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-----------------------------------------------------------------------------------------ウエストンメールマガジン ～ 2007 年 11 月 22 日号 ～
-----------------------------------------------------------------------------------------ご担当者 様
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
平素より日本ウエストン株式会社をご愛顧くださいましてありがとうございます。
本メールは当社にお問合せ戴いた方、営業マンが名刺交換をさせていただいた方、担当してくださっている方
へ送信しています。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
こんにちは。ウエストンメールマガジンです。
この休日に一度に寒くなり、月曜日の朝には遠く伊吹山や御嶽山に雪が積もっていました。
秋だと思っていたら、実は冬がすでに到来していたようです。
道路凍結や積雪に注意が必要になってしまいました。
さて、23 日の金曜日は『勤労感謝の日』です。この勤労感謝の日は 1948 年に制定されました。
「勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝しあう」ことを趣旨としているそうです。
また、同日は「新嘗祭（にいなめさい）」が行われるそうです。この新嘗祭は、天皇がその年の新穀を宮中で神
殿に供え、自らもこれを食して収穫を感謝するとともに翌年の豊作を祈るという、皇室のもっとも重要な祭儀だ
そうです。
この新嘗祭のことは、今回調べてみて始めて知りました。

今回も澄んだ青空のように、すっきりした気分になっていただきたく思い、
心を込めてウエストンマガジンをお届けします（≧▽≦）♪
===== ♪ ==================================================================================
こころホッとＣＡＦＥ
================================================================================== ♪ =====
心がホッとして、ちょっと温まる文章を紹介するコーナーです。
最近、目を覆いたくなるような事件や事故が毎日報道されます。このちょっと荒みかけている日常に一輪の花
が如くひと時でも心温まる時間をご提供できたら幸いです。
--------------------------------「足を洗ってやろう」
--------------------------------児童文学作家の花岡大学氏がこんなお話を紹介していました。
大学卒業の青年が、入社面接試験を受けた時に社長から
『君は今まで親の体を洗ってやったことがあるかね』
と聞かれました。
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『いいえ』と否定した青年でしたが、
それでも採用される見込みがあったとみえて、社長は
『すまないが、明日この時間にここに来てくれないか。
しかし一つ条件がある。
それまでに是非親の体を洗ってきてほしいのだが、できるか』
と言いました。
彼も
『はい、なんでもないことです。やってきます』
と答え家に帰っていきました。

この青年の家は貧しく、父親は既に亡くなっています。
母親は呉服の行商に必死になって働き続け、
この青年は大学を卒業できました。
その日、彼が家に帰ると行商に出かけた母親はまだ帰っていませんでした。
帰ってきたらどこを洗ってやろうか、と考えた青年は、
外歩きで足を汚しているだろうから、とたらいに水をくんできました。
そこへ母親が帰ってきたので『足を洗ってやろう』と言うと、
元気な母親は『足ぐらい自分で洗うよ』と言う。
そこで理由を話すと『そんなら洗ってもらおうか』と納得して、
青年の言うままに縁先に腰を下ろしました。
その足下へたらいを持っていった青年は『さあ、ここへ足を入れて』というと、
母親は言われるままに足を入れました。
青年は右手でその足を洗おうと思って、左手で母親の足を握りました。
だが握ると同時に青年は右手で洗わないで、両手で母親の足にすがりつくと、
声を上げて泣きました。
握ってみて、母親の足がこんなに堅い足になっていたのか
ということを初めて知ったからです。
学生の時、毎月送ってくれた学資を、当たり前のように使っていたけれど、
あのお金はお母さんがこんなに固い足になって
送ってくれていたのだということが、初めてわかったのでした。

----------------------------------------------------勤労感謝の日は「勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝し合」いますが、これは同時に今の自分まで育て
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てくれた親の勤労への感謝を再度感じる日なのかもしれません。そして、自分自身の子供に感謝してもらえる
ような、誇りある仕事を今後も続けていく決意をする日かもしれません。
それを考えると、とても大切で責任を実感する日なのかもしれませんね。

===== □ =================================================================================
環境 ☆ ちょこっと メモ
================================================================================= ■ =====
ここでは、環境問題に関するニュースをご紹介します。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
○お勧め図書のご紹介
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
今回は、環境に関する書籍のご紹介をさせていただきます。
『不都合な真実 ECO 入門編 地球温暖化の危機』
定価：1200 円（税別）
著：アル・ゴア / 訳：枝廣淳子
発行：ランダムハウス講談社
ISBN：978-4-270-00226-1

映画「不都合な真実」でも、地球温暖化の危機を世界に訴えたアメリカ元副大統領のアル・ゴア氏。
ゴア氏が書かれた 2 冊目がこの書籍です。（1 冊目は「不都合な真実」です）
ECO 入門編と題しているだけあり、さらっと読めます。内容も大枠ではありますが、今地球で起こっていることを
理解することができます。
「地球が今、危機に陥っている」という事実。
はっきりとわからなくても、今年の酷暑で「何かおかしい」と感じられたと思います。
地球温暖化。
この書籍を読むことで、現在の人間の活動が、地球に、そして人類自身にどのような悪影響を及ぼしているの
かを知ることができると思います。
そして、それを解決していけるのは人類しかおらず、しかも、今すぐに行動しないと手遅れになってしまうことが
良くわかります。
この真実を受け入れるのはつらいことですが、受け入れる勇気、そして行動する勇気が今後の社会活動や企
業活動に重要になってくることなのかもしれません。
最後に、本書に書かれているコメントで紹介を終わらせていただきます。
一度、ご購読されてはいかがでしょうか？
----そう、これは危機です。しかし、絶望ではありません。
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中国語で、「危機」とは「危」「机」というふたつの漢字で書きます。
「危」は「危険」ですが、「机」とは「機会」という意味なのです。
この本を読む皆さんが、これまでと違う暮らし方をし、
気候の危機に終止符を打つための変化を起こす「機会」を
みつけてくれることを願っています。
（不都合な真実 ECO 入門編 「はじめに」より引用抜粋）
-------------------------------------------------------------地球のためにできること。
ほんの少しかもしれませんが、私たちにできることがあります。
何か提案や要求がありましたら、web 版社長直行便をご利用ください。
http://www.weston.co.jp/00general/president_contact.htm
-------------------------------------------------------------

===== ◇ =================================================================================
注目のウエストンの新商品
================================================================================= ◆ =====
ビニル手袋（ゴム手袋）の洗浄の紹介です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
表示されない場合は、ウエストンのトップページ左下の「今月のおすすめ！」をクリックすることでご覧になれま
す。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
「ウエストンのお勧め１商品」
→ http://www.weston.co.jp/00general/WC_PGcleaning.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
御社で使用中のビニル手袋はまだ使えるかもしれません。
弊社ではビニル手袋の洗浄も行っております。
御社で汚れたビニル手袋を洗って、お返しします。
手間のかかる穴の選別作業も弊社が行います。
ビニル手袋の再利用
ちょっとでも気になった方は、ぜひとも弊社営業マンまたは、直接弊社へお電話、FAX、メール等でご連絡くださ
い。
また、「こんな商品が無いか？」というお客様に必要な製品がございましたら、web 版社長直行便などでご連絡
ください。全力で対応させていただきます。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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web 版社長直行便
http://www.weston.co.jp/00general/president_contact.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

===== ◇ =================================================================================
ウエストンニュース
================================================================================= ◆ =====
私たちの身近なニュースを、お届けします。
ウエストンのサイトの URL は次のとおりです。
http://www.weston.co.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
web 版社長直行便を設置しました。
http://www.weston.co.jp/00general/president_contact.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
トップページにリンクしてありますので、どしどしお使いください。
気になったことがありましたら、いつでも、何でも、どんなことでも、お送りしてください。
心よりお待ちしております。
ウエストンのニュースは、下記のアドレスからご覧いただけます。
http://www.weston.co.jp/00general/f10.html
（もちろん、トップページからも入れます。）
+++++++++++++++++++++++++++
---● 会社行事関連 ●--+++++++++++++++++++++++++++
ウエストンで行われた会社行事等をご紹介しております。
= 11 月 21 日更新 =
-------------------------------| 2007 年度感謝祭のご報告
|
-------------------------------11 月 17 日に開催した感謝祭の様子をご報告いたしております。
http://www.weston.co.jp/00general/kansya_2007.html
-------------------------------| ISO サーベランスのご報告
|
-------------------------------10 月 16 日に外部監査員を招いての ISO サーベランスの様子を
ご報告いたしております。
先日、無事に審査に通った文面が届き、無事更新が行われます。
http://www.weston.co.jp/00general/iso_2007.html
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+++++++++++++++++++++++++++
---● うえすとん＋１ ●--+++++++++++++++++++++++++++
ウエストンでの出来事や季節のお便りなど、日頃の様子を書いています。
随時更新していますので、ときどきお立ち寄りください。
= 11 月 20 日更新 =
-------------------------------| タイトル：【 真打登場♪ 】
|
-------------------------------ソーラーパネルの設置工事も大詰めを迎えてきました。
19 日にソーラーパネルが搬入されたので
その様子をご紹介いたしております。
http://www.weston.co.jp/00general/wd_20071119b.html

=======◇◆ 作者後記 ◆◇==============================
『ウエストンメールマガジン』はいかがだったでしょうか？
今後も隔月一回程度の発行をさせていただきます。
気温もどんどん下がっていますが、それと同時に空気も乾燥してきております。
寒さと乾燥で喉を痛めるかもしれませんので、ご注意ください。
また、火災が増える時期でもありますので、火の元には十分ご注意ください。
次回発行は 1 月を予定しております。
さて、今年の冬は雪が降るのでしょうか？
少しなら楽しいですが、大量だと困るので難しいところなんですが。
これからも、ウエストンの会社行事や取り組みなどを
書いていきたいと思います。
よろしければ、どうぞお付き合いください。
======================================================
以上、ありがとうございました。

◆このメールマガジンの送信解除は自由です◆
ご都合の悪い方は、お手数ですがこのまま返信していただき、文頭に「解除依頼」とお書きください。
すぐに対応し、次回から送信いたしません。
◇このメールマガジンのご紹介は自由です◇
このメールマガジンは、お仲間に広げて頂くことを大歓迎いたします。
送信希望の方がいらっしゃいましたら、返信等でご連絡ください。
次回から喜んで送信させていただきます。
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～～～○～～～♪～～～○～～～♪～～～○～～～♪～～～○～～～
---------------|
| 地球にやさしいリユース・リサイクル提案
|
感 謝
| 日本ウエストン株式会社
|
| スマイルセンター
------------------------------- ホームページ http://www.weston.co.jp
|
| e-mail ： support@weston.co.jp
|
ありがとう | TEL：058-279-0291 / FAX：058-279-1402
|
|
------------------------------- ウエストンメールマガジン、またそれに限らず
|
| 感想、苦情、質問等ございましたら、
|
ツイてる
| ご遠慮なくご連絡ください。
|
| ワクワクしてお待ちしております。
---------------～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～
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