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仕事や家事や育児に追われる毎日です
が、ひとつひとつの作業や工程を大切に
しています。
雑にしない。面倒に思わない。何事も愛
着を持てば楽しくこなせるので、周りの
人に感謝の気持ちを
忘れずに、まずは好
きになってみることを
心がけています。

仕事時間。プライベート時間。の切り替
えをしっかりするように心掛けています。
ダラダラと長時間仕事しがちでしたが、
頭をスッキリさせるにはプライベートの
時間を楽しむのも大切だと実感していま
す。世間で流行りのサウナ→水風呂→休
憩を３～４回繰り返して
頭も心も「整いました！」
は是非おすすめです。

道路にセンターラインがないとうまく運転
ができないように、人は「仕切り」の有無
に大きく左右されるもの。グリッド（方眼）
線入りの天空ノートに、事実（板書）・解
釈（気づき）・行動（要約）、この３つの仕
切りを加えてあげるだけで、思考を整理し
ながら実際のアウトプットにつながる使い
方ができるようになると思います。
｠だから・・・天空ノートは貴重。
欲しい人ぜひ。(^-^)

タスク管理は Google todo リストを使
用したり、自分宛にタイマーをかけてメー
ル送ったりして備忘録を徹底しています。
基本、自分を信用していません（笑）
また、外出先でも遠隔
操作でいつでも会社の
PCに接続し、可能な
限り早い対応を心がけ
ています。

午後の仕事はどうしても眠くなること
が多い。そこで仕事中の眠気対策にお
勧めなのが”短時間のお昼寝”。午後
の仕事効率アップや作業ミスの減少に
つながります。
私も昼休みに15分～
20分ほど思い切って
寝てます（笑）
良かったら是非。
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掲載店舗情報大募集！！

ご依頼から掲載方法まで
店舗・会社経営の皆様必見！！

★ホッシー君ひまわり観察日記

★天空メンバーに聞いた「私の仕事術」

仕事の生産性やモチベーショ
ン更には人生を豊かにする為
に心掛けているライフハック
（仕事術）を天空メンバーに聞
いてみたので一部紹介します。
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ひまわりの生命力ってすごいね！ひまわりの生命力ってすごいね！



緑区・近郊エリアの皆様のコミュニティサイト！
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。おかげさまで30店舗掲載達成しました！！おかげさまで30店舗掲載達成しました！！

どんなお店が載ってるの？ 飲食以外のお店も載せられるの？

▲最新記事をご確認ください！

記事が完成すると、みどり区び
よりホームページへ反映され
ます。およそ２営業日にて掲
載が目安です。記事をご確認
頂き、修正点ありましたらご連
絡ください。

3.掲載開始2.原稿作成1.お申し込み

TOPページを
リニューアル
しました！

TOPページを
リニューアル
しました！

お店情報以外でどんな募集ができるの？

Q.掲載にお金はかかるの？

Q.お店以外の情報は掲載できるの？

掲載はすべて無料です。
期間や掲載方法によって課金の
必要もございません。

はい、可能です。
求人情報・子育て情報・イベント情報
なども今後発信していきます。

Q.1Q.1

テイクアウトテイクアウト 宅　配宅　配

Q.２Q.２ Q.3Q.3

A.A. A.A. A.A.

例えばこんなお店情報 例えばこんなお店情報

例えばこんなお店情報 例えばこんなお店情報

天空広告は創業19 年、設立14 年目
の会社。小規模でありながらも、お客
様に支えられながら、この緑区という
　場所で成長してきました。この地で育った
　　会社だからこそ地域に対する恩返しを
　　　したい。そんな想いから生まれた、
　　　まだまだ駆け出し中の
         コミュニティサイトです。
         応援よろしくお願い致します。 

掲載店舗情報
大募集！！
掲載店舗情報
大募集！！
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▼HPはこのバナーから

「みどり区びより
掲載希望」の
旨をお知らせ
ください。

反響報
告を頂
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テイクアウトや
宅配可能なお店情報
続々紹介中！
コロナ自粛中の
お持ち帰り限定
メニューなども！？

掲載ご希望頂いた情報を弊
社で確認した上で、原稿を作
成し掲載します。
※弊社にて原稿作成のため、
全てのご要望にはお応え致し
かねます。

掲載ご希望頂いた情報を弊
社で確認した上で、原稿を作
成し掲載します。
※弊社にて原稿作成のため、
全てのご要望にはお応え致し
かねます。

焼肉 美容室カレー ラーメンうどん

居酒屋 和食洋菓子 パンとんかつ

うなぎ料理喫茶店お弁当カフェたこやき

イタリアンレストラン

食料品（スーパー）・家具・お酒・本・文房具
アウトドア・スポーツ用品・ゲーム・玩具
インテリア・雑貨・花屋・リサイクルショップ

マッサージ・リラクゼーション・美容院
理容院・コスメ・エステ・整体・接骨院
ネイルサロン

学習塾・スポーツクラブ・ジム・英会話
パソコン教室・バレエ・スイミング
書道教室・アートスクール

公園・観光地・ゲームセンター・映画館
美術館・温泉・スパ・カラオケ
スポーツ施設

飲食店以外にも
ショッピングできる
お店を知りたい。

習い事を家の近くで
はじめたい。

子供と遊びに行ける
場所やデートできる
場所を知りたい。

美容や健康で
自分磨きをもっと
できる場所ないかな

掲載店舗情報募集中!!掲載店舗情報募集中!!もちろん掲載可能！
こんなジャンル↓のお店情報の

是非ご紹介ください！是非ご紹介ください！
オーナーさんや店長さんからの直接のご連絡はもちろん、ご友人やご家族、知人の方で上記ジャンルのお店がございましたらオーナーさんや店長さんからの直接のご連絡はもちろん、ご友人やご家族、知人の方で上記ジャンルのお店がございましたら

掲載希望はコチラまで

うれし
い！！

とても嬉しいですね！
こうゆう反響がぼくの原動力です。
今後も皆様に役立つ情報を発信して
いきます！
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情報を入手！

掲載申込方法・掲載までの流れ みどり区びよりに関するQ&A

ショッピング情報 美容・リラクゼーション情報

スクール・趣味の情報 アミューズメント・イベント情報
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緑区・近郊で働けるひとを探したい

採用コストをあまり掛けられない

求人募集してるけどなかなか応募がない

正社員・アルバイト・パートで
期間限定で求人募集をしたい

実際の商品やお店のスタッフさん、

外観内観などを写真でご紹介。

画像は最大3枚まで掲載可能です。

画像データと必要情報をご支給くださいませ。

実際の商品やお店のスタッフさん、

外観内観などを写真でご紹介。

画像は最大3枚まで掲載可能です。

画像データと必要情報をご支給くださいませ。

上記チェックがひとつでも該当した店舗さん。
そして採用をお考えの企業さんも掲載できます。
ぜひお問合せください！

今後強化していく

が求人情報求人情報

お気軽に

お問い合わ
せ

下さい。

掲載可能！！

Q.天空さんにとってどんなメリットが？

一緒に緑区を
盛り上げましょう！！

恩返し＆恩送りです。
みどり区びよりを通じて地域
活性の一助になれることや、
地元のお店さんとの繋がり
から制作依頼やご縁を
　頂けると嬉しい
　　　　　　です。

みなさま
と

ご縁が
あれば

嬉しいで
す・・・


