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お疲れ様です。湘南営業所の大峰です。

私事ですが、お盆明けから神奈川の方に引っ越してきて、晴れて湘南ボー

イになりました。

湘南といえば海というイメージがあったため、海で水着を着ても恥ずか

しくないよう、日々肉体改造に励んでおります。筋トレは自宅でもでき

るため、コロナ自粛期間中でやることがないという人におすすめです。

ぜひ皆さんも自宅で筋トレをして、快適な自粛生活を過ごされてみては

いかがでしょうか。私のトレーニングの成果は次回の担当の際に報告さ

せて頂きます。お楽しみに。

まだまだ暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

大刀洗の江口です。

お盆休みを前に、毎年恒例の大掃除を行いま

した。午前中は雨、午後からは日照りと全身

水浸しになりながらシャッターや窓、事務所

内の掃除を行いました。

ドライバーの皆さんにも手伝ってもらい一日

でスッキリ。

毎度のことですが日々の掃除も大事だなと感

じました…

どうもこんにちは。佐賀営業所の満生です。

この度私は 31 歳になりました。心は未だに少年のままであるため、過

ぎ去る時間の早さに驚いております。

何か話題はないかと、試しに 31 歳で検索すると結婚、婚活、独身など

のワードが散見されますが、それはさておき。

『壮年期 : 社会的に重責を担う働き盛りの時期である。概ね生産年齢人口

に属する年齢層のうち中盤から後半にかけての年齢層に相当する。

(wikipedia)』

定義は様々あるようですが、どうやら私は壮

年期に当たる年齢のようです。一生懸命に働

くとともに、この 1 年間はもう少し外に出

る機会を増やす 1 年間にしていきます。外

見ばかりシワシワしてきていますが、しっか

り中身のある人間になりたいものです。

秋の訪れというにはまだまだ暑い日が続いて

おります。油断せずに、直射日光を避けて過

ごしていきましょう。

皆さん、こんにちは。ウェアハウスビレッジの出口です。

柳川合同に 4 月に入った新入社員が 1 人ウェアハウスビレッジ

に所属になり、初めての後輩ができました。

暑い夏が続いておりますが体調に気を付けて安全第一で頑張って

いきます！

今までは自分が先輩の方々か

ら仕事を色々教えて頂いてい

ましたが、後輩ができ次は自

分が教える立場となりまし

た。自分が先輩とかなんだか

似合いませんが、後輩の前で

いい先輩になれるように後輩

への指導をしつつ改めて自分

も再確認し作業を行っていき

ます。

皆さま、お疲れ様です。残暑厳しい中いかがお過ごしでしょうか？

私は、コロナ予防と熱中症予防の両立に悩まされる今日この頃で

す。が、まずは熱中症にならない様にする事が一番と思います！

さて、7 月より入社されて 2 か月が立ち、一人立ちされたドラ

イバーさんを紹介いたします。

実は、超ベテランドライバー、8 年のブランクがあるとは言え、

指導するこちらが、感心してしまうほどの、さすがと言った運転

でした！

名前：中野健一

一言：入社して 2 か月が立

ちました。添乗指導では、と

ても分かりやすい指導をして

頂きありがとうございまし

た。これからも、もっと色々

な得意先を覚えて、邁進して

行きたいと思います！

第4回　テッコントラックデザイン大会第4回　テッコントラックデザイン大会

大賞

入選作品

中村　ゆあさん

田口　千尋さん

田中　曖梨さん

末吉　真幸さん

松山　由芽さん

末吉　琴美さん

古賀　あかりさん

森　郷平さん

溝上　瑠さん

田中　こうまさん

田中　佐空さん

末吉　来実さん

裏面に続く→

前回に続き、第 4 回トラックデザイン大会を開催しました。たくさんのご応

募ありがとうございました。大賞作品は、今月納車のトラックに掲載します。

来月の新聞でお伝えしますので楽しみにお待ちください！入選作品も、今後

納車されるトラックに順次掲載されます。

「大賞をとれたと聞いてびっくりしました。すごくうれしい
です。ぼくの絵が描かれたトラックが走るところを見てみた
いし、ぼくもトラックに乗れたらいいなと思いました。」

「ありあけ海の生きものを、みんなに知ってほしい
と思ったので描きました。」
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◆佐賀営業所

　佐賀県佐賀市諸富町徳富 691-1

　　℡０９５２－３４－８７６７　

◆なにわ営業所

  大阪府東大阪市中石切町 6-4-3

    ℡０７２－９８５－９０５５

◆県央営業所／柳川合同ロジ (有 )

  福岡県三井郡大刀洗町高樋 1706-2

   ℡０９４２－７７－５７００

ご意見、ご感想はこちらより→
◆㈱柳川合同／㈱柳川合同トランスポート

　福岡県柳川市西浜武 475-2   

 　℡０９４４－７４－１１１１

◆杉戸物流センター

  埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-14-11

   ℡０４８０－３１－７７４２　

◆関東営業所

  埼玉県吉川市大字上内川 903-1

   ℡０４８－９９３－３７０７

◆湘南営業所

  神奈川県平塚市横内 920-3

   ℡０４６－３７９－５６６５ E-mail：newspaper@ygu.co.jp
◆ウェアハウスビレッジ

  福岡県柳川市西蒲地 1412-1

    ℡０９４４－８５－０８７５　
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“９月徹底事項”

“１０月徹底事項”

ピタット運動の徹底

アイドリングストップの徹底

ピタット運動の徹底

アイドリングストップの徹底
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どこかで見たことあるようなタイトルは
さておき…。実は柳川合同には、知られ
ざる秘密（？）があります。今回はその
一部をご紹介したいと思います。しから
れないように覚えてくださいね！（笑）

社長の幼少時代のあだ名です。山田取締
役が描いた似顔絵をもとに、マスコット
キャラクターが誕生しました。

家具産地の大川辺りでは、昔、家具輸送
のトラックをわかりやすくするため、オ
レンジ色の線を入れてデザインを統一し
ていたそうです。 柳川合同のトラック
は、今でもその名残で同じデザインを使
用しています。

○テッコン君の名前の由来は…○テッコン君の名前の由来は…
○柳川合同のトラックの
デザインの理由は…
○柳川合同のトラックの
デザインの理由は…

ちなみに、上の方にあるテッコ
ン君は山田取締役がデザインし
た、LINEスタンプです！

パワハラ防止講習パワハラ防止講習

ある日、事務所の前に大きなタ

ンクを積んだトラックが停まっ

ていました。近くで見ると迫力

満点です。素人の私は、どうやっ

て積み込んだのか気になり、配

車担当の椛島部長に作業現場に

連れて行ってもらました。

柳川合同 平ボディー車柳川合同 平ボディー車の魅力に迫る！！何でも
運びます！

低床大型平ボディー ４ｔ平ボディー ２ｔ平ボディー

「平ボディーは技術が必要やけんね」と、フォークリフトで積込をしているところや

シート掛けをしているところを撮影させていただきました。そこには暑さの中、着々

と仕事を行うプロの姿がありました。今回取材させていただいた内容は、ホームペー

ジにも掲載しています。また、ドライバーさんの作業風景やインタビュー動画も掲載

します。よろしければ、ぜひご覧ください！

何でも運びます！の柳川合同 平ボディー車は、　 　　　　　　までお待ちしています！何でも運びます！の柳川合同 平ボディー車は、　 　　　　　　までお待ちしています！配車担当 椛島配車担当 椛島

腰痛・肩こり予防講習腰痛・肩こり予防講習

待鳥　賢太朗さん

山口　紗也加さん

新谷　翔さん古賀　日々輝さん

西村　愛梨さん

山口　由梨香さん西村　龍人さん待鳥　宏太朗さん

たくさんの応募ありがとうござ
いました！

　テッコン君も喜んでます (*
^_^*)

　　次回の開催もお楽しみに！

たくさんの応募ありがとうござ
いました！

　テッコン君も喜んでます (*
^_^*)

　　次回の開催もお楽しみに！

Thank you!!Thank you!!

長田病院様より、肩こり・腰痛予防について講習をしていただき

ました。肩こり、腰痛になる原因は、はっきりとは判明していな

いのですが、長時間同じ姿勢でいることや、身体の疲労であると

のことです。事務作業をされている方やドライバーさんに症状が

多いのも納得ですね。また、肩こりは筋肉量が少ない女性に多い

症状で、腰痛は筋肉量が多く負荷に耐えることができる男性に多

い症状とのことです。

予防のためには、長時間同じ姿勢にならないように、良い姿勢で

過ごすことが大切です。また日常生活から、朝のラジオ体操やお

8/20（木）パワハラについて、研修を行いま

した。パワハラは、それを受けた人だけでなく、

周囲の人、企業にとっても悪影響を及ぼします。

口から出てしまった言葉や行動が、パ

ワハラにならないよう気を付けなけれ

ばいけません。「俺たちの時代は当た

り前」「昔はこうだった」は、今の社

会では NG です。

まずは、コミュニケーションをはかり、

信頼関係を築くことが大切です。また

パワハラを受けないためにも、適切な

対応を心がけましょう。上司も部下も、

相手の心を尊重する姿勢をもち、働き

やすい職場をつくっていきましょう。

そして今回は、WEB 会議システ

ムを使って、なにわ営業所、佐賀

営業所も研修に参加しました。遠

隔地でも、良い機会を設けること

ができました。今後も WEB 参加

を積極的に進めていきます！

風呂上がりのストレッチ等、軽い運

動・柔軟体操もオススメです。

健康は財産です。仕事もプライベー

トも充実させるために、予防に取り

組んでいきましょう！


