
撮 影 者：倉知
場 所：京都市左京区「瑠璃光院」
比叡山鉄道山口駅下車徒歩5分比叡山ケーブル八瀬駅

付近にあるＳＮＳ映えで有名なこの場所。手前に映り込ん
でいるのは、漆のテーブル。撮影当日は、大勢の観光客
でごった返し、人が映らない様に撮影するのに一苦労。
この場所は拝観期間が決めれており4月中旬から6月中旬
と7月中旬から8月中旬です（ＨＰ参照）。このシーズンより

秋の紅葉の方が鮮やかだと思いますが、上記の期間しか
拝観出来ないので紅葉の写真は取れません。
拝観料：２０００円



皆様にもオーアンドケーの営業の一員として動いてもらえるように、換気と関連商品の話をします。

換気について

ウィズコロナの時代、換気の重要性が叫ばれています。どこへ行っても「ただいま換気中」のような張り紙
を見かけます。そもそも、一般の住宅において建築基準法で１時間に０．５回、つまり２時間で部屋全体の空
気が１回入れ替わるような換気設備の設置が義務付けられています。これは、ホルムアルデヒドなどの化
学物質がもととなるシックハウス症候群が問題になったため、基準が義務付けられるようになりました。そし
てコロナの流行以降は、窓を開けて換気をするなら１時間に２回以上行うこと、機械換気ならば１人当たり毎
時３０㎥の換気量を確保することが推奨されています。

難しいことはさておき、重要なのは換気が重要視されてきていることと、それによって空調機メーカーも
様々な商品を開発しているということです。
当社は、ご存じのようにダイキンの代理店です。もちろんダイキンも換気を重要視しています。特にただ
換気ができるだけではなく、冷房や暖房の効率を下げることなく空気を入れ替える、全熱交換機を売り出
しています。
エアコンで快適にした空気を、窓を開けて換気してしまえばその熱は外に逃げてしまいます。そして、再
びエアコンは頑張って快適な空気を作らなければなりません。これでは電気代は当然上がってしまい、財
布にも地球にも優しくありません。

商品について

換気に困っている、エアコンを取り換えようか悩んでいる、飲食店をしている友人がいるが店内換気に悩ん
でいるなど、今回のような内容で少しでもオーアンドケーの話をしてもらえると嬉しく思います。

今までも他メーカーでロスナイといった熱交換形換気機器があり
ます。ダイキンからも、ベンティエールといった商品が出ています。
※詳しい商品説明は下図QRコードからご覧ください。

←ダイキン
ベンティエール

←他メーカー
ロスナイ

どちらもただ空気を入れ替えるだけではなく、エアコンの効率をよくするためのものとなります。外の新鮮
な空気に、室内で快適温度になった空気の熱を移して室内に入れます。こうすることでエアコンの負担を減
らし、省エネかつCO２排出量を減らします。

そして一般の家庭用でも、換気のことを考えた商品が多く出
てきています。ダイキンの“うるさらＸ”はまさにその商品で、換
気能力も持ったエアコンになります。ご家庭でも常にキレイで
快適な空間を実現することができます。もちろん、古いエアコ
ンを使い続けるよりも、かなりの省エネになります。



今回は、先日皆さんに協力して頂いたパートアンケートで質問の多かった、有給休暇について説明させ
ていただきます。（※アンケート集計結果は別冊に掲載）
健康に過ごして頂くために、たまにはご家族・お友達とお出かけをしたりお茶を飲んだりなど、有給休暇
を利用して身体も心もリフレッシュしていただけたらと思っています。

①有給休暇取得日は、出勤予定日以外に取得することはできません。
②有給休暇届は、締め日（毎月1日～月末）ごとに、複数の日数をまとめて記入しても大丈夫です。
その場合、記入例を参考に、取得日が詳細に分かるように記入してください。
［記入例］〇：８/１、８/５、８/８（３日間） ×：８/１～８/８（３日間）
※翌月にまたがる場合は、翌月分をもう１枚別で記入して提出してください。
③有給休暇届は、可能な限り取得日の１４日前までに提出をお願いします。
④業務の関係で有給休暇届提出後に出勤となった場合、有給休暇取消の連絡を本社小木曽までお願い
します。取消の連絡がなく出勤コールをしても、有給休暇のままになってしまうのでご注意ください！！

有給休暇は、1年ごとに決まった日数が付与されることから「年次有給休暇」という名称がつけられてい
ますが、一般には単に「有給休暇」または略して「有休」などと呼ばれることが多いです。

年次有給休暇とは？

有給休暇が付与されるには？

以下の条件が必要です。
●６ヵ月以上継続して雇用されている
●所定労働日数の８割以上出勤している

有給支給額は、取得日直
近３ヶ月間の給与支給額
と出勤日数から、平均賃
金と最低賃金を計算して、
金額の高い方が採用され
ています。

有給休暇の確認は？

有給休暇の残日数や取得日など確認をしたい場合は、
お手数ですが直接本社へ連絡をお願いします。

フリーダイヤル ０１２０－３４－２８８７
受付時間 平日 ９：００～１８：００
担 当 小木曽（こぎそ）

有給休暇取得時のお願い

※有給休暇は付与日から２年間は、繰り越して利用することが可能です。



NHK連続テレビ小説、所謂「朝ドラ」、もう何年観続けているのでしょうか？

今放送されているのは、沖縄料理に夢を掛けるヒロイン 次女 暢子（のぶこ）と強い絆で結ばれた４兄

弟の「家族」と「ふるさと」の物語 『ちむどんどん』（沖縄の方言で「胸がわくわくする気持ち」）です。

この話の中で、イタリア料理店で働くヒロイン暢子がオーナーと「負けたら首」という料理対決のシーン

が有りました。その料理名が「ペペロンチーノ」でした。シンプルな料理ながら奥が深いと・・・。

そこで、ペペロンチーノについて調べてみました。ニンニクの風味と唐辛子のピリッとした辛みが人気の

パスタ料理ペペロンチーノですが、日本では、ペペロンチーノと言えば料理名として通用しています。しか

し、本場イタリアでは通用しない様で、現地で注文したところお皿に赤唐辛子が数本のせられていたとい

うエピソードもあるようです。ペペロンチーノ（ｐｅｐｅｒｏｎｃｉｎｏ）とは、イタリア語で「唐辛子」と言う意味で、

パスタ料理の正式名称は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」と言い、

イタリア語でＰａｓｔａ ａｇｌｉｏ,ｏｌｉｏ ｅ ｐｅｐｐｅｒｏｎｃｉｎｏと書きます。

＊アーリオ（ａｇｌｉｏ）＝ニンニク

＊オーリオ（ｏｌｉｏ）＝オイル（特にオリーブオイル）

＊ｅ＝日本語の「と」という接続詞

＊ペペロンチーノ＝唐辛子

「ニンニクとオリーブオイルと唐辛子のパスタ」になります

シンプルなネーミングの料理なだけに、ニンニクの火の通り加減やオイルの香り、塩加減などがダイレク

トに問われるようです。イタリアでは、具材が少なくても出来、労働者やお金のない学生がよく食べることで

「貧乏人のパスタ」、絶望の淵にいても作ることが簡単にできる「絶望のパスタ」、作るのに手間がかからな

いことから「真夜中のパスタ」などの異名もある様です。

また、YouTubeチャンネルでも多くの「ペペロンチーノ」のレシピが公開されています。

『至高のペペロンチーノ』

『究極のペペロンチーノ』

『渾身のペペロンチーノ』

『プロが教えるペペロンチーノ』

『本当は教えたくないペペロンチーノ』

など沢山出てきました。

皆様もちょっと工夫してオリジナルのペペロンチーノに挑戦されては、如何でしょうか？



２年ごとのアンケートも今回で６回目になります。２８８人の対象者のうち５割以上の方から回答を頂きました。

ご協力頂き、ありがとうございました。集計結果からみると、全調査項目で比較的満足度の高い回答が６割以

上を占めており、皆さんに働きやすい職場だと感じて頂けていることを嬉しく思います。

しかしながら、「作業にストレスは感じない」と言う質問の満足度が１番悪かった事や、現場担当者や清掃道具

に関する不満の声が数件上がっている事を受けて、本社では直ぐに対応できることから順に改善してまいりま

す。また、本紙で有給休暇について管理本部の小木曽が、皆さんからの質問の回答となる記事を掲載していま

す。加えて、福利厚生についての案内も次ページにて掲載しましたので、合わせてご覧ください。

①目 的：クリーンスタッフの満足度向上及び働きやすい職場づくりの達成
②期 間：２０２２／５／２５～２０２２／６／６
③対象人数：２８８人
④回答数・回収率：１５１人・約５２．４％
⑤調査項目：ＶＯＩＣＥ・作業量・シフト・ハラスメント・体力・待遇など９項目
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VOICEに関心がある

VOICEが送られてくるのは良い

VOICEの内容は興味深い

福利厚生に満足している

作業量は適切

作業道具が揃っている

作業は体力的に問題ない

作業にストレスは感じない

社員から適切な指示がある

社員のハラスメントはない

協力し合って仕事をしている

同僚のハラスメントはない

シフトは希望通り

会社の待遇に満足している

仕事を続けていきたい
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集計結果報告
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キャンペーン期間内に、

在職されている方の紹介を受けて入社された方が６ヶ月勤務していただくと、

紹介した方と紹介された方ともに、 します。

■キャンペーン期間■

令和４年７月２５日（月）～令和４年１０月３１日（月）

末広以外に所属している方も、蒲郡市にお知り合いがいる方や、通勤が可能な方がお近くにいら
っしゃいましたら、ぜひこの制度を利用してご紹介ください。
また、紹介の際には現場担当者にその旨をお伝えください。皆様からのご紹介をお待ちしております。

■募集要項■

・勤 務 地：天空海遊の宿 末広（蒲郡市西浦町大山１７－１）
・時 給：960円（※研修期間は時給955円）
・勤務時間：10：00～14：00
・勤 務 日：月・金・土・日
※ＧＷ・お盆・年末年始・繁忙期は火・水・木の勤務有り
・業務内容：浴室・トイレ清掃・シーツ交換・備品の補充など

未経験ＯＫ

ＷワークＯＫ

週２～勤務ＯＫ

別冊1ページ目にも記載しましたが、今回のパートアンケートで皆さんが利用できる福利厚生について
の内容が分からないと言う意見が数件見受けられました。そこで、現在利用していただける福利厚生を、
社内掲示板にまとめました。以下のＵＲＬからアクセスして頂くと、在籍中の従業員のみがそちらの掲示
板を閲覧できます。また、内容に変更があった場合や、新しく利用して頂ける項目が増えた場合は、都度
更新していきますので、皆さんも定期的にこちらの掲示板を覗いてみてください。
※アクセスに必要なパスワードは、毎月変更されます。（毎月、給与明細下欄に４桁のパスワードが掲載
されています。）

https://www.oandk.ne.jp/p
へアクセスする

1

２
パスワード４桁を入力してログインする
※給与明細下欄に記載されています
※毎月パスワードは変更されます

３ 「その他お知らせ」の中から「福利厚生
の案内」をクリック


