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[868] ブルーアイズさんありがとうございます(^^♪  2008年7月18日 21時43分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
今日で、ようやく、今週の仕事が終わりました。 
今週は、入荷が少なく、比較的暇で、国士無双も、仕事あくせくせず、こなすことが出
来き、いつもこんな状況ならいいのにと思うような職場の状態でした。 
明日は待望の公休日なので、この暑さの中、外に出て体力を消耗するのも疲労が残
るので、眠れるだけ寝ていたいと思います。 
 
ところで、ブルーアイズさん、早速、国士無双の質問に答えて下さりありがとうございま
す。 
工業簿記とは、簿記三級（商業簿記）を取得していないと分からないとというのは初め
て知りました。ありがとうございます。 
工業簿記は簿記２級で勉強するのですね。 
簿記三級も大変難しいようなので、その上の簿記二級はこれまた、大変難しそうで
す。 
通信教育で簿記三級の資格を取られたブルーアイズさんには心から敬服致します。 
簿記学校に通うのは時間的に完全無理なので、通信教育で少しでも勉強したいもの
ですが、毎日１時間は勉強しなくてはいけないというのも今の仕事の状況と国士無双
の生活スタイルを考えると、かなり難しそうです。 
とりあえず、簿記がどのようなものなのか知りたいので、入門書でも買って読んでみよ
うと思います。 
ただ、通勤中は、凄い混雑で、国士無双は「I Pod」という携帯音楽プレイヤーで音楽
聴いて、”痛勤”こらえているので、簿記の勉強が通勤中出来るか・・・ 
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とまあ、勉強するのが困難な状況ばかり書き込んでしました・・・ 
 
しかしながら、ブルーアイズさんが、せっかくアドバイスして下さった、貴重な情報なの
で、アドバイス参考に、チャレンジドで、前向きに臨んで行きたいと思います。 
 
のんびり、焦らず、興味本位で簿記の本を読んで、少しずつ勉強していきたいと思い
ます。 
 
ブルーアイズさん、国士無双の拙い質問に答えてくださり、心からお礼します。 
 
今度は７月７日のハローワーク訪問のご様子など教えて頂ければ、嬉しいですが・・・ 
個人の情報ですから、書き込むこと書き込まないことしっかり自己責任で分別しなくて
はいけませんので・・・・ 
 
ではでは、まだまだ、銀杏は楽しい？連休中とは思いますが、良き休日お過ごし下さ
い。 
 
P.S ４連休の原因は職員さんの金沢での研修のようですが、何の研修をするのでしょ
うかね？職員さん側からの情報開示もいい加減、そろそろあっても良いと思います
が・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 

[867] 大してお役に立ちませんが・・・  2008年7月18日 14時28分

ブルーアイズ さん  e-mail 

こんにちは。ブルーアイズです。 
 
今日から銀杏は４連休です。世間の方々が忙しいのに申し訳ないですが 
ブルーアイズはのんびり休まさせていただいています。 
 
ところで昨日国士無双さんの書き込みを読みまして大してお役に立てるかわかりませ
んがお答えします。 
ブルーアイズが勉強して取った資格は簿記三級でいわゆる商業簿記というものです。 
工業簿記は三級の上の資格の簿記二級で勉強します。 
工業簿記はちょっと難しく商業簿記の知識がないとわからないと思います。 
資格をとろうというのでしたら簿記学校に通うのが一番でその次に通信教育ですが 
国士無双さんは忙しくかなり負担になりそうです。（通信の場合少なくとも毎日１時間
はうちで勉強しなければいけません） 
資格をとろうというのではなく簿記の知識だけ得たいということなら 
神田の三省堂や池袋のジュンク堂など大型書店に行くと多分よさそうな本があると思
いますので 
国士無双さんの場合お仕事で忙しく大変そうでおうちで勉強できなければ 
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ご出勤のさい電車で座れるようでしたら本を読んで知識を身につけてみてはいかがで
しょうか。 
またお休みのさいにも１時間ぐらい本を読んでみてはいかかでしょう。 
しかし前にも書きましたが商業簿記がを勉強しておかないと工業簿記もわからないと
思います。 
 
大して役に立たなかったと思いますがブルーアイズでさえできたので 
国士無双さんならできると思いますのでぜひチャレンジしてください。 
 
世間の皆様も今日は花の金曜日ですね。良い週末＆良い連休を。 
 

[866] 中年太りさん、ブルーアイズさん、おめでとうございます！！＆簿記の勉強  
2008年7月17日 21時23分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
先ずは中年太りさん、ご精勤５５０日おめでとうございます。 
３年半かけて、５５０日ご精勤、簡単そうですが、大変なことと存じます。 
ブルーアイズさんではありませんが、大台目指しご無理なさらず頑張って下さい！！ 
通算出勤日数をきちんと計算されていらしゃる中年太りさんの几帳面さにも敬服致し
ます。 
（ちなみに国士無双もきちんと出勤日数と勤務時間、および、万歩計歩数エクセルに
記録してます（・笑・）・・・・万歩計が紛失してしまいましたが・・・・） 
 
ブルーアイズさんも、就労支援移行コースの作業で、１万６千円もの工賃頂けたことお
めでとうございます。 
国士無双は、就労支援移行コースのメンバーの方と携帯でメールしてますが、何か難
しい本のコピーやちょうあい、印刷までされたそうで、大変なご様子推察致します。 
対物職業ポイントの高いブルーアイズさん、能力を最大限発揮されたのではないでし
ょうか？ 
 
話は全く変わりますが、この掲示板に書き込んで良い事なのか判断しかねますが、国
士無双の職場で、工業簿記の知識のある方が必要なようです。 
国士無双の職場は、店舗で買い取った中古商品を入荷し、再商品化して、店舗に出
荷する作業を行っていますが、原価計算や、再商品化過程での経費、利益率などを
算出したいらしいです。 
以前、ブルーアイズさんが、この掲示板で簿記の資格を通信教育でお取りになったと
いう書き込み拝見し、国士無双も少し勉強してみようかなと思い中です。 
ただ、仕事の方が忙しく、勉強する時間が無いのが悔しいです。 
ブルーアイズさん、何か初歩的な簿記入門の勉強の仕方などあればアドバイスしてく
だされば幸いです。 
ではでは、銀杏の方は良い４連休をお過ごし下さい！！ 
国士無双は暑さに負けず、連休中も、仕事の方に精を出します！！ 
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[865] 中年太りさん、おめでとうございます!(^^)! そしてブルーアイズも嬉しい事  
2008年7月17日 19時55分

ブルーアイズ さん  e-mail 

こんばんは。ブルーアイズです。 
 
まずは中年太りさん、通算出勤日数５５０日達成おめでとうございますヽ(^o^)丿 
今までやめたくなったこともあったでしょうがコツコツとやってこられたご努力には頭が
下がります。 
次は６００日とは言わず、７００日、８００日そして大台の１０００日を目指してがんばっ
てください。 
 
ところで今日はブルーアイズもうれしいことがありました。 
それは就労移行支援コースでついこの間やった仕事の工賃が出たことです。 
せいぜい３０００円いけばいいほうだろうと思っていたのですが 
なんと１６，０００円までいきました。 
単純に工賃の金額について喜んでいるわけではなく 
あれだけ苦労してみんなでやった仕事がそれだけ報われたということがうれしいので
す。 
いや～、がんばったかいがあったというものです。 
 
ところで銀杏のほうは明日から４連休です。 
金沢でおこなわれる職員さんの研修ということですが果たして目的は研修だけなのか 
それとも観光も楽しんでくるのが目的なのか？？？ 
おっと、こんなことを書いたらとんだばちが当たりそうです。 
 
それではブルーアイズは明日からの４連休をのんびりと過ごそうと思います。 
何か面白いことがあったら書き込みますのでよろしくお願いします。 
ではでは。

[864] ちょっと（かなり？）嬉しい事  2008年7月17日 17時46分

中年太り さん  e-mail 

お久しぶりです 中年太りです 
 
毎日暑い日が続きますが、皆様お変わりありませんか？ 
 
この暑さの中、まだ梅雨明けしていないとの事でこれで梅雨が明けたら一体どんな暑
さになるのかと変な心配をしている中年太りです。 
 
今日は嬉しい事がありました。 
 
今日で通算出勤日数が５５０日となりました。 
 
中年太りは週に四日しか仕事をしていないのですがちりも積もればなんとやらでここ
まで来ることができました。 
 
明日からは６００日を目指して頑張りたいと思います。 

4/7 ページ銀杏企画三丁目の掲示板

2008/07/25http://www.h3.dion.ne.jp/cgi-bin/ezboard/ichou3/1



 

 

 
皆さんも毎日暑い日が続き大変でしょうがお体ご自愛の上お過ごし下さい。

[863] 送料無料の商品  2008年7月17日 11時14分

漢方中華 さん  e-mail info@kanpoucn.com

勃動力三體牛鞭:www.kanpoucn.com/product.php?id=26&t=noFreight 
威哥王(ウェイカワン):www.kanpoucn.com/product.php?id=5&t=noFreight 
福源春カプセル:www.kanpoucn.com/product.php?id=56&t=noFreight 
シアリス Cialis 100mg:www.kanpoucn.com/product.php?id=12&t=noFreight 
モチベーター（Motivator）:www.kanpoucn.com/product.php?id=74&t=noFreight 
福潤宝カプセル:www.kanpoucn.com/product.php?id=60&t=noFreight 
VP-RX（ビリリティピルズ） 2代目:www.kanpoucn.com/product.php?id=32&t=noFreight 
 
特価製品 
www.kanpoucn.com/products.php?t=price 

[862] 一割負担違憲訴訟  2008年7月16日 21時23分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
最近、めっきり暑いですね。 
国士無双も暑さでちょっとバテ気味です。 
ところで、以前、この掲示板に投稿した、施設利用料1割負担違憲訴訟が本格的に行
われるようです。ネットで、記事見つけたので書き込みます。 
 
障害者自立支援法訴訟：原告障害者は１８人 １０月一斉提訴へ 
 
 障害者自立支援法の「契約制度」による福祉サービス利用料の原則１割負担を巡
り、全国一斉の違憲訴訟を目指す原告弁護団は１５日、提訴を予定する障害者が１８
人に上ることを明らかにした。原告団には１０歳の障害児も参加。同法の国会成立か
ら３年の１０月３１日、各地の地裁で一斉に訴えを起こす方針。 
 
 原告予定者は東京、大阪など７都府県の１８人で、東京都大田区に住む知的障害
の男児（１０）は唯一の児童。男児は６月末に申請した自己負担（月４６００円）の全額
免除を区が棄却したことを不服として、東京都に審査請求している。請求書によると、
障害ゆえに必要な支援に自己負担を課すこと自体、憲法の「法の下の平等」に違反す
ると訴えている。 
 
 訴訟に関する問い合わせは日本障害者協議会（０３・５２８７・２３４６）。【夫彰子】 
 
毎日新聞 2008年7月16日 東京朝刊 
 
自立支援法、いい加減に見直してもらいたいものですが、お役人のお考え如何なり？ 
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[861] パソコンのせいか？はたまた老眼か？？  2008年7月16日 20時7分

ブルーアイズ さん  e-mail 

こんばんは。ブルーアイズです。 
 
ブルーアイズはパソコンを始めて５年以上もたちますが 
このごろパソコンのせいかなんだか目が悪くなってきたように思います。 
日常生活には困らないのですが、ちょっと遠くのものが二重に見えたりかすんで見え
たりして 
目がなんだかしょぼしょぼして涙も出てこれがうわさのドライアイか？？？ 
 
家族のものに話したところ「あ～、お前ももう年だし老眼だよ」とあっさりといわれてしま
いました。 
ブルーアイズは４０代後半に入りもうお年寄りの仲間入りでしょうか。 
 
一度近所の眼科で診てもらってこようかと思います。 
 
ブルーアイズは明日銀杏に行くとあさってから４連休です。 
世間の忙しいビジネスマン、ウーマンの方にはまことに申し訳ないですが 
ゆっくりと休ませてもらおうと思います。 
 
今日も暑かったですが明日も暑くなりそうです。 
みなさん、熱中症には気をつけてがんばってください。それでは。

[860] 第5回 夕食会のお知らせ  2008年7月14日 17時35分

告知人 さん  e-mail 

 
第5回 夕食会のお知らせ 
 
今回のメニュー「素麺料理＆お肉のサラダ」 
 
素麺だと思って侮るなかれ～美味しい料理をご用意いたしております。 
 
●日にち 8月1日(金) 
●時間  16時から準備開始 18時位から食べ始めます 
     ～お手伝い是非お願いします！！～ 
●飲み物 各自持参(アルコール類OK・麦茶はⅠのが飲めます) 
●費用  400円いただきます 
●場所  銀杏企画 2階 
 
締め切り7月28日(月) 厳守 
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パスワード  削除番号    

 
※今回も参加資格は銀杏企画の関係者のみとなります。ご了承下さい。 

[859] 書き込みに際して  2008年7月13日 22時54分

管理人 さん  e-mail 

ブルーアイズさんよりご質問がありましたのでお答え致します。 
 
まず、個人の実名等の記載はどんな理由であれNGです。 
原則、注意事項を厳守していただき一般的な常識の範囲内であれば 
問題は無いと考えています。 
但し、それら書き込みに該当するであろう方々から損害を被るという理由で 
削除の要請があれば・・・投稿を削除するつもりでおります。 
 
しかしながら皆さん、それぞれ個人で常識の範囲が多少違う事とは思います。 
そのような状況で線引きが難しいものに関しては管理人の独断で判断を行い 
対応をさせていただきます。 
 
以前にも書きましたが、この掲示板で何かトラブルが生じた際に責任を 
取るべき立場にあるのは設営を行っている管理人だと思っております。 
ですから場合よって、問題があると思えばその責任において管理を行う義務が 
あると思っています。 
 
「言論の自由」を主張される方もいるかもしれませんが、この掲示板のトップ 
ページには「注意事項を理解し責任を持って掲示板の利用を出来る方は下の 
アイコンをより入室して下さい。」と書いてあります。 
ここではそのルールの範囲内で管理人も含め皆さんの言論の自由が認められて 
います。 
 
ルールが守れない・理解が出来なければのであれば、この掲示板を利用するの 
では無く、他の掲示板等に参加をしていただければすむと思います。 
 
重ね重ねになりますが、注意事項をよく守ってご利用下さい。 
宜しくお願い致します。 
 
 
 

 まえのぺーじ あたらしいぺーじ

868 記事削除
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