
新年明けましておめでとうございます。
晴天の日は昼間の日差しが強くて、冬とは思えな
いくらいですが、空気はやはり冷たくて、流石に
1月だなと思う今日このごろです。
年末年始は、家で比較的静かに過ごしていました
が、ジムには毎日行っていました。
大晦日と元旦は流石に休館ですが、合わせて 3日
ほど休んだだけで、残りは運動を欠かさない生活
です。
正月は休みなので、その前に動ける時に出来るだ
け運動しておこうという事で、年末は多くの人で
賑わっていたように思います。
コロナ禍という事もありますが、健康や生活習慣
への関心が以前よりも高まっているのかもしれま
せん。
それから気温が低いので、マスクをしていても動
きやすい、という事もあるかもですね。
まだ予断を許さない状
況ですが、今年も一年
宜しくお願い致します。

社員ブログ
FCC 社員のメッセージをお伝えします。

社員ブログ

年末年始

Q2:食中毒についてどのような対策
　  が必要ですか？
A シンプルに、４つのことを心掛けて頂ければ
　幸いです。

　①前日に作り置きしない

　大量に調理をした食材は無酸素状態になり、

　ウエルシュ菌が繁殖しやすくなります。

　②低温で保存をする

　食中毒は高温多湿の環境で起りやすいです。

　冷蔵庫は10度以下（5度が望ましい）、冷凍庫

　は-18度以下に保つことを徹底しましょう。

　③二次汚染に用心する

　レジでのお会計や、電話対応で受話器を触

　るなど調理以外のことをした際には、必ず手

　を良く洗ってから調理を再開しましょう。

　その他にも、まな板や包丁などの調理器具は、

　「肉類はピンク」「海鮮類はブルー」「野菜類

　はグリーン」といった形で用途や食材別に色

　分けして使うようにすることを推奨します。

　④殺菌処理をする

　加熱をすると、細菌を殺すことが出来ます。

　また、まな板・包丁・スポンジ・布巾などの殺

　菌も忘れずに行いましょう。

拝啓

　毎々格別のお引き立てを賜り、 ありがたく

厚くお礼申し上げます。

さて、 この度はご多忙の中、 弊社業務に関する

アンケート調査にお応えいただき、 ありがとうご

ざいます。

結果について集計致しましたので意見の一部をご

紹介致します。

Q1:今の時期ゴキブリは出てこない   
　 ので安心して大丈夫ですか？
A 最近は気温が急激に下がり、ゴキブリを見か 

　けなくなったという方もいらっしゃると思いま

　すが、決してゴキブリが居なくなったわけで

　はありません。

　ゴキブリも人間同様気温が低すぎる場所は

　好みません。

　冬場の飲食店では主に、什器のモーターや

　什器と壁の接地面、そしてゴミの中など、冬場

　でも暖かくなりやすい場所に潜んでいます。

　個人宅であれば、冷蔵庫や洗濯機といった

　家電周りや水回りに潜んでいます。

　ゴキブリが隠れやすい場所は特に要注意です。

　定期的に確認・清掃をして頂くことがゴキブリ

   の潜む場所をつくらない１つの策です。

　ぜひご参考ください。

お取引様 各位

お客様アンケートご報告

一部でございますが以上の様

なご意見をいただきました。

どうぞこれからも、 忌憚のない

ご指導 ・ ご鞭撻を賜ります様

よろしくお願い申し上げます。

　　　　　            　　        敬具
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※2022年1月 6日 のブログより
※2022年1月13日 のブログより

FCC の社長である深澤正司のブログです。

［湘南で働く小さな会社の社長の blog］ より。

社長コラム

本年も宜しくお願い申し上げます。
弊社は昨日 1 月 4 日が仕事初めでした。私の
誕生日でもあり 59 歳になりました。
仕事初めではそれぞれ神社にお参りに行き B
型事業所に今回は集合しました。最初の 1 時
間は新年の少し真面目な会にしました。
真面目な会と言っても 30 分動画を見てもらい
それに関して感想を言ってもらったり、トップ
である私の今の考えをお伝えしただけです。
どんなことかって言うと人はそれぞれ違うの
で、良さの基準も、出来る基準も異なります。
もっと言うと善と悪も拘らないで混在しています。
だからそれぞれの社員が自分の出来ることを
やれればいい。比較はしようがない。出来る
とこが違うんだから何を基準に何を他人と比
べるんだろう？と言う様な話です。
だから私も最大限適材適所をはめて社員の皆
さんの活きる場所を見つけます。と言いまし
た。役職とか給料とかで他人と比較するとそ
れだけで人生は面白くないです。分限を守っ
て幸せに生きましょう♪ と。

あけましておめでとうございます

こちらは元旦の富士山です。良いお天気のお正月でしたね♪

お客様の声
FAXより頂いたアンケートのお言葉を

紹介します。

会期 会場
2022年 2月15日(火)・18日(金)
10:00～17:00（最終日16：30まで）

東京ビッグサイト 
東展示棟1～6ホール

WEB上で事前登録のうえご来場下さい

※詳細は招待状をご覧ください。

ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じて、サービス産業の

活性化に貢献するホスピタリティとフードサービスの

商談専門展です。
今回は、サービス産業界の課題の中でも以下3点を重視して開催します。

1  安心、安全なサービス環境の確保ならびにSDGs対応の促進
2  デジタル技術の導入による生産性向上・人手不足対策
3  地方創生に資する地域産品の全国展開、観光アクセスの高付加価値創出

1． 十分な量を手の平に取る

2． 手のひらをこすりあわせる

3． 手の甲を合わせてすりこむ

4． 指先 ・ 爪の間にすりこむ

5． 指の間にすりこみます

6． 親指をねじり合わせてすりこむ

7． 手首にすりこむ

●生ごみの処理●

1． 初めに、 水で手を濡らし、 石けんを手に取る

2． 石けんをよく泡立てながら、 手のひらを洗う

3． 手の甲を伸ばすように洗う

4． 指先 ・ 爪の間を念入りに洗う

5． 指の間を洗う

6． 親指をねじりながら洗う

7． 手首を洗う

8． 流水で石けんと汚れを洗い流す

9． ペーパータオルでしっかりと、 水分を拭き取る

いかがでしたでしょうか？

今年も手洗い消毒はこまめにして素敵な1年にしましょう！

正しい手指消毒

正しい手洗い

2020，2021年は新型コロナウイルスに

翻弄された年でした。

オミクロン株も浮上している今、

改めて正しい感染対策を確認しましょう！

ウイルス対策の再確認

生活の豆知識

社員食堂の現場です。
厨房の棚周辺にゴキブリの生息を確認しました。
付近を細かく調査するとご覧の通り調理器具
( バット？ ) に糞があり、小さな巣になっていま
した。
こちらの会社は現在出勤者がコロナ前の 4割程度
です。コロナ前のピーク時には使用されていたで
あろうこちらの調理器具は、恐らく 2 年以上は
使われていない様子です。
重ねて保管してあるので下のものに特に糞が多く
ありました。
ゴキブリにとっては熱源でもなく、エサとなる物
もありませんが、こちらの厨房は冬でも比較的暖
かく狭い部分なので住み易い環境と思われます。
直接食材が入る物なので、薬剤は施工出来ない為、
洗浄してローテーションする様に環境改善提案を
しました。
FCCでは薬剤施工だけに頼らず、場合により生息源
を取り除く為の環境改善提案を含めて総合的に
ゴキブリゼロを目指しております。

施工員ブログ施工員ブログ
施工員の体験ブログです。

FCC での駆除をご検討されている方に、

是非とも見て頂きたい内容になっております。

調理器具隙間

①県内飲食店

飲食でチャバネが増え、いくつかの業者

さんにやってもらっても駄目で、困って

いたところ、FCC さんを見つけました。

今はほとんど出なくなりました。

②都内飲食店

凄く丁寧にやってもらえます。

コーキング剤が野菜からできていて安心！

いつも嬉しいお言葉を頂きありがとう

ございます！

より一層の努力をしてまいります。

今後もFCCをよろしくお願い致します！皆様方の御支援とご愛顧のおかげを持ちまして、今年もHCJ2022に出展させて頂く

運びとなりました。つきましては本展示会の案内状を同封させて頂きます。

ご多忙と存じますが、是非弊社の出展ブースへお立ち寄り下さいませ。社員一同、心より

ご来場をお待ち申し上げております。

案内状同封のご案内

FCC ピュアマイルド コンパクトサイズ (1 リットル )

販売価格 1,222 円 ( 税込 )

コンパクトサイズ

ですので、お試しで

使用したい業者様や

個人宅様に最適です！

コンパクトサイズ

ですので、お試しで

使用したい業者様や

個人宅様に最適です！

環境負荷が小さく、自然に戻りやすい
100％植物性洗剤です。

自然植物成分 100％。油汚れもしっかり落としま
すが、手肌に優しく、赤ちゃんの哺乳瓶や野菜洗
いにも使用できる安心な液体タイプの石けんです。
汚れを落とす成分が、松の油（トール油）・ヤシ油
などの自然植物成分100％でできており、石油系界
面活性剤を一切含まないので、自然に戻りやすく、
環境負荷の小さい洗剤です。
肌への刺激もなく手荒れやアトピー等でお悩みの方
でも安心してご使用頂けます。
希釈してご利用できますので、コストパフォー
マンスの良さでご好評を頂いています。

FCC厳選・商品紹介
FCC 衛生商品の紹介です。FCC 衛生商品の紹介です。


