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☆Ｔ－ＭＡＴＥ  

平成 28 年 10 月 2 日（日）、“株式会社ティ・アシス

ト第 10 回Ｔ－Ｍａｔｅ感謝の集い”が開催され、総勢

302名のＴ－Ｍａｔｅさんが名古屋東急ホテルに集まり

ました。今回は「ファイト！」をテーマとし、大切な従

業員の皆様にエールを送る為、そして、日々現場で業務

に励み、ティ・アシストという会社を支えて下さってい

る皆様へ、感謝をお伝えすることを目的に開催されまし

た。 

 第１部は、藤居社長の挨拶で開会。永年勤続表彰、事

業所表彰が行われました。その後、第２部懇親会へと移

り、林取締役の乾杯のご挨拶で食事がスタートしました。

今年はステージを会場前方と中央の二つに設け、岐阜県

唯一の社会人マーチングバンド『Rose
ﾛ ｰ ｽ ﾞ

 Knights
ﾅ ｲ ﾂ

』によ

る演奏、本部員によるチアリーディングダンスで会場を

盛り上げ、一体感を出すことが出来ました。恒例のビン

ゴゲーム、じゃんけん大会に加え、本部員による○×ク

イズも大いに盛り上がりました。 

ティ・アシスト全体の一体感を強める良い機会となり

ました。ご参加頂きまして、ありがとうございました。 

★永年勤続表彰 １０年の皆さん★ 

藤掛病院      酒井 政子 

東可児病院    清水 宣子 

岐阜市民病院    矢部 賢治 

岐阜市民病院    佐藤 さと子 

岐阜市民病院    松田 信子 

岐阜市民病院    長屋 清美 

岐阜市民病院    新城 千惠子 

岐阜市民病院    酒井 久雄 

サージセンター浜松 熊谷 あかね 

さとうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ  岡部 美佐子 

ﾁｪﾘｰｳﾞｨﾗ広見苑    若井 しのぶ 

可児とうのう病院  森田 富美子 

イビデン    田中 加代美 

尾西記念病院    田中 すみ子 

業務１課    内藤 大士 

 

★永年勤続表彰 ５年の皆さん★ 

公立陶生病院       久野 広子 

公立陶生病院       大平 厚子 

公立陶生病院（電話交換） 佐藤 杉惠 

公立陶生病院（電話交換） 尾関 みどり 

公立陶生病院（電話交換） 東 智美 

ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ       坂田 和子 

岐阜大学附属病院   山口 英子 

岐阜大学附属病院   尾崎 正司 

岐阜大学 黒野寮   神山 美子 

花トピア可児       金子 文子 

東可児病院       眞野 よし子 

旭労災病院       鵜川 ゆり子 

可児とうのう病院   渡辺 富貴子 

県立多治見病院       平野 美鈴 

岐阜県総合医療センター   城 早苗 

尾西記念病院       三島 美雪 

野垣病院       嶋﨑 マリ子 

松波総合病院 ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ   新藤 律子 

      

名古屋医療ｾﾝﾀｰ   西澤 光夫 

名古屋医療ｾﾝﾀｰ   斉藤 由美子 

名古屋医療ｾﾝﾀｰ   中世古 千恵子 

榊原温泉病院    本多 ふみ子 

大門病院    副島 智明 

ハレルヤ園    鈴木 多津子 

関中央病院    小酒井 直子 

関中央病院    柳原 みつ子 

関中央病院    上野 美知子 

関中央病院    長谷部 ミサ子 

大洞岐協苑    亀山 真由美 

大洞岐協苑    築地 昌子 

業務 1課      西村 里美 

業務２課定期係    足立 清孝 

業務２課定期係    早川 光賢 

CS課        横田 邦世 

  

介護老人保健施設      大野 順子 

ハレルヤ園  八尋 やよひ 

ＣＳ課   武藤 智裕 

業務２課  齊藤 俊明 

 

★永年勤続表彰 ３年の皆さん★ 

トーカイ駐車場      鈴木 茂雄 

国立病院機構鈴鹿病院  樋口 知恵美 

国立病院機構鈴鹿病院  石井 八千代 

遠山病院      中島 利行 

トーカイビル      小野 眞弓 

松波総合病院      渡邊 綾子 

名古屋医療情報専門学校  前田 千禾子 

公立陶生病院      小野寺 千絵 

公立陶生病院      今川 智恵 

公立陶生病院      伊藤 順子 

公立陶生病院 

電話交換       河村 美由紀 

花トピア可児      臼田 かおり 

岐阜大学附属病院  神谷 和子 

岐阜大学附属病院  後藤 美智子 

岐阜大学附属病院  近藤 壽男 

岐阜大学附属病院  片桐 篝 

岐阜大学 黒野寮  新井 直子 

トーカイ羽島本部  加藤 香 

 

 

村上記念病院     吉川 和枝 

村上記念病院        木村 千加枝 

村上記念病院        北岡 敏子 

村上記念病院        加藤 深雪 

聖十字病院        宮地 富美子 

旭労災病院        半仁田 武 

岐阜市民病院        加藤 久美子 

岐阜市民病院        小川 和美 

岐阜市民病院        野垣 靖 

岐阜市民病院        松原 廣司 

岐阜市民病院        小川 三枝子 

操外科病院        山田 より子 

可児とうのう病院    柿本 初子 

市立四日市病院     村田 由紀子 

岩倉病院         田添 裕美 

岩倉病院           浅田 京子 

県立多治見病院    有馬 幸恵 

岐阜県総合医療ｾﾝﾀｰ 岩田 洋子 

武内病院         田中 静恵 

 

 

みたき総合病院        南川 美智子 

金森病院        林 眞理子 

尾西記念病院        山副 慶子 

東尾張病院        湯山 みどり 

岩砂病院・岩砂ﾏﾀﾆﾃｨ  中川 陽子 

名古屋医療ｾﾝﾀｰ     山下 元子 

名古屋医療ｾﾝﾀｰ    長島 美智子 

各務原病院        吉田 文江 

各務原病院        小野木 金子 

平竹ｸﾘﾆｯｸ        牧田 広美 

寿和苑                永井 春美 

大門病院        山本 真理子 

河村病院        伊藤 万里子 

ハレルヤ園        手塚 裕美子 

ハレルヤ園        田安 真美 

ハレルヤ園        田中 美智代 

ハレルヤ園        髙橋 ゆみ子 

桑名西医療ｾﾝﾀｰ     坂本 千恵子 

桑名西医療ｾﾝﾀｰ     前野 実             

桑名西医療ｾﾝﾀｰ  矢野 良三 

桑名西医療ｾﾝﾀｰ         無津呂 和子 

桑名西医療ｾﾝﾀｰ         金城 豊子 

桑名西医療ｾﾝﾀｰ         藤野 真造 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜  

設備     武田 実次 

業務 2課          東川 とみ子 

設備課                  熊澤 幹彦 

設備課                  後藤 友宏 

Ａグループ：名古屋医療センター 

Ｂグループ：桑名西医療センター 

Ｃグループ：名古屋医療情報専門学校 

Ｄグループ：タック株式会社  

受賞者の皆様、おめでとうございます！ 

事業所表彰 

〔代表スピーチ〕 

名古屋医療ｾﾝﾀｰ日比野 幹弘さん 

永年勤続表彰 

〔代表スピーチ〕 

藤掛病院 酒井 政子さん 



 

 

 

株式会社ティ・アシストでは、毎年、皆さんが勤務している担当のお客様にアンケートを実施しており、その中で合計ポイントが高く優れた事業

所を感謝の集いの場で表彰しています。事業所の規模や契約している業務内容によって、それぞれの抱えている悩みや課題が大きく異なる為、今

年も昨年と同様に、本表彰に当たっては、事業所をＡからＤまでの４グループに分けて、それぞれに選考を行い、事業所表彰が決定しました。 

受賞された事業所の皆様、おめでとうございます。そして、お客様からの素晴らしいご評価を頂き、心から感謝申し上げます。    社員一同 

【お客様からの声】 

突発的な依頼でも、迅速に対応して

下さるので、とても助かっています。

いつもありがとうございます。 

 

名古屋医療ｾﾝﾀｰ事業所は、平成 22 年 4 月

から業務を開始して以来、6 年間に渡り、

病院で働く医療スタッフとしての意識を

高く持ち、品質・マナーの向上に努め、大

きく会社に貢献しています。その結果、お

客様アンケートにおいて高い評価を頂き

ました。これまでの皆さんの努力・功績に

対し、感謝の意を表します。 

（２６ポイント獲得／３０ポイント） 

【お客様からの声】 

１人で対応していただいていますが、

休む事無くいつもとても一生懸命やっ

てくれています。 

 

タック事業所は、平成 20 年 4 月から業務

を開始し以来、お客様からの細かな要望を

真摯に受け止め、努力・改善を繰り返し、

高い品質を維持し、大きく会社に貢献して

います。その結果、お客様アンケートにお

いて高い評価を頂きました。これまでの努

力・功績に対し、感謝の意を表します。 

３０ポイント獲得／３０ポイント） 

【お客様からの声】 

前の業者さんと比べて、スタッフの

方々の挨拶がしっかりされており、

誰にでも明るく挨拶されている様

子と見た目の清潔感はとても印象

が良いです。 

 

桑名西医療ｾﾝﾀｰ事業所は、平成 25 年 6 月

から業務を開始して以来、3 年間に渡り、

スタッフ一人一人が責任を持って業務に

取り組み、高い品質を維持し、大きく会社

に貢献しています。その結果、お客様アン

ケートにおいて、高い評価を頂きました。

これまでの皆さんの努力・功績に対し、感

謝の意を表します。 

（２６ポイント獲得／３０ポイント） 

受賞者の皆様、おめでとうございます！ 

【お客様からの声】 

いつも細かい汚れまで見つけてお掃除

していただいています。これからも宜

しくお願いします。 

 

名古屋医療情報専門学校事業所は、平成 13

年 4月から業務を開始して以来、常にお客

様目線に立ち、臨機応変な対応を事によっ

て、お客様から多くの感謝の言葉をいただ

き、大きく会社に貢献しています。その結

果、お客様アンケートにおいて高い評価を

頂きました。これまでの皆さんの努力・功

績に対し、感謝の意を表します。 

（３０ポイント獲得／３０ポイント） 



 

 

◆第１部◆ 

事業所紹介 

トーカイ憲章唱和 

社長挨拶 

表彰式 

・永年勤続表彰 

・事業所表彰 

 

◆第２部◆ 

マーチングバンド演奏 

本部員ダンスショー 

本部員クイズ 

ビンゴゲーム 

じゃんけん大会 

集合写真撮影 

閉会の挨拶 

第 10回感謝の集いはいかかでしたでしょうか？多くの従業員の皆様に支えられてい

ることに感謝すると共に、皆様と、とても楽しい時間を過ごすことができたことに嬉

しく思います。ご参加頂きましてありがとうございました！      本部員一同 

本部員ダンスショー 

マーチングバンド Rose Knights 


