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-----------------------------------------------------------------------------------------ウエストンメールマガジン ～ 2009 年 2 月号 ～
-----------------------------------------------------------------------------------------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。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
2 月も中旬を過ぎました。
皆様はいかがお過ごしでしょうか？
前半には節分やバレンタインデーなど、いろいろなイベントが目白押しでした。
太陽が顔を出す時間も次第に早くなり、
周りにある植物たちは「春」を意識してつぼみが膨らんできています。
寒い冬も時間が経てば、暖かい春が来ます。
暗い夜も、いつしか明るい光が差し込んできます。
春の暖かさを待ちつつ
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。
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。
--------------------------------■ 時を待つ心
--------------------------------何事を成すにも時というものがある。
時－それは人間の力を超えた、目に見えない大自然の力である。
いかに望もうと、春が来なければ桜は咲かぬ。
いかにあせろうと、時期が来なければ事は成就せぬ。
冬が来れば春は近い。
桜は静かにその春を待つ。
それはまさに、大自然の恵みを心から信じたきった姿と言えよう。
悪い時が過ぎれば、よい時は必ず来る。
おしなべて、事を成す人は、必ず時の来るを待つ。
あせらずあわてず、静かに時の来るを待つ。
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時を待つ心は、春を待つ桜の姿を言えよう。
だが何もせずに待つことは僥倖を待つに等しい。
静かに春を待つ桜は、一瞬の休みもなく力をたくわえている。
たくわえられた力がなければ、時が来ても事は成就しないであろう。
時を得ぬ人は静かに待つがよい。
大自然の恵みを心から信じ、時の来るを信じて、
着々とわが力をたくわえるがよい。
着々とわが力をたくわえる人には、時は必ず来る。時期は必ず来る。
待てと言われればなおおあせるのが人情である。
だが、自然の理はわがままな人情には流されない。
冷たいのではない。
静かに時を待つ人には、暖かい光を注ぐのである。
お互いに時を待つ心を養いたい。

--「大切なこと」
ISBN4-569-63344-7
文：松下幸之助
絵：江村信一
発行：PHP 研究所
より引用抜粋
----------------------------------------------------自分の人生においても、そして今の世界経済状況においても、「待つ」ということも大切だということを再認識し
ました。しかし、ただ待っているのは意味がありません。
時が来たときに美しい花を咲かせる桜のようになる。
そのために、今やらなければいけないことを真剣に考え行動していくことが大切なんですね。
ピンチは次の成功へのチャンスの時ということでしょうか。
===== □ =================================================================================
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。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
日本の地熱発電、世界の地熱発電
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
日本は資源が無い国で、発電に必要な材料は輸入に頼るしかない。
そんなことを思っていましたが、実は日本は豊富な資源をもっていることを知りました。
それは、火山大国日本が持つ、「地熱」という資源です。
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日本地熱学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/grsj/
また、日本地熱学会から提言も出ています。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/grsj/news/prposal08/proposal2008.html
地熱発電の CO2 排出量は火力の数十分の１、原子力の半分という「低炭素社会に必須のエネルギー」だそう
です。
現在の日本の地熱発電は 18 ヶ所で、出力合計は 50 万キロワット強、国内発電能力の 0.25％前後にすぎませ
ん。
ちなみに世界に目を向けると。
・アメリカ（約 2,960 メガワット）
2008 年 8 月時点で、97 もの新規地熱発電プロジェクトが承認
その設備容量の合計は最大で 4,000 メガワットに上る。
・イタリア（810 メガワット）
・アイスランド（420 メガワット）
・フィリピン
2013 年までに地熱発電設備容量を 60％以上増やし、
3,130 メガワットにすることを目標
世界から見ると、日本は遅れていますし、もったいないことをしているように感じます。
地熱大国として自然環境に配慮した開発を進め、再生可能エネルギー発電の拡大していくことを望んでいま
す。
○参照記事
メールマガジン：環境メールニュース<枝廣淳子・著>
実際の記事は下記ページで見ることができます。
http://www.es-inc.jp/lib/archives/090205_083714.html
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
-------------------------------------------------------------

===== ◇ =================================================================================
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
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
---● お客様アンケート集計結果のご報告 ●--++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
昨年 11 月から実施させていただきましたお客様大満足アンケートの集計結果ができました。
年末の大変忙しい中、多くのお客様にご協力いただきましたことに心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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さて、2008 年度のアンケート集計結果は日本ウエストンのホームページの下記ページに掲載してあります。
http://www.weston.co.jp/00general/questionnaire_20090113.html
お時間がありましたときに、お読みいただけると幸いです。
この厳しい世の中ではありますが、日本ウエストンは今後もお客様が満足していただけるサービスを全社員で
実施してまいります。
尚、紙での閲覧をご希望の方は、営業マンに御声かけ下さい。
また、このメールマガジンの返信にてご連絡いただいても結構です。
よろしくお願いいたします。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
---● 太陽光発電システムによる発電量 ●--++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NEDO との共同研究のために日本ウエストンに設置した太陽光発電システムによる発電量をご報告しておりま
す。
http://www.weston.co.jp/00general/f140.html
○先月の発電量と二酸化炭素削減量
1 月の発電量は 3230.1[kWh]となり、二酸化炭素削減量は 1792.8[Kg-CO2]となりました。
http://www.weston.co.jp/00general/solar.html
日々更新しておりますので、お時間があるときに一度ご覧いただけると幸いです。

===== ◇ ==========================
注目のウエストンの新商品
========================== ◆ =====
今回は商品ではなく、ウエストン自体のご紹介です。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
「ウエストンのお勧め１商品」
→ http://www.weston.co.jp/00general/WC_wasteTemple.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
他社でクリーニングしてがっかりされた経験がおありのご担当者様、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。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
web 版社長直行便
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http://www.weston.co.jp/00general/president_contact.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++
---● 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。
= 1 月 20 日更新 =
-------------------------------| 早朝地域清掃活動のご報告 |
-------------------------------12 月実施予定でしたが雨天中止だったため、1 月に実施いたしました。
http://www.weston.co.jp/00general/bika_2009_01.html

+++++++++++++++++++++++++++++++
---● 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。
= 2 月 18 日更新 =
-------------------------------| 朝の掃除♪
|
-------------------------------暖かくなったと思ったら、冬が再来。でも、そんな寒い朝でも掃除はしっかりとやります！
http://www.weston.co.jp/00general/wd_20090218.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？
ちょうどこの時期は、受験生にとって山場を迎えているのではないでしょうか。
大学入試は各大学の入試試験に向けてがんばっている最中でしょうし、高校入試も始まりつつあります。
自分の夢に向けてひたすらにがんばる姿は懐かしさとともに、自分たちも負けていられないという思いもしま
す。
ともあれ、この時期は風邪やインフルエンザに十分注意しましょう。
受験生も私たちも「時を待つ心」も持ちつつ、がんばって歩んでいきましょう！
本年より、ウエストンメールマガジンは毎月発行にさせていただきます。
少しでもホッとしていただけるような内容をお届けできるように日々精進してまいりますので、どうぞよろしくお願
いいたします。
また、ご意見・ご感想等ございましたら、どんな些細なことでも結構ですので、このメールに返信していただくか
web 版社長直行便、営業・サービスマン・電話・FAX などで教えていただけると幸いです。
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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。

～～～○～～～♪～～～○～～～♪～～～○～～～♪～～～○～～～
---------------|
| 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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