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広報広報広報広報

GWGWGWGW はははは如何如何如何如何過過過過ごされましたかごされましたかごされましたかごされましたか

ードードードード会社会社会社会社のののの CMCMCMCM

にににに 24242424 時間運時間運時間運時間運

どこにいてもどこにいてもどこにいてもどこにいてもそのそのそのその

いいいい出出出出もあるともあるともあるともあると

いいいい出出出出もももも薄薄薄薄れてれてれてれて

いといといといと思思思思いますいますいますいます!!!!!!!!

今今今今までまでまでまで部署部署部署部署

でででで開催開催開催開催することになりすることになりすることになりすることになり

たなぁたなぁたなぁたなぁ～～～～とととと

名超名超名超名超））））のののの従業員従業員従業員従業員

点呼点呼点呼点呼のおじのおじのおじのおじ

んなんなんなんな垣根垣根垣根垣根をををを

バーさんのバーさんのバーさんのバーさんの

有有有有できてできてできてできて超超超超
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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        

ごされましたかごされましたかごされましたかごされましたか

CMCMCMCM にににに「「「「物物物物よりよりよりより

時間運時間運時間運時間運べべべべるのでるのでるのでるので

そのそのそのその時時時時のののの様子様子様子様子

もあるともあるともあるともあると思思思思いますがいますがいますがいますが

れてれてれてれていくハズっいくハズっいくハズっいくハズっ

!!!!!!!!（（（（熊本熊本熊本熊本のののの皆様皆様皆様皆様

みんなみんなみんなみんな

部署部署部署部署ごとにごとにごとにごとに催催催催されていたされていたされていたされていた

することになりすることになりすることになりすることになり

とととと感感感感じたじたじたじた会会会会でしたでしたでしたでした

従業員従業員従業員従業員がががが集集集集まりましたまりましたまりましたまりました

のおじのおじのおじのおじ様様様様、、、、アルバイトのアルバイトのアルバイトのアルバイトの

をををを越越越越えましたえましたえましたえました

バーさんのバーさんのバーさんのバーさんの声掛声掛声掛声掛けでみんながけでみんながけでみんながけでみんなが

超超超超 HAPPYHAPPYHAPPYHAPPY なひとなひとなひとなひと

 弥富市東末広
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ごされましたかごされましたかごされましたかごされましたか？？？？充実充実充実充実

よりよりよりより思思思思いいいい出出出出」」」」

るのでるのでるのでるので便利便利便利便利ですですですです♪♪♪♪

様子様子様子様子がががが画画画画やややや音音音音

いますがいますがいますがいますが、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい

いくハズっいくハズっいくハズっいくハズっ!!!!!!!!    そうそうそうそう

皆様皆様皆様皆様、、、、応援応援応援応援

みんなみんなみんなみんなでででで作作作作

7777 月月月月    懇親懇親懇親懇親

4444 月月月月    ボウリングボウリングボウリングボウリング

されていたされていたされていたされていた忘年会忘年会忘年会忘年会

することになりすることになりすることになりすることになり、、、、桜運輸桜運輸桜運輸桜運輸にににに一体感一体感一体感一体感

でしたでしたでしたでした♪♪♪♪    約約約約 70707070

まりましたまりましたまりましたまりました。。。。

アルバイトのアルバイトのアルバイトのアルバイトの方方方方、、、、

えましたえましたえましたえました。。。。    会社主催会社主催会社主催会社主催

けでみんながけでみんながけでみんながけでみんなが集集集集まりまりまりまり

なひとなひとなひとなひと時時時時でしたでしたでしたでした
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充実充実充実充実していましたかしていましたかしていましたかしていましたか

」」」」ってってってってありますよねありますよねありますよねありますよね

♪♪♪♪    突然突然突然突然のののの出来事出来事出来事出来事

音音音音などになどになどになどになってなってなってなって

しいしいしいしい嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい良良良良いいいい

そうそうそうそう信信信信じじじじ、、、、編集長編集長編集長編集長

応援応援応援応援していますしていますしていますしています

    

作作作作ったったったった楽楽楽楽

懇親懇親懇親懇親会会会会    

ボウリングボウリングボウリングボウリング大会大会大会大会

忘年会忘年会忘年会忘年会。。。。今回今回今回今回からからからから

一体感一体感一体感一体感がががが芽生芽生芽生芽生

70707070 名中名中名中名中のののの半数半数半数半数

。。。。    大型大型大型大型ドライバードライバードライバードライバー

、、、、事務所社員事務所社員事務所社員事務所社員。。。。

会社主催会社主催会社主催会社主催ではなくではなくではなくではなく、、、、

まりまりまりまり、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間

でしたでしたでしたでした♪♪♪♪    
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していましたかしていましたかしていましたかしていましたか？？？？思思思思

ありますよねありますよねありますよねありますよね。。。。

出来事出来事出来事出来事にもにもにもにも

なってなってなってなって甦甦甦甦らせることもらせることもらせることもらせることも

いいいい思思思思いいいい出出出出をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん

編集長編集長編集長編集長としてとしてとしてとして最後最後最後最後

していますしていますしていますしています!!!!!!!!））））    

楽楽楽楽しいしいしいしい思思思思

大会大会大会大会    

からからからから合同合同合同合同

芽生芽生芽生芽生えてえてえてえて来来来来

半数半数半数半数（（（（30303030

ドライバードライバードライバードライバー、、、、

。。。。    いろいろいろいろ

、、、、ドライドライドライドライ

時間時間時間時間をををを共共共共
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思思思思いいいい出出出出はははは作作作作れましたかれましたかれましたかれましたか

。。。。思思思思いいいい出出出出はははは頭頭頭頭

にもにもにもにも持持持持ちちちち運運運運びをびをびをびを

らせることもらせることもらせることもらせることもできますできますできますできます

をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん積積積積

最後最後最後最後ののののさくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

思思思思いいいい出出出出

暑暑暑暑

ガンガンガンガン

ようとようとようとようと

ンゴではンゴではンゴではンゴでは

がめでたくがめでたくがめでたくがめでたく

帰帰帰帰

今年今年今年今年

 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

                    5555 月号月号月号月号

れましたかれましたかれましたかれましたか？？？？

頭頭頭頭やややや心心心心のののの中中中中

びをびをびをびを考考考考えなくてもえなくてもえなくてもえなくても

できますできますできますできます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん

積積積積みみみみ重重重重ねてねてねてねて上書上書上書上書

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだよりはははは

出出出出たちたちたちたち((((第第第第

暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏ににににへこたれずへこたれずへこたれずへこたれず

ガンガンガンガン「「「「社員社員社員社員一丸一丸一丸一丸

ようとようとようとようと懇親会懇親会懇親会懇親会

ンゴではンゴではンゴではンゴでは入社入社入社入社

がめでたくがめでたくがめでたくがめでたく 1111

帰帰帰帰りりりりしましたしましたしましたしました

今年今年今年今年ははははビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっ

定例化定例化定例化定例化してからしてからしてからしてから

をををを迎迎迎迎えたえたえたえた

参加者参加者参加者参加者もももも

ましたましたましたました♪♪♪♪

くれるかくれるかくれるかくれるか

がががが、、、、優勝優勝優勝優勝

（（（（ﾊﾝﾃﾞﾊﾝﾃﾞﾊﾝﾃﾞﾊﾝﾃﾞなくてもなくてもなくてもなくても

者者者者：：：：編集長編集長編集長編集長

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.

？？？？    思思思思いいいい出出出出

中中中中にあるのでどこにでもにあるのでどこにでもにあるのでどこにでもにあるのでどこにでも

えなくてもえなくてもえなくてもえなくても良良良良いいいい、、、、

もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、

上書上書上書上書きしきしきしきしちゃえばイヤなちゃえばイヤなちゃえばイヤなちゃえばイヤな

はははは楽楽楽楽ししししいいいい思思思思いいいい

第第第第 50505050 期期期期))))    

12121212 月月月月    忘年会忘年会忘年会忘年会

へこたれずへこたれずへこたれずへこたれず、、、、今期今期今期今期

一丸一丸一丸一丸」」」」にににに向向向向けけけけ士気士気士気士気

懇親会懇親会懇親会懇親会をををを開催開催開催開催。。。。おおおお馴染馴染馴染馴染

入社入社入社入社ホヤホヤのホヤホヤのホヤホヤのホヤホヤの

1111 等等等等のののの DysonDysonDysonDyson

しましたしましたしましたしました。。。。    

ビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっ

してからしてからしてからしてから今回今回今回今回

えたえたえたえた春春春春のボのボのボのボウウウウリングリングリングリング

もももも前回前回前回前回よりよりよりより 10101010

♪♪♪♪次回次回次回次回はははは何人参加何人参加何人参加何人参加

くれるかくれるかくれるかくれるか楽楽楽楽しみでーすしみでーすしみでーすしみでーす

優勝優勝優勝優勝はははは譲譲譲譲りませんりませんりませんりません

なくてもなくてもなくてもなくても 2222 連続連続連続連続

編集長編集長編集長編集長♪♪♪♪））））男性陣男性陣男性陣男性陣

1169 
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年 4 月発行

    
No.No.No.No.48484848    

出出出出といえばといえばといえばといえば某某某某

にあるのでどこにでもにあるのでどこにでもにあるのでどこにでもにあるのでどこにでも

、、、、頭頭頭頭がががが動動動動くくくく間間間間

、、、、中中中中にはイヤなにはイヤなにはイヤなにはイヤな

ちゃえばイヤなちゃえばイヤなちゃえばイヤなちゃえばイヤな

いいいい出出出出ででででまとめたまとめたまとめたまとめた

忘年会忘年会忘年会忘年会    

今期今期今期今期のスローのスローのスローのスロー

士気士気士気士気をををを高高高高めめめめ

馴染馴染馴染馴染みみみみのビのビのビのビ

ホヤホヤのホヤホヤのホヤホヤのホヤホヤの新人新人新人新人さんさんさんさん

DysonDysonDysonDyson ををををおおおお持持持持ちちちち

ビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっビアガーデンにしよっ♪♪♪♪    

今回今回今回今回でででで 2222 回目回目回目回目

リングリングリングリング大会大会大会大会。。。。

10101010 名増名増名増名増ええええ

何人参加何人参加何人参加何人参加してしてしてして

しみでーすしみでーすしみでーすしみでーす!!!!!!!!    

りませんりませんりませんりませんよよよよ～～～～    

連続連続連続連続優勝優勝優勝優勝

男性陣男性陣男性陣男性陣ｶﾞﾝﾊﾞｶﾞﾝﾊﾞｶﾞﾝﾊﾞｶﾞﾝﾊﾞ♪♪♪♪    

月発行 

某某某某カカカカ

にあるのでどこにでもにあるのでどこにでもにあるのでどこにでもにあるのでどこにでも一一一一

間間間間はははは

にはイヤなにはイヤなにはイヤなにはイヤな

ちゃえばイヤなちゃえばイヤなちゃえばイヤなちゃえばイヤな

まとめたまとめたまとめたまとめた

。。。。

    



 

 

「「「「

そのそのそのその

みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは

ポットポットポットポット

もももも

住職住職住職住職

サービスがサービスがサービスがサービスが

なたはなたはなたはなたは

そのそのそのその

っとっとっとっと

ーーーー

    

伊藤伊藤伊藤伊藤

社長社長社長社長

    

あっあっあっあっ
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「「「「今期最後今期最後今期最後今期最後

そのそのそのその言葉言葉言葉言葉でででで

みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは

ポットポットポットポットですですですです

もももも癒癒癒癒されますされますされますされます

住職住職住職住職とととと副住職副住職副住職副住職

サービスがサービスがサービスがサービスが

なたはなたはなたはなたはもっともっともっともっと

そのそのそのその力力力力ありますよありますよありますよありますよ

っとっとっとっと楽出来楽出来楽出来楽出来

ーーーー!!!!!!!!    欲欲欲欲しいしいしいしい

    

伊藤伊藤伊藤伊藤：「：「：「：「5555,000,000,000,000

社長社長社長社長：「：「：「：「ムカムカムカムカ

    

あっあっあっあっ!!!!!!!!    もっともっともっともっと

    

おかえりおかえりおかえりおかえり

★★★★★★★★★★★★

産休産休産休産休からからからから復帰復帰復帰復帰

すすすす。。。。ここではここではここではここでは

子供子供子供子供がががが体調体調体調体調

嫌嫌嫌嫌なななな顔顔顔顔をされたこともなくをされたこともなくをされたこともなくをされたこともなく

だっただっただっただった？？？？」」」」

これからもこれからもこれからもこれからも

にににに長長長長くくくくここここここここ

10101010 年年年年

のののの時時時時にはにはにはには

52525252 歳歳歳歳

桜運輸 

今期最後今期最後今期最後今期最後のこののこののこののこのコーナーはコーナーはコーナーはコーナーは

でででで毎年毎年毎年毎年期期期期のののの変変変変

みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは高野山高野山高野山高野山にににに行行行行

ですですですです。。。。““““静寂静寂静寂静寂”“”“”“”“

されますされますされますされます。。。。    がががが、、、、

副住職副住職副住職副住職がががが““““接客接客接客接客

サービスがサービスがサービスがサービスが求求求求められているようでめられているようでめられているようでめられているようで

もっともっともっともっと着物着物着物着物をををを着着着着

ありますよありますよありますよありますよ。。。。尼尼尼尼

楽出来楽出来楽出来楽出来てますてますてますてます!!!!!!!!    ってってってって

しいしいしいしい物物物物全部全部全部全部買買買買うーうーうーうー

,000,000,000,000 坪坪坪坪？？？？    

ムカムカムカムカっっっっ！！！！実現実現実現実現しししし

もっともっともっともっと苦苦苦苦しめるしめるしめるしめる

おかえりおかえりおかえりおかえり

★★★★★★★★★★★★    新車新車新車新車

復帰復帰復帰復帰しましたしましたしましたしました

ここではここではここではここでは子育子育子育子育てにてにてにてに

体調体調体調体調をををを崩崩崩崩ししししたりするとたりするとたりするとたりすると

をされたこともなくをされたこともなくをされたこともなくをされたこともなく

」」」」とととと心配心配心配心配のののの声声声声

これからもこれからもこれからもこれからも息子息子息子息子がががが 4444

ここここここここでででで頑張頑張頑張頑張ってってってって

年年年年後後後後のののの買買買買替替替替ええええ

にはにはにはにはあたしあたしあたしあたし

歳歳歳歳？（？（？（？（泣泣泣泣））））    

http://www.sakuraunyu.com

コーナーはコーナーはコーナーはコーナーは社長社長社長社長

変変変変わりわりわりわり目目目目にににに恒例恒例恒例恒例

行行行行かれたことありますかかれたことありますかかれたことありますかかれたことありますか

”“”“”“”“凛凛凛凛”“”“”“”“和和和和”“”“”“”“

、、、、私私私私がががが利用利用利用利用するするするする

接客接客接客接客””””してくれますしてくれますしてくれますしてくれます

められているようでめられているようでめられているようでめられているようで

着着着着なさいなさいなさいなさい。。。。髪髪髪髪

尼尼尼尼になれますになれますになれますになれます

ってってってって言言言言うかうかうかうか、、、、

うーうーうーうー!!!!!!!!    あっあっあっあっ

    わくわくわくわくわくわくわくわく♪♪♪♪

ししししてもてもてもてもあんたあんたあんたあんた

しめるしめるしめるしめる方法方法方法方法があったがあったがあったがあった

    

おかえりおかえりおかえりおかえり～～～～

新車新車新車新車    のののの鍵鍵鍵鍵    授与式授与式授与式授与式

しましたしましたしましたしました！！！！山本山本山本山本ですですですです

てにてにてにてに関関関関してしてしてして本当本当本当本当

たりするとたりするとたりするとたりすると嫌嫌嫌嫌

をされたこともなくをされたこともなくをされたこともなくをされたこともなく、、、、それどころかそれどころかそれどころかそれどころか

声声声声をかけてもらいますをかけてもらいますをかけてもらいますをかけてもらいます

4444 人人人人いるのでいるのでいるのでいるので

ってってってっていくのでいくのでいくのでいくので

ええええ

http://www.sakuraunyu.com

社長社長社長社長がががが〆〆〆〆てててて下下下下さいさいさいさい

恒例恒例恒例恒例ととととしているしているしているしている

かれたことありますかかれたことありますかかれたことありますかかれたことありますか

”“”“”“”“歴史歴史歴史歴史””””などなどなどなど

するするするする宿坊宿坊宿坊宿坊はははは高野山開創高野山開創高野山開創高野山開創

してくれますしてくれますしてくれますしてくれます。。。。    世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産

められているようでめられているようでめられているようでめられているようで、、、、そこではそこではそこではそこでは

髪髪髪髪をををを伸伸伸伸ばしなさいばしなさいばしなさいばしなさい

になれますになれますになれますになれます」」」」などなどなどなど教教教教えてえてえてえて

、、、、そのそのそのその力力力力をををを

あっあっあっあっ、、、、5,0005,0005,0005,000 坪坪坪坪

♪♪♪♪    社長社長社長社長にににに気気気気

あんたあんたあんたあんただけテントだけテントだけテントだけテント

があったがあったがあったがあった!!!!!!!!    あたしあたしあたしあたし

    ～～～～    社社社社
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授与式授与式授与式授与式

今回今回今回今回のののの新車導入新車導入新車導入新車導入

残残残残してしてしてしていくことにいくことにいくことにいくことに

事事事事ののののパートナーとしてパートナーとしてパートナーとしてパートナーとして

乗乗乗乗ってってってって貰貰貰貰えるえるえるえる

カギをカギをカギをカギを渡渡渡渡していますしていますしていますしています

((((わかってんだろぉねわかってんだろぉねわかってんだろぉねわかってんだろぉね

ですですですです！！！！桜運輸桜運輸桜運輸桜運輸

本当本当本当本当にににに助助助助けられていますけられていますけられていますけられています

嫌嫌嫌嫌なななな顔顔顔顔されていましたがされていましたがされていましたがされていましたが

それどころかそれどころかそれどころかそれどころか

をかけてもらいますをかけてもらいますをかけてもらいますをかけてもらいます

いるのでいるのでいるのでいるので色々色々色々色々とととと迷惑迷惑迷惑迷惑

いくのでいくのでいくのでいくので宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願
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さいさいさいさい。。。。2222 時間時間時間時間

しているしているしているしている高野山高野山高野山高野山参拝参拝参拝参拝

かれたことありますかかれたことありますかかれたことありますかかれたことありますか？？？？    マイナスイオンマイナスイオンマイナスイオンマイナスイオン

などなどなどなど日常日常日常日常ではではではでは触触触触

高野山開創高野山開創高野山開創高野山開創 1200120012001200

世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産登録登録登録登録

そこではそこではそこではそこでは副住職副住職副住職副住職のののの霊視霊視霊視霊視

ばしなさいばしなさいばしなさいばしなさい。。。。運運運運がががが

えてえてえてえてくれますくれますくれますくれます

をををを磨磨磨磨けばいいのかっけばいいのかっけばいいのかっけばいいのかっ

坪坪坪坪のののの車庫車庫車庫車庫もももも

気気気気のあるのあるのあるのある副住職副住職副住職副住職

だけテントだけテントだけテントだけテントだだだだ、、、、テントテントテントテント

あたしあたしあたしあたし天才天才天才天才♪♪♪♪    

社社社社長長長長のののの独独独独りりりり

授与式授与式授与式授与式    ★★★★★★★★★★★★

新車導入新車導入新車導入新車導入をををを機機機機にににに

いくことにいくことにいくことにいくことにしましたしましたしましたしました

パートナーとしてパートナーとしてパートナーとしてパートナーとして

えるえるえるえる様様様様にににに心心心心をををを

していますしていますしていますしています。。。。

わかってんだろぉねわかってんだろぉねわかってんだろぉねわかってんだろぉね

桜運輸桜運輸桜運輸桜運輸ではではではでは産休取得第産休取得第産休取得第産休取得第

けられていますけられていますけられていますけられています

されていましたがされていましたがされていましたがされていましたが

それどころかそれどころかそれどころかそれどころか休休休休みみみみ明明明明けのけのけのけの

をかけてもらいますをかけてもらいますをかけてもらいますをかけてもらいます。。。。    

迷惑迷惑迷惑迷惑をおをおをおをお掛掛掛掛けしますがけしますがけしますがけしますが

願願願願いしますいしますいしますいします!!!!!!!!    
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時間時間時間時間でででで（（（（ﾆﾔﾘﾆﾔﾘﾆﾔﾘﾆﾔﾘ）」）」）」）」

参拝参拝参拝参拝をををを思思思思いいいい出出出出

マイナスイオンマイナスイオンマイナスイオンマイナスイオンたっぷりでたっぷりでたっぷりでたっぷりで

触触触触れることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷ

1200120012001200 年年年年のののの

登録登録登録登録されてされてされてされて以来以来以来以来

霊視霊視霊視霊視ががががサービスサービスサービスサービス

がががが開開開開けますけますけますけます」」」」

くれますくれますくれますくれます。。。。    視視視視ええええませんませんませんません

けばいいのかっけばいいのかっけばいいのかっけばいいのかっ!!!!!!!!    でででで

もももも買買買買えちゃうかもえちゃうかもえちゃうかもえちゃうかも

副住職副住職副住職副住職ののののおかげだおかげだおかげだおかげだ

テントテントテントテント！！！！    冬冬冬冬にしもやけにしもやけにしもやけにしもやけ

    来期来期来期来期もももも編集長編集長編集長編集長

りりりり言言言言    ～～～～

★★★★★★★★★★★★    

にににに記録記録記録記録をををを

しましたしましたしましたしました。。。。仕仕仕仕

パートナーとしてパートナーとしてパートナーとしてパートナーとして大切大切大切大切にににに

をををを込込込込めてめてめてめて

。。。。    

わかってんだろぉねわかってんだろぉねわかってんだろぉねわかってんだろぉね、、、、君君君君たちたちたちたち))))    

産休取得第産休取得第産休取得第産休取得第 1111 号号号号

けられていますけられていますけられていますけられています。。。。今今今今までまでまでまでのののの

されていましたがされていましたがされていましたがされていましたが、、、、ここではここではここではここでは

けのけのけのけの出勤時出勤時出勤時出勤時にはにはにはには

けしますがけしますがけしますがけしますが、、、、明明明明

    

ただいまただいまただいまただいま

    編集長：

）」）」）」）」とととと吐吐吐吐きききき捨捨捨捨てててて

出出出出ししししましたましたましたました。。。。

たっぷりでたっぷりでたっぷりでたっぷりで超超超超

れることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷ

のののの重重重重みをみをみをみを感感感感じさせないじさせないじさせないじさせない

以来以来以来以来、、、、宿坊宿坊宿坊宿坊であるおであるおであるおであるお

サービスサービスサービスサービスのののの一貫一貫一貫一貫かとかとかとかと

」」」」とかとかとかとか「「「「あなたもあなたもあなたもあなたも

ませんませんませんませんけどけどけどけど何何何何

でででで、、、、当当当当たるたるたるたる宝宝宝宝

えちゃうかもえちゃうかもえちゃうかもえちゃうかも♪♪♪♪    

おかげだおかげだおかげだおかげだねねねね♪♪♪♪」」」」    

にしもやけにしもやけにしもやけにしもやけ作作作作

編集長編集長編集長編集長やれやれやれやれ♪ by ♪ by ♪ by ♪ by 

～～～～        

    

大切大切大切大切にににに

うにきまってんじゃうにきまってんじゃうにきまってんじゃうにきまってんじゃ

ないですかないですかないですかないですか

せんでくださいよせんでくださいよせんでくださいよせんでくださいよ

号号号号になりまになりまになりまになりま

のののの会社会社会社会社ではではではでは

ここではここではここではここでは入社以来入社以来入社以来入社以来

にはにはにはには「「「「大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫

明明明明るくるくるくるく元気元気元気元気

ただいまただいまただいまただいま～～～～!!!!!!!!    
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てててて去去去去ってってってって行行行行

。。。。    

超超超超おおおおすすめすすめすすめすすめ

れることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷ

じさせないじさせないじさせないじさせない““““

であるおであるおであるおであるお寺寺寺寺にはいろんなにはいろんなにはいろんなにはいろんな

かとかとかとかと思思思思えるえるえるえるほどほどほどほど

あなたもあなたもあなたもあなたも視視視視えるでしょえるでしょえるでしょえるでしょ

何何何何かかかか？？？？    視視視視

宝宝宝宝くじくじくじくじ買買買買ってってってって

    

作作作作ってってってって苦苦苦苦しめばいいしめばいいしめばいいしめばいい

♪ by ♪ by ♪ by ♪ by 社長社長社長社長    

にににに乗乗乗乗らせてもららせてもららせてもららせてもら

うにきまってんじゃうにきまってんじゃうにきまってんじゃうにきまってんじゃ

ないですかないですかないですかないですか～。～。～。～。ビビビビビビビビ

せんでくださいよせんでくださいよせんでくださいよせんでくださいよ

    

エリ    

行行行行ったったったった伊藤伊藤伊藤伊藤。。。。

すすめすすめすすめすすめののののパワースパワースパワースパワース

れることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷれることがないテイストがたっぷりりりりででででとてとてとてとて
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にはいろんなにはいろんなにはいろんなにはいろんな

ほどほどほどほど毎回毎回毎回毎回「「「「ああああ

えるでしょえるでしょえるでしょえるでしょ？？？？

視視視視えてたらもえてたらもえてたらもえてたらも

ってってってって豪遊豪遊豪遊豪遊するするするする

しめばいいしめばいいしめばいいしめばいい」」」」    

らせてもららせてもららせてもららせてもら
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ビビビビビビビビらららら
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