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正社員式・内定式正社員式・内定式

9月30日に2021年度入社の正社員式を行いました。

正社員式では、この春に入社した加納さんと坂田さん

が半年間の研修期間を経て本配属されました。

昨年の内定式から早くも1年経ちましたが、その頃の

緊張していた様子とは打って変わりとても引き締まっ

た表情で決意表明を述べてくれました。

お二人とも入社してまだ半年ほどですが、それぞれの

部署で活躍している姿を見ると、とても頼もしい気持

ちになります。これから色んなことを学んで更に成長

していくお二人の姿を楽しみにしています。

10月1日に2022年度入社の内定式を行いました。

内定式には小川さんと多門さんに参加して頂きました。

決意表明では少し緊張している様子も伺えましたが、

これから神戸設計ルームで頑張っていきたいと感じ

る内容で、お互い頼もしい存在になれるよう成長して

いきたいなと思いました。

これから研修期間中や入社後にわからないことや不

安なこと様々な困難にぶつかるかもしれませんが、

それらをサポートし、一緒に解決していきたいと思い

ます。またお二人には残りの学生生活、全力で楽しん

でもらって悔いのないよう過ごしてもらいたいです。

（藤井　登子）

編 集 後 記編 集 後 記

だんだんとコロナの制限が解除されてきましたね！
今まで行きたいけど行く機会がなかった神戸の北野異人館街に
行ってみました！久しぶりな休日の外出な上歴史深い建造物や作
品に感動の嵐でした。この日は旧ムーア邸、プラトン装飾美術館、
神戸トリックアート・不思議な領事館しか回れなかったので、
近いうちに全館制覇したいです！　

だんだんとコロナの制限が解除されてきましたね！
今まで行きたいけど行く機会がなかった神戸の北野異人館街に
行ってみました！久しぶりな休日の外出な上歴史深い建造物や作
品に感動の嵐でした。この日は旧ムーア邸、プラトン装飾美術館、
神戸トリックアート・不思議な領事館しか回れなかったので、
近いうちに全館制覇したいです！　 （米田　志えり）

今年のオリエンテーションは天気にも恵まれて
素敵な1日になったようです。
10年前に初めて開催され、私も参加させていた
だきました。新しいメンバーと、神戸の街に変化
を感じながらも初心を思い出させてくれる記事
でした!

（道野　峻介）

場の
ば

学び
まな

（川瀬　亜衣）

先日、TAGAIWORKS 様主催の TOC 研修に福原さんと行ってきました。
TOC 研修では、ダイスゲームを通じてボトルネックを体感したり、実際のリアル
な業務フロー図をもとにボトルネック等の問題の発見と解決策を導き出すワー
クを 2日間で行いました。私が作成した業務フローのテーマは「チーム全員がス
トレスフリーで仕事をするには？」です。
現状のボトルネックを認識した後は、ひたすら深掘り！「なぜ」「どうして」をこん
なに追求したのは久しぶりでした…最後は自分のあるべき姿を見つけることが
できて、清々しい気持ちになりました。

■企業の成功において最も重要なこと「情報伝達」「コミュニケーション」

講義で聞いた心に残っている言葉の一つです。
今回研修で学んだことを今後の業務に活かしていきたいと思います。

内定者
多門さん

内定者
小川さん



株式会社アースエレメント 様

事 例 紹 介

株式会社アソビゴエ 様

屋外看板をリニューアルしました！QRコードを大きく
掲載することでインパクトのある素敵な看板に！
デザインから施工まで行いました。

●背面幕
●チラシ＋

美眉＆美爪サロン Queen-Rich
〒650-0003　神戸市中央区山本通２丁目３－１２ パレード北野 3F
TEL:078-414-8678 
URL：https://queen-rich.com/

株式会社アソビゴエ
〒650-0027　神戸市中央区中町通4丁目2－11村上ビル3F
TEL:078-777-5970
URL：https://asobigoe.jp/

●看板●看板
素　材：IJシート＋ラミ
 サイズ：W600×H700mm
素　材：IJシート＋ラミ
 サイズ：W600×H700mm

●タペストリー
●テーブルクロス
●イスカバー 4枚×２種

　7月10日(土)に神戸国際展示場で行われた
『福祉の就職総合フェアin HYOGO』に出展されたお客様にご使用いただきました！

私たちは人から人を通じ、
笑顔の追求と生活の質の向上を目指します。
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・MQ戦略ゲーム（通称ＭＧ）研修
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居宅介護支援事業所
ASOケアセンター

ケアマネジメントを通じ、利用者と
その家族が一緒に笑顔で生活し幸せ
になれるようサポートしています。

一般就労等への移行に向けて、事業所
内や企業における作業や実習、適性に
合った職場探し、就労後の職場定着の
ための支援を行っております。

障害者
相談支援事業所
アソビハート

障害のある方が意思決定をすることが
できるようサポートするために、ニーズ
や悩みを聞き取り、一人ひとりに適し
た障害福祉サービス等の利用について
のご案内をしています。

住み慣れた地域やご家庭で、笑顔で自分
らしい生活ができるようお手伝いします。
医師の指示のもと、看護師や理学療法士
などがご自宅へ訪問し、必要な看護、
リハビリを提供しております。

「みんなが笑顔に」をモットーに、生活
介護、身体介護、障害介護、重度訪問、
移動支援などを行っております。

明るく！元気に！
素直な会社
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株式会社アソビゴエ 様　採用ブースA案

【テーブルクロス】

【イスカバー】

W1800×H700×D600mm

W900×H1200mm

W480×H620mm

【タペストリー】

W1800×H1600mm【背面幕】
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このたびはお電話でお問い合わせ頂き
ました。ありがとうございます。従来の
看板が横向きだったのをデザイン変更
に伴い縦向きに変更しました！

ロゴの色味でスポットライトを意識した
デザインにすることで、統一感を出しつつ
ロゴが目立つ様にしました。

お店のHPは
こちら！

お客様の声

QRコードの看板を作りたかったのですが、
オシャレな感じにするのが難しく相談させて頂きました。
要望通りのインパクトある且つオシャレなデザインに
して頂けて、とても満足しています。
対応も丁寧で信頼感・安心感がありました。
有り難うございました！！

お客様の声

会場でとても目を引き、たくさんの方に
お立ち寄りいただきました。
イベント後も、新入社員の記念撮影に
背景幕が活躍しています。

美味しいです
めっちゃ

（赤木　賢範）

東加古川にあるイタリア料理屋さん

『BISTRO LONG BEACH』さんのご紹介です。
知人からの御誘いで初めて行ってきました。
グラタン、生ハムサラダ、明太子パスタなど色々と頂きましたが、
一番のおすすめメニューは自家製ローストビーフですね。
ローストビーフは週末に作る事もありますが、家庭の味とは違っ
て旨味に奥行きがあるイメージでしょうか。素材の旨味を活かす
仕上がりです。家だと後付けのタレでごまかせます。
時短営業などの制約も徐々に解除される中、夜はお酒の提供もさ
れていますので、お酒のあてにご賞味下さい。

【住　　所】〒675-0101
　　　　　　 兵庫県加古川市平岡町新在家２丁目２７４－１
【T　E　L】050-3476-4765
【定 休  日】日曜日
【営業時間】17:00～翌5:00

BISTRO LONGBEACH
ビストロロングビーチ

BISTROLONGBEACHBISTROLONGBEACH

ビストロ ロングビーチ

次回のテーマは、

「プレゼント」お楽しみに！

（山下　美雪）

読書の秋

（加納　由貴）（加納　由貴）

読書の秋と言うことで私が最近、購入した本を紹介
したいと思います。
YouTubeにて奇妙な動画をUPしている雨穴と言う
YouTuberが書いた「変な家」です。
一見、何の変哲もない間取り図はよく見ると変な部
分があり、雨穴さん本人が知り合いの設計士と一緒
に間取りの謎を解いていく物語で、会話文で話が進
み読みやすく面白く感じました。
YouTubeにUPされている動画はどれも理解でき
ないような話ですが、なぜか見てしまうので時間が
あり暇なら見てみて下さい。
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あり暇なら見てみて下さい。

急激な季節の変化に服装が追い付かない山下です。
読書の秋ということで、今読んでいる本をご紹介。
てぃ先生著「子どもに伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士
てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ !」です。
私には今一歳五ヵ月の子供がいるのですが、子供には
大人の常識がまっっったく通じません！
この本を読めば目から鱗、子供にそうやって伝えればよ
かったのね。という自分じゃ思いつかないような保育士
の先生の技が詰まっています。この本を読んで気づいた

のは、「子供は何事も楽しいことなら進んでや
る！」ということ。そういうところは大人も変わ
りませんよね。子育ても仕事も楽しんでいきた
いと思います。


