岡崎市水害ボランティア活動報告
岡崎市水害 ボランティア活動に参加 KH梅澤
HL飯塚 業務山本 豊橋市より一般市民3名のチー
ムで浸水民家二軒の支援を完遂しました。

『メールマガジンサービス

好評実施中!!

』

登録はカンタン!!
お名前・お誕生日・社員番号・メールアドレス
を入力するだけ!
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◦災害発生!!もしもの時の緊急メール

みやこ情報がいっぱい

◦資格講習のお知らせメール
◦都工業イベントメール
◦お誕生日おめでとうメール
◦事前の質問に対する、お答えメール

グループリーダー山本さんのコメント
私の実家は、岡崎市でしたが、被害は
ありませんでした。しかし実家から2〜
300m位の所では床上浸水の被害も多
く、災害復旧のめどもたってないとの事で
何か協力出来ないかとインターネットで
災害状況を調べ、災害ボランティア支援
要請案内を見つけたので、
「これだ!」
と思
い参加する事にしました。でも､一人では心細かったので、
旧事務所で飯塚さんと梅沢さんに声を掛けてみたら、
ふた
つ返事で快く引き受けてくれました。最高の仲間です。ボ
ランティア活動も無事終わり、感謝された分、感謝する事
のできた一日でした。

参加した飯塚さんのコメント
被災地の水は引いていましたが、家の
中は水浸しでした。水を吸った畳は非常
に重たく男性二人で持っても、
かなり重た
かったです。被災地で作業をしてみて、天
災は家財道具の全てをダメにしてしまう、
恐ろしい事だと痛感しました。お手伝いを
した家の方から、差し入れのジュースや
お菓子を勧めていただいたのですが、お断りするのが大変
でした。なにしろボランティアなので貰う訳にはいきませ
んから…

参加した梅澤さんのコメント
朝、会場に行ってみて、ボランティアに
来ている人の多さにビックリしました。作
業をしてみて、
「たかが雨」だと思っていま
したが、部屋の中まで水浸しになってい
て驚きました。猫の手も借りたいくらい支
援を求める人達と接して、
もっと手伝いた
い気持ちになりました。
自分もいつ同じ立場になるかわからないので、自分が
出来る事を一生懸命やることで、みんなが助け合える社
会になって欲しいと思いました。

事務所と社員をつなぐ、
メールマガジンサービス!!
まずは下記URL

http://s.miyakoweb.jp
または、
右記QRコードから！
登録しないと損しちゃいますよ!!

本

QRコード

社：〒471-0842 愛知県豊田市土橋町8-76
TEL.0565-29-7077

豊橋オフィス：〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町ヨノ割63-3
TEL.0532-34-7670

当社ホームページ
URL

http://miyakoweb.jp

お仕事紹介ダイヤル

0120･29･3607

お友達・お知り合いの方をご紹介ください！
あなたのお友達や知り合いで転職を考えている人・お仕事を
探している人をご紹介ください！
まずは気軽にフリーダイヤルにお電話下さい。

今年も台風の季節に
なりました。
先 月 に は 岡 崎 で 大き
な 水 害 が あり各 地 で ゲ
リラ 雨 が 降り災 害 が 起
きています。岡崎の災害
に、いち早くボランティア活動に自ら進んで
参加した社員がいました。ボランティア活動
に参加することで、多く気付くことがあり、行
ってよかったとの声を聴きうれしくなりまし
た。私はこのような社員を誇りに思います。
人は自分ひとりで生きているのではなく多
くの人に支えられ、周りの人に迷惑も掛けな
がら今を生かされていると思います。自分の
すぐ近くで困っている人がいたら、小さな手
でいいから差し出す勇気を持って生きて行
きたいと思っています。そんな思いで24時
間テレビも応援しました。都のうさぎとかめ
を見ていただけましたか?
『…いろんな個性があっていいんだよ、
…助け合っていけばいいんだから。』

業 務 管 理 部

リ ー ダ ー 会 か ら の お 知 ら せ

スタッフの皆さんにはお馴染みの

｢出勤コール」

これって何の為にしていただいているか、
皆さんご存知ですか？出勤コールは勤怠の
確認だけではなく、円滑な
送迎バスの運営、お電話の声で皆さんの
体調を確認させていただいております。
出勤コールがないと、都工業の一部
サービスが受けられなくなってしまいます。
皆さん、ご協力お願いします。

経 理 部

スタッフの皆さん、
お疲れ様です。来る

ガソリンカード貸出時の
ルールが変わっています。
先月の社内報でもお伝えしましたが、
9月よりガソリンカードを貸し出す際の
ルールが変わっています。
ガソリンカードをご利用の際には、
お手数ですが
事務所まで運転日報を持ってきてくださいね。
宜しくお願いします。
次回の給与日は10月24日（金）です

生活の知恵ぶくろ
毎日のお仕事をがんばるには、
快適な睡眠が必要です。
今回は寝る前にして良いこと・悪いことを紹介させていた
だきます。

〈寝る前にして良いこと〉

・ぬるめのお風呂でリラックス
寝る前に入るお風呂は37〜39度が適温です。
・寝るときの照明は控えめに
明るい照明は自然な眠気の妨げになります。
・音楽でリラックス
ゆったりとした眠りを誘う音楽などがおすすめ
です。

これらの事に注意して快眠生活をしましょう！
！

資格講習のお知らせ
今月も都工業旧事務所にて「オールトヨタ4種講習」
を行いました。今回は参加者の声を紹介します。
〈KH勤務の新畑さん〉
講習の内容は少し難しくて合格するか不安だったので、講師の
大崎部長から「合格だぞ」
と連絡を受けた時はうれしかったです。
都工業は資格取得を応援します!

次回講習日は10月12日
（日）
です。

の企画＆運営を一緒に

手伝ってくれる人を大募集

しちゃいます。みんなで意見や
企画案を出し合って、楽しい
大新年会にしましょう！
「やってみようかな〜」
と思った方は、
都工業各事務所にポスターと共に申し込み用紙
を設置しておきますので記入して、各担当者か
事務所スタッフにご提出ください。
豊田担当）大城 豊橋担当）東島

安全衛生委員会からのお知らせ

10月の
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加藤
加世田
齋藤
阿部、坂口、星、
新井、井手、大村、
瀬戸、山口、川村、
山北
熊本

工事
ＤＴＫ
ＴＨＫ
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岩間、鈴木、箭内、
渡辺、木坂
井上
国井、角村
安藤、石井
澤田、笠木、泊、
吉水、木浦、楠美、
知里、中沢

※自分の名前がない!誕生月が違う!
などありましたら担当までご連絡下さい。

〈寝る前にしてはいけないこと〉

・コーヒーや紅茶などカフェインを含む飲み物を
飲むこと
・寝る前の喫煙
・テレビやパソコンなど

『2009年都工業大新年会』

新人スタッフの紹介
部 署：営業管理部
名 前：兼松 正登
年 齢：26歳
出 身：岐阜県
趣 味：車
得意な事：大きな声で話す事
不得意な事：数字に関する事
皆様に新しいジャンルのお仕事や、やりがいの
あるお仕事がご提供できる様に努力していきます。
声と体だけは大きいですので、気軽に声をかけて
下さい。宜しくお願い致します。

平成20年9月6日
（土）
eieパステル上郷研修センターにて
9月度安全衛生推進会議が行われました。
今回は台風・地震などが起こった時の連絡体制や備えにつ
いて話し合いを行ないました。
災害が起きた！
•『まずは自分が助かる事を考えよう!』
その時君は
現 場で災 害に
あった時の為に
自宅・寮で災害に
あった時の為に

• 非難ルートを確認しておきましょう。
• 携帯電話を所持しておきましょう。
• 連絡方法を確認しておきましょう。
• 避難所・非難経路の確認をしておきましょう。
• 防災グッズを準備しておきましょう。
• 非難する時の交通手段の確認をしておきましょう。

〈参加者の声〉
今回初めて参加しました。名前の響きから、
もっと堅苦しい集まりなのかと思って
いましたが、
他の職場方と意見を交わしたりして楽しく過ごせました。
また、
参加します。

都工業では9月より

メールマガジンサービスをスタートしています。
災害時の連絡をする際にも有効ですので、
お早目の
登録をお願いします。

次回の安全衛生推進委員会は
10月4日
（土）
13:30〜 eieパステル上郷研修センター にて開催いたします。

社内報への投稿も受け付けています。あなたの身近な情報などをお気軽にお寄せ下さい。

