
「「「「3333

レミオロメンレミオロメンレミオロメンレミオロメン

ちなみにちなみにちなみにちなみに

咲咲咲咲いていていていて

頃頃頃頃、、、、

をををを受受受受

ていてていてていてていて
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広報広報広報広報

3333 月月月月のののの風風風風にににに～～～～

レミオロメンレミオロメンレミオロメンレミオロメンがががが

ちなみにちなみにちなみにちなみに私私私私のののの時代時代時代時代

いていていていて    新新新新しいしいしいしい

、、、、当社当社当社当社でもでもでもでもステップステップステップステップ

受受受受けけけけましたましたましたました。。。。

ていてていてていてていて、、、、見学見学見学見学していたしていたしていたしていた

Q:Q:Q:Q:    職場問題職場問題職場問題職場問題

    

「「「「こんなこんなこんなこんな問題問題問題問題

ようにようにようにように手手手手をつけてをつけてをつけてをつけて

手順手順手順手順がががが参考参考参考参考

問診問診問診問診((((ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング

のののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし

後後後後のののの経過観察経過観察経過観察経過観察

なるほどなるほどなるほどなるほど～～～～

教教教教ええええ方方方方・・・・説明説明説明説明

最近最近最近最近病院行病院行病院行病院行

しなぁしなぁしなぁしなぁ。。。。

まずはまずはまずはまずは聴診器聴診器聴診器聴診器

病院病院病院病院行行行行ってこかなってこかなってこかなってこかな

問題問題問題問題がががが解決解決解決解決

いたらいたらいたらいたらダメダメダメダメ

くならなかったらまたくならなかったらまたくならなかったらまたくならなかったらまた

ってってってって言言言言われないわれないわれないわれない

フォローフォローフォローフォローってってってって

桜運輸㈱ 
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広報広報広報広報        

～～～～想想想想いをのせていをのせていをのせていをのせて

がががが根強根強根強根強いいいい人気人気人気人気

時代時代時代時代はははは『『『『未来予想図未来予想図未来予想図未来予想図

しいしいしいしい門出門出門出門出    をををを祝祝祝祝

ステップステップステップステップアップにアップにアップにアップに

。。。。    慣慣慣慣れないれないれないれない

していたしていたしていたしていた私私私私

職場問題職場問題職場問題職場問題のののの

問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えていますえていますえていますえています

をつけてをつけてをつけてをつけて問題問題問題問題

参考参考参考参考になることをになることをになることをになることを

ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング))))→→→→CTCTCTCT

しししし))))→→→→治療治療治療治療やややや

経過観察経過観察経過観察経過観察((((フォローフォローフォローフォロー

～～～～!!!!!!!!    とてもとてもとてもとても

説明説明説明説明のののの仕方仕方仕方仕方

病院行病院行病院行病院行ってないってないってないってない

。。。。    

聴診器聴診器聴診器聴診器かかかか？？？？    

ってこかなってこかなってこかなってこかな。。。。    

解決解決解決解決したしたしたしたからってからってからってからって

ダメダメダメダメ。「。「。「。「数日数日数日数日様子様子様子様子

くならなかったらまたくならなかったらまたくならなかったらまたくならなかったらまた

われないわれないわれないわれない？？？？    

ってってってって絶対大事絶対大事絶対大事絶対大事
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いをのせていをのせていをのせていをのせて～～～～桜桜桜桜のつぼみはのつぼみはのつぼみはのつぼみは

人気人気人気人気ですがですがですがですが、、、、

未来予想図未来予想図未来予想図未来予想図 IIIIIIII

祝祝祝祝いいいい、、、、次次次次のののの一歩一歩一歩一歩

アップにアップにアップにアップに挑戦挑戦挑戦挑戦

れないれないれないれない座学座学座学座学でででで疲労感疲労感疲労感疲労感

私私私私たちたちたちたちににににとってもとってもとってもとっても

のののの処理方法処理方法処理方法処理方法

えていますえていますえていますえています」」」」

問題問題問題問題をををを解決解決解決解決していくのがしていくのがしていくのがしていくのが

になることをになることをになることをになることを教教教教えてえてえてえて

CTCTCTCT やややや血液血液血液血液などのなどのなどのなどの

やややや投薬投薬投薬投薬((((話話話話しししし合合合合

フォローフォローフォローフォロー))))をををを忘忘忘忘れないことれないことれないことれないこと

とてもとてもとてもとても分分分分かりかりかりかり易易易易いいいい

仕方仕方仕方仕方ってってってって大切大切大切大切ですねですねですねですね

    

からってからってからってからって手抜手抜手抜手抜

様子様子様子様子みてみてみてみて良良良良

くならなかったらまたくならなかったらまたくならなかったらまたくならなかったらまた来来来来てねてねてねてね」」」」

絶対大事絶対大事絶対大事絶対大事だよねだよねだよねだよね。。。。    
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のつぼみはのつぼみはのつぼみはのつぼみは春春春春

、、、、みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの

IIIIIIII』』』』などでしたなどでしたなどでしたなどでした

一歩一歩一歩一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出

挑戦挑戦挑戦挑戦したしたしたしたドライバードライバードライバードライバー

疲労感疲労感疲労感疲労感たっぷりのたっぷりのたっぷりのたっぷりの

とってもとってもとってもとっても良良良良いいいい刺激刺激刺激刺激

処理方法処理方法処理方法処理方法    

」」」」というというというという部下部下部下部下

していくのがしていくのがしていくのがしていくのが

えてえてえてえて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました

などのなどのなどのなどの検査検査検査検査((((

合合合合いいいい等等等等))))→→→→完治完治完治完治

れないことれないことれないことれないことがががが

いいいい解説解説解説解説にににに一同一同一同一同

ですねですねですねですね♪♪♪♪ 

    

監督者監督者監督者監督者

血血血血採採採採ったらいいんじゃないったらいいんじゃないったらいいんじゃないったらいいんじゃない

採採採採らないっけらないっけらないっけらないっけ

査査査査するよねするよねするよねするよね

分分分分かるじゃんかるじゃんかるじゃんかるじゃん
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春春春春へとへとへとへと続続続続きますきますきますきます

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの時代時代時代時代はどんなはどんなはどんなはどんな

などでしたなどでしたなどでしたなどでした♪♪♪♪    卒業卒業卒業卒業

出出出出すすすす後押後押後押後押しししし

ドライバードライバードライバードライバー3333 名名名名((((

たっぷりのたっぷりのたっぷりのたっぷりのようようようよう

刺激刺激刺激刺激になりましたになりましたになりましたになりました

部下部下部下部下のののの訴訴訴訴えにえにえにえに対対対対

していくのがしていくのがしていくのがしていくのが良良良良いかいかいかいか。。。。医師医師医師医師

きましたきましたきましたきました。。。。    

((((分析分析分析分析))))→→→→病気病気病気病気

完治完治完治完治((((問題問題問題問題解決解決解決解決

がががが大切大切大切大切。。。。    

一同一同一同一同理解理解理解理解しししし、、、、納得致納得致納得致納得致

監督者監督者監督者監督者研修研修研修研修

漠然漠然漠然漠然とととと「「「「おおおお

すすすす」」」」とととと訴訴訴訴ええええ

おおおお医者医者医者医者様様様様がするがするがするがする

でしょうねでしょうねでしょうねでしょうね

それをそれをそれをそれを考考考考えてみてえてみてえてみてえてみて

いいいい。。。。    

ったらいいんじゃないったらいいんじゃないったらいいんじゃないったらいいんじゃない

らないっけらないっけらないっけらないっけ？？？？    

するよねするよねするよねするよね？？？？    検査検査検査検査

かるじゃんかるじゃんかるじゃんかるじゃん!!!!!!!!    
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きますきますきますきます～～～～」」」」2005200520052005

はどんなはどんなはどんなはどんな卒業卒業卒業卒業ソングがソングがソングがソングが

卒業卒業卒業卒業というちょっとというちょっとというちょっとというちょっと

ししししをしをしをしをしててててくれるくれるくれるくれる

((((新新新新・・・・班長班長班長班長))))がががが

ようようようようでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、

になりましたになりましたになりましたになりました!!!!!!!!    

対対対対しししし、、、、何何何何からからからから

医師医師医師医師がががが病気病気病気病気をををを

病気病気病気病気のののの特定特定特定特定((((問題点問題点問題点問題点

解決解決解決解決))))。。。。またまたまたまた、、、、

納得致納得致納得致納得致しましたしましたしましたしました

研修研修研修研修のののの巻巻巻巻    

おおおお腹腹腹腹がががが痛痛痛痛いんでいんでいんでいんで

ええええるるるる患者患者患者患者にににに対対対対

がするがするがするがする事事事事はははは何何何何

でしょうねでしょうねでしょうねでしょうね？？？？    

えてみてえてみてえてみてえてみて下下下下ささささ

ったらいいんじゃないったらいいんじゃないったらいいんじゃないったらいいんじゃない？？？？血血血血

    CTCTCTCT？？？？MRIMRIMRIMRI？？？？

検査検査検査検査したらしたらしたらしたら原因原因原因原因

 Fax0567(
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平成
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                    4444 月号月号月号月号

2005200520052005 年以降年以降年以降年以降

ソングがソングがソングがソングが流行流行流行流行

というちょっとというちょっとというちょっとというちょっと切切切切なななな

くれるくれるくれるくれる。。。。そんなそんなそんなそんな

がががが監督者監督者監督者監督者としてとしてとしてとして

、、、、表情表情表情表情はとてもはとてもはとてもはとても

からからからからどのどのどのどの

をををを治治治治すすすす

問題点問題点問題点問題点

、、、、そのそのそのその

しましたしましたしましたしました。。。。    

このこのこのこの

班長班長班長班長

ちもちもちもちも

ましたましたましたました

そうそうそうそう

識識識識しししし

ョンをョンをョンをョンを

いんでいんでいんでいんで

対対対対しししし

何何何何

ささささ

血血血血

？？？？検検検検

原因原因原因原因

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.

年以降年以降年以降年以降、、、、卒業卒業卒業卒業ソングとソングとソングとソングと

流行流行流行流行っていましたかっていましたかっていましたかっていましたか

ななななくくくく沈沈沈沈んだんだんだんだ後後後後

そんなそんなそんなそんな季節季節季節季節をををを迎迎迎迎

としてとしてとしてとして成長成長成長成長するためにするためにするためにするために

はとてもはとてもはとてもはとても明明明明るくやるるくやるるくやるるくやる

このこのこのこの研修研修研修研修のののの主役主役主役主役

班長班長班長班長さんですがさんですがさんですがさんですが

ちもちもちもちも秘秘秘秘かにかにかにかに受講受講受講受講

ましたましたましたました。。。。    「「「「ほうれんほうれんほうれんほうれん

そうそうそうそう」」」」のののの重要性重要性重要性重要性

しししし、、、、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

ョンをョンをョンをョンを深深深深めますめますめますめます

1169 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

年 3 月発行

    
No.No.No.No.47474747    

ソングとソングとソングとソングと言言言言えばえばえばえば

っていましたかっていましたかっていましたかっていましたか？？？？    

後後後後にににに桜桜桜桜がががが満開満開満開満開

迎迎迎迎えたえたえたえた今日今日今日今日このこのこのこの

するためにするためにするためにするために研修研修研修研修

るくやるるくやるるくやるるくやる気気気気にににに満満満満

主役主役主役主役はははは新新新新・・・・

さんですがさんですがさんですがさんですが、、、、私私私私たたたた

受講受講受講受講していしていしていしてい

ほうれんほうれんほうれんほうれん

重要性重要性重要性重要性をををを再認再認再認再認

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

めますめますめますめます!!!!!!!!    

月発行 

えばえばえばえば

    

満開満開満開満開にににに

このこのこのこの

研修研修研修研修

満満満満ちちちち
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頂頂頂頂

面白面白面白面白

編集長編集長編集長編集長

    

そんなそんなそんなそんな

もうもうもうもう

これはこれはこれはこれは

にににに

えるえるえるえる

    

社長社長社長社長

部長部長部長部長

課長課長課長課長

    

なんだそれなんだそれなんだそれなんだそれ

    

このこのこのこの

績績績績

ライバライバライバライバ

合様合様合様合様

人身事故人身事故人身事故人身事故

にににに

ランドライバーランドライバーランドライバーランドライバー

しますしますしますします
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頂頂頂頂けるものにしたいとけるものにしたいとけるものにしたいとけるものにしたいと

面白面白面白面白みにみにみにみに欠欠欠欠

編集長編集長編集長編集長のののの交代交代交代交代

    

そんなそんなそんなそんなマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないので

もうもうもうもう、、、、本当本当本当本当

これはこれはこれはこれは絶対絶対絶対絶対

にににに対対対対しししし「「「「おおおお前前前前

えるえるえるえるだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいます

    

社長社長社長社長：「：「：「：「次次次次のののの

部長部長部長部長：「：「：「：「うんうんうんうんうんうんうんうん

課長課長課長課長：「：「：「：「さすがさすがさすがさすが

    

なんだそれなんだそれなんだそれなんだそれ

    

優良優良優良優良

このこのこのこの度貨物運送度貨物運送度貨物運送度貨物運送

績績績績がががが優秀優秀優秀優秀ということでということでということでということで

ライバライバライバライバーーーーがががが中部交通中部交通中部交通中部交通

合様合様合様合様にににに表彰表彰表彰表彰頂頂頂頂

人身事故人身事故人身事故人身事故をををを起起起起

にににに渡渡渡渡りりりり業務業務業務業務をををを

ランドライバーランドライバーランドライバーランドライバー

しますしますしますします!!!!!!!!    

部長＆

3/53/53/53/5((((土土土土))))にににに行行行行

ててててきたきたきたきた伊藤伊藤伊藤伊藤

方方方方講座講座講座講座」」」」講師講師講師講師

ンンンン力力力力のののの成長成長成長成長ぶりをぶりをぶりをぶりを

桜運輸 

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより編集長編集長編集長編集長にににに

けるものにしたいとけるものにしたいとけるものにしたいとけるものにしたいと

欠欠欠欠けけけけ、、、、同僚同僚同僚同僚のののの

交代交代交代交代をををを提案提案提案提案しているしているしているしている

マジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないので

本当本当本当本当にににに大変大変大変大変なんですなんですなんですなんです

絶対絶対絶対絶対にみんなにみんなにみんなにみんな体験体験体験体験

前前前前ららららやってみろーーやってみろーーやってみろーーやってみろーー

だけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいます

のののの編集長編集長編集長編集長かぁかぁかぁかぁ

うんうんうんうんうんうんうんうん。。。。安定安定安定安定

さすがさすがさすがさすが社長社長社長社長!!!!!!!!    

なんだそれなんだそれなんだそれなんだそれ....ですよねですよねですよねですよね？？？？

優良優良優良優良組合員表彰組合員表彰組合員表彰組合員表彰

度貨物運送度貨物運送度貨物運送度貨物運送においてにおいてにおいてにおいて

ということでということでということでということで

中部交通中部交通中部交通中部交通共済共済共済共済

頂頂頂頂きましたきましたきましたきました♪♪♪♪

起起起起ここここすことなくすことなくすことなくすことなく

をををを遂行遂行遂行遂行しているしているしているしている

ランドライバーランドライバーランドライバーランドライバー2222 名名名名ををををごごごご

＆課長のヤマネット

行行行行われたプレゼンわれたプレゼンわれたプレゼンわれたプレゼン

伊藤伊藤伊藤伊藤ですですですです♪♪♪♪    2222

講師講師講師講師のののの近藤先生近藤先生近藤先生近藤先生

ぶりをぶりをぶりをぶりを観察観察観察観察してしてしてして

指差呼称指差呼称指差呼称指差呼称のののの

指差呼称指差呼称指差呼称指差呼称のののの

ハズハズハズハズがががが。。。。見見見見

れれれれ、、、、1111 分半分半分半分半

しまいましたしまいましたしまいましたしまいました

http://www.sakuraunyu.com

にににに就任就任就任就任してからしてからしてからしてから

けるものにしたいとけるものにしたいとけるものにしたいとけるものにしたいと言言言言うううう思思思思いでやっていでやっていでやっていでやって

のののの成長成長成長成長するするするする機会機会機会機会

しているしているしているしている今日今日今日今日

マジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないので

なんですなんですなんですなんです。。。。ネタネタネタネタ

体験体験体験体験しないとしないとしないとしないと

やってみろーーやってみろーーやってみろーーやってみろーー!!!!!!!!」」」」

だけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいます

かぁかぁかぁかぁ～～～～。。。。悩悩悩悩むむむむなぁなぁなぁなぁ

安定安定安定安定してるからねしてるからねしてるからねしてるからね

    そのそのそのその考考考考ええええ方好方好方好方好

？？？？    伊藤伊藤伊藤伊藤のののの逆転祈逆転祈逆転祈逆転祈

    

組合員表彰組合員表彰組合員表彰組合員表彰

においてにおいてにおいてにおいて勤務成勤務成勤務成勤務成

ということでということでということでということで 2222 名名名名のドのドのドのド

共済共済共済共済共同組共同組共同組共同組

♪♪♪♪    

すことなくすことなくすことなくすことなく長年長年長年長年

しているしているしているしているベテベテベテベテ

ごごごご紹介致紹介致紹介致紹介致

のヤマネット

われたプレゼンわれたプレゼンわれたプレゼンわれたプレゼン大会大会大会大会のののの

2222 月号月号月号月号でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介

近藤先生近藤先生近藤先生近藤先生とととと一緒一緒一緒一緒にににに

してしてしてして参参参参りましたりましたりましたりました

のののの重要性重要性重要性重要性をををを伝伝伝伝ええええ

のののの模範演技模範演技模範演技模範演技をするをするをするをする

見見見見せせせせ場場場場のののの演技演技演技演技をををを

分半分半分半分半もももも早早早早くくくく終了終了終了終了してしてしてして

しまいましたしまいましたしまいましたしまいました。。。。    
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してからしてからしてからしてからというものというものというものというもの

いでやっていでやっていでやっていでやって参参参参りましたりましたりましたりました

機会機会機会機会のののの一部一部一部一部をををを

今日今日今日今日このこのこのこの頃頃頃頃。。。。みなみなみなみな

マジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないのでマジメなコーナーではないので、、、、いつものノリにいつものノリにいつものノリにいつものノリに

ネタネタネタネタをををを探探探探すすすすこともこともこともことも

しないとしないとしないとしないと分分分分からないんですからないんですからないんですからないんです

」」」」とととと心心心心のののの中中中中でででで

だけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいますだけでワクワクしちゃいます♪♪♪♪    ふふふふふふふふふふふふ

なぁなぁなぁなぁ。。。。疲疲疲疲れるなぁれるなぁれるなぁれるなぁ

してるからねしてるからねしてるからねしてるからね。。。。社長正解社長正解社長正解社長正解

方好方好方好方好きですきですきですきです!!!!!!!!

逆転祈逆転祈逆転祈逆転祈ってってってって下下下下

    ～～～～    編集長編集長編集長編集長

組合員表彰組合員表彰組合員表彰組合員表彰頂頂頂頂きましたきましたきましたきました

のヤマネット奮闘記

のののの応援応援応援応援にににに行行行行

紹介紹介紹介紹介したしたしたした「「「「話話話話

にににに 2222 人人人人のプレゼのプレゼのプレゼのプレゼ

りましたりましたりましたりました～～～～!!!!!!!!    

ええええ、、、、

をするをするをするをする

をををを忘忘忘忘

してしてしてして

い た た たい た た たい た た たい た た た
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というものというものというものというもの、、、、毎月毎月毎月毎月のネタにのネタにのネタにのネタに

りましたりましたりましたりました。。。。がががが

をををを奪奪奪奪ってしまっているってしまっているってしまっているってしまっている

みなみなみなみな平等平等平等平等ににににチャンスチャンスチャンスチャンス

いつものノリにいつものノリにいつものノリにいつものノリに

こともこともこともことも、、、、編集編集編集編集することもすることもすることもすることも

からないんですからないんですからないんですからないんです!!!!!!!!    

でででで叫叫叫叫んでいますんでいますんでいますんでいます

ふふふふふふふふふふふふ、、、、慣慣慣慣れるまでれるまでれるまでれるまで

れるなぁれるなぁれるなぁれるなぁ。。。。まままま

社長正解社長正解社長正解社長正解!!!!!!!!    間違間違間違間違

!!!!!!!!    ついてついてついてついて行行行行

下下下下さいさいさいさい!!!!!!!!    新編集新編集新編集新編集

編集長編集長編集長編集長のののの独独独独

きましたきましたきましたきました!!!!!!!!    

奮闘記 

行行行行っっっっ

話話話話しししし

のプレゼのプレゼのプレゼのプレゼ

全 員全 員全 員全 員

をををを 貰貰貰貰

う に が ん ばう に が ん ばう に が ん ばう に が ん ば

り ま し ょ うり ま し ょ うり ま し ょ うり ま し ょ う

ねねねね!!!!!!!!    

勤続勤続勤続勤続 22222222 年目年目年目年目

い た た たい た た たい た た たい た た た

http://www.sakuraunyu.com    

のネタにのネタにのネタにのネタに困困困困りながらなんとかりながらなんとかりながらなんとかりながらなんとか

がががが、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも

ってしまっているってしまっているってしまっているってしまっている気気気気

チャンスチャンスチャンスチャンスをををを与与与与

いつものノリにいつものノリにいつものノリにいつものノリに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

することもすることもすることもすることも結構時間結構時間結構時間結構時間

    ネタネタネタネタをギリギリまでをギリギリまでをギリギリまでをギリギリまで

んでいますんでいますんでいますんでいますがががが、、、、6666 月号月号月号月号

れるまでれるまでれるまでれるまで苦苦苦苦しむしむしむしむがいいがいいがいいがいい

まままま、、、、考考考考えるのえるのえるのえるの

間違間違間違間違いいいいないっないっないっないっ!!!!!!!!

行行行行きますきますきますきます!!!!!!!!」」」」    

新編集新編集新編集新編集長長長長はははは誰誰誰誰

独独独独りりりり言言言言    

    

全 員全 員全 員全 員 がががが 賞 状賞 状賞 状賞 状

貰貰貰貰 え る よえ る よえ る よえ る よ

う に が ん ばう に が ん ばう に が ん ばう に が ん ば

り ま し ょ うり ま し ょ うり ま し ょ うり ま し ょ う

    

年目年目年目年目ですですですです    

事故撲滅事故撲滅事故撲滅事故撲滅のののの

をををを想定想定想定想定内内内内にににに

にににに PPTPPTPPTPPT がががが

分近分近分近分近くかかりくかかりくかかりくかかり

想定外想定外想定外想定外のこのハプニングをのこのハプニングをのこのハプニングをのこのハプニングを

うにうにうにうにななななりましょうねりましょうねりましょうねりましょうね

バイスをバイスをバイスをバイスを受受受受

    編集長：

りながらなんとかりながらなんとかりながらなんとかりながらなんとか

いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも同同同同じじじじ編集長編集長編集長編集長

気気気気がしてがしてがしてがして最終決定最終決定最終決定最終決定

与与与与えられるべきとえられるべきとえられるべきとえられるべきと

。。。。    

結構時間結構時間結構時間結構時間もももも手間手間手間手間

をギリギリまでをギリギリまでをギリギリまでをギリギリまで提案提案提案提案

月号月号月号月号からのからのからのからの編集長編集長編集長編集長

がいいがいいがいいがいい♪♪♪♪((((←←←←

えるのえるのえるのえるの面倒面倒面倒面倒だからだからだからだから

!!!!!!!!」」」」    

    

誰誰誰誰のののの手手手手にににに？？？？次回次回次回次回

    ～～～～        

のののの手段手段手段手段のひとつとしてのひとつとしてのひとつとしてのひとつとして

にににに」」」」とプレゼンとプレゼンとプレゼンとプレゼン

ががががフリーズフリーズフリーズフリーズ。。。。

くかかりくかかりくかかりくかかり、、、、リスタートリスタートリスタートリスタート

のこのハプニングをのこのハプニングをのこのハプニングをのこのハプニングを

りましょうねりましょうねりましょうねりましょうね♪♪♪♪

受受受受けましたけましたけましたけました。。。。

そのそのそのその

あったかぁあったかぁあったかぁあったかぁ

：伊藤 エリ

りながらなんとかりながらなんとかりながらなんとかりながらなんとか皆様皆様皆様皆様

編集長編集長編集長編集長がががが発行発行発行発行

最終決定最終決定最終決定最終決定権権権権をををを

えられるべきとえられるべきとえられるべきとえられるべき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

手間手間手間手間もかかるんですもかかるんですもかかるんですもかかるんです

提案提案提案提案してくれないしてくれないしてくれないしてくれない

編集長編集長編集長編集長がががが誰誰誰誰

←←←←心心心心のののの声声声声ですですですです

だからだからだからだから来年来年来年来年もヨロシクもヨロシクもヨロシクもヨロシク

次回次回次回次回ををををおおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに

「「「「継続継続継続継続

りりりり」」」」

これをこれをこれをこれを

今後今後今後今後

ますますますます

勤続勤続勤続勤続 31313131

のひとつとしてのひとつとしてのひとつとしてのひとつとして「「「「

とプレゼンとプレゼンとプレゼンとプレゼンをををを始始始始めたとたんめたとたんめたとたんめたとたん

。。。。復旧復旧復旧復旧するまでにするまでにするまでにするまでに

リスタートリスタートリスタートリスタートすることにすることにすることにすることに

のこのハプニングをのこのハプニングをのこのハプニングをのこのハプニングを利用利用利用利用できるよできるよできるよできるよ

♪♪♪♪とととと近藤先生近藤先生近藤先生近藤先生

。。。。    

そのそのそのその手手手手がががが    

あったかぁあったかぁあったかぁあったかぁ    

エリ    

皆様皆様皆様皆様にににに楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで

発行発行発行発行しているとしているとしているとしていると

をををを持持持持つつつつ社長社長社長社長にににに

いませんかいませんかいませんかいませんか？？？？

もかかるんですもかかるんですもかかるんですもかかるんです。。。。

してくれないしてくれないしてくれないしてくれない同僚同僚同僚同僚

誰誰誰誰になるかになるかになるかになるか考考考考

ですですですです))))    

もヨロシクもヨロシクもヨロシクもヨロシク♪♪♪♪」」」」    

しみにしみにしみにしみに!!!!!!!!    

継続継続継続継続はははは力力力力なななな

」」」」ですねですねですねですね。。。。

これをこれをこれをこれを励励励励みにみにみにみに

今後今後今後今後もももも頑張頑張頑張頑張りりりり

ますますますます!!!!!!!!    

31313131 年目年目年目年目ですですですです    

「「「「想定外想定外想定外想定外

めたとたんめたとたんめたとたんめたとたん

するまでにするまでにするまでにするまでに 1111

することにすることにすることにすることに。。。。    

できるよできるよできるよできるよ

近藤先生近藤先生近藤先生近藤先生にアドにアドにアドにアド

     

しんでしんでしんでしんで

しているとしているとしているとしていると

にににに

？？？？    

。。。。

考考考考

    

    


