょそうじゃないでしょそうじゃないでしょそうじゃないでしょ

全員全員全員全員にににに徹底徹底徹底徹底してしてしてして

とととと思思思思いましたいましたいましたいました

経営者経営者経営者経営者でありでありでありであり

♪♪♪♪    

まってるかちまってるかちまってるかちまってるかち

くてキャップくてキャップくてキャップくてキャップ

笑笑笑笑))))    

エリ    

あるあるあるある日日日日、、、、大大大大きなきなきなきな

欲欲欲欲しいしいしいしいとととと電話電話電話電話

。。。。    

したしたしたした場所場所場所場所にににに行行行行

ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、自分自分自分自分

とととと。。。。    

みましたみましたみましたみました。。。。    

加減加減加減加減にしてにしてにしてにして。。。。

そうじゃないでしょそうじゃないでしょそうじゃないでしょそうじゃないでしょ？？？？    

してしてしてして!!!!!!!!」」」」    

いましたいましたいましたいました。。。。    

でありでありでありであり続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと

     

きなきなきなきな

電話電話電話電話

行行行行

自分自分自分自分

。。。。

けたいとけたいとけたいとけたいと


