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今期の会社方針や、社員全員の今期目指す姿などが

発表され、とても活気に溢れた会でした。

今期も社員一丸となって、ワクワクニコニコドンドン
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開催しました。

今回のテーマでもある「内発力」とは、

「外からの刺激によらず、内からの欲求

によって起きるさま」と説明されています。

仕事をする上でも、もっとお客様や社員

のためにできることはないか

と自ら主体的に動くことで、

楽しんで仕事ができると改め

て感じることができました。
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して参加しました！

企業の参加は当社を含め

若手の力が必要と感じられました。

当社は入場門とステージの組み立てを主に任せて頂きました

が、各自の経験を活かし、例年よりも

了しました。大変喜んで頂けましたので来年も継続し、また他

の行事にも積極的に顔を出していきたいです。
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鉄スクラップ相場動向ですが、

後は値動きなく推移しております。

ありますが、国内電炉メーカーの生産は好調を維持しており、

底堅い相場展開ではと見られております。
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でも結構ですので、ご意見がございましたらお気軽にお聞かせください。よろしくお願いいたします。

家電や金庫、密閉物の類は受入できません！
廃棄される前に弊社営業までお問い合わせください！！
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