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柳川合同グループ対抗 ソフトボール大会を開催しました
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9/20、昭代中学校のグラウンドをお借りして「柳川合同」「柳川合同トランスポート」「柳川合同ロジ」「オニマル」のグループ４社
で試合を行いました。この日のために、お昼休みにキャッチボールの練習などしてきました。皆さん気合十分です！

準備体操

選手宣誓

直前まで練習

お疲れ様です。関東柳川合同運送、今期に入り新入社員さんも増えドライバー班をリニューアルしました。関東柳川合同運送も関東 4 拠点、社員数も 55 名となり車両台数も
11 月には 50 台になります。柳川合同らしさ、強みをしっかりと踏襲してグループ一枚岩となっていきます。新体制で今年度後半戦もご安全に！

こんにちは、新谷です。すっかり秋になりましたね。だんだん肌寒くなっ

暑さも和らぎ日ごとに秋の深まりを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

てくるこの季節が私は好きです（毎年言ってる気がする…笑）。今回は、

この度、なにわ営業所では第２倉庫にあるリフトの塗りなおしを行いました。所々、

営業所のスタッフ数名に、秋の印象について聞いてみました。

試合開始！

真剣な表情

オフショット☆

塗装が剥げていたので、写真では少し分かりづらいですが、クリーム色に塗りなお
しました。谷村さんが 1 人でやったということなので、驚きです。あと１台のリフ

S くん：食欲の秋！お芋が食べたいです。紅葉狩りもしたいです。

トも塗りなおしの予定です。リフトは仕事をする上で欠かせないものです。感謝の

Y さん：夕暮れが寂しい。悲しくなる。なんか秋は苦手やん。

気持ちを持ち、今まで以上に大切に使っていきます。
谷村さんのコメント：

N さん：虫の声を聞くと秋を感じるね～。フルーツが食べたい。

ヒット連発

作戦会議★

監督の貫禄
優勝は、

３、４時間の予定でしたが、丸１

オニマルチーム

人それぞれ感じることがありますね。過ごしやすい季節なので、さまざ

日かかりました。途中でペンキが
固くなってきて苦戦しました。次

でした。おめでとう

まなことに挑戦してみるいい機会でもあります。私は芸術（音楽）の秋

ございます！次回の

はもっと上手に、手早くできると

ということで、なかなか上達しないギターをもっと練習したいと思いま

開催まで、練習を続

思います！

す。皆さんもご自身の“○○の秋”を見つけてみてはいかがでしょうか（＾

けていきます！

皆さんお疲れ様でした！

＾）☆彡
Before

After

こんにちは。ウェアハウスビレッジの森です。
先日、突如としてウェアハウスビレッジにツバメの群れが現れました。

ゼロ災でいこうヨシ！

品質 UP 強化月間

朝礼・昼礼時に全員で行っている指差呼称をパ

弊社は ISO に則り、品質向上に取り組んでいます。2，4，8，

ワーアップ！指差呼称隊長の石原主任の掛け声

11 月を品質 UP 強化月間とし、8 月までの集計を行っていま

のもと、正しい方法で指差呼称の訓練を行って

す。8 月品質事故ゼロの部署は、大刀洗則松チーム、トランス

います。例えば、バック事故を防ぐために「後

ポート平田チーム、ウェアハウスビレッジ福山チーム、本社総

方確認ヨシ！」「軒先高さヨシ！」「ゼロ災でい

務・事務チームの 4 部署でし

ツバメたちが見事なチームワークで飛び回っていたので、しばし観覧さ

季節もすっかり秋めいてきましたが、皆様いか

せてもらいました。秋の半ば頃を表す言葉で「ツバメが南へ帰って行く」

がお過ごしでしょうか。大刀洗の江口です。

という意味を持つ「玄鳥去（つばめさる）」という言葉があるそうです。

コロナの影響と暑さであまりできていなかった

無事に南の国へ辿り着くことを願います。

大刀洗ソフトボール部の活動を 9 月より再開し

我が家の周りでも、夜に聞こえていたカエルの鳴

ま し た。相 変 わ ら ず 天 気 が 悪 か っ た で す が、

こうヨシ！」と呼びかけています。

た！品質事故をの発生を防ぐ

き声が鈴虫の声に変わったりと秋の訪れを知らせ

9/20( 日 ) 開催の社内ソフトボール大会に向け

労働災害や品質事

ために、過去の品質事故の記

てくれています。暑さが和らぎ、過ごしやすい季

て練習をしました！結果は 3 位でしたが、前回

故を発生させない

録を振り返っています。原因

節になってきましたが、季節の変わり目で体調を

の開催以降野球経験者の方が多く入社されてパ

ために、訓練を継

から是正処置までを確認し、

崩しやすい時期でもあるかと思いますので、皆様

ワーアップしておりますので次の大会では優勝

続していきます！

品質事故ゼロを目指して取り

もお体に気を付けてお過ごしください。

目指して頑張ります！

柳川合同グループ : ㈱柳川合同／㈱関東柳川合同運送／㈱柳川合同トランスポート／柳川合同ロジ㈲／ハーティーカンパニー㈲

組みを続けてまいります。

メールマガジン・社長ブログ・Facebook 更新中！よろしければＨＰより、是非ご覧ください (^_^)/
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子どもトラックデザイン大会

表彰式

ゴルフコンペ

くんと

柳川合同本社と関東柳川合同運送より 1 名ずつ選ばれたため、それぞれ表彰式を開催しました。
＜柳川合同本社＞

ゆ
ン
コ
テッ
仲間たち

かいな

第 4 回子どもトラックデザイン大会の大賞の表彰式を行いました。ご応募いただいた作品の中から大賞 2 名が選ばれました。今回は、
＜関東柳川合同運送＞

≪第 77 話≫

季節は秋になり、涼しさから少し寒さ
も感じるようになりました。そんな秋
と言えば、スポーツの秋！体を動かす
のにちょうどよい季節です。ソフト
ボール大会を開催しましたが、社内人
気はやっぱりゴルフです。先日、社内
ゴルフコンペを行いました。健康のた
めにも、適度な運動を心がけていきま
しょう。

休憩スペースできました

あいにくの天候でしたが喜んでいただけて良かったです (*^^*)

新たに休憩スペースが設置されま

皆さんの町の近くを通った際はぜひご覧ください。

した。喫煙室の前にテーブルとイ
ス、屋根付きなので小雨ぐらいな

１０/9 は「トラックの日」

らヘッチャラです。他にも、トイ

柳川市とのコラボトラック
全 7 台をご紹介！

リスクアセスメント研修 実践

レが増設されたり、健康器具が設

リスクアセスメントを実際の現場で行いまし

置されたりしています！昼休みな

た。講師の方に指導していただき、まずは現

ど、ぜひ活用してみてはいかがで

場でリスクの見積りを行いました。それぞれ

しょうか。

リスクがある箇所をピックアップし、写真に

①さげもん祭り (2013)

②北原白秋 (2014)

編集者のつぶやき：中秋の名月

おさめて共有しました。チームで話し合いを
行い、リスクに対する認識や対処方法など、

今年の 10/1 は中秋の名月でした。皆様はお月見されましたか。気温もちょうど良かったので、

個々の意見をすり合わせて考えることができ

月を見ながら散歩しました。翌日が満月だったのでスマホカメラで月の写真を撮りました。
数枚撮影したのですが、肉眼で見る綺麗さには及びませんで

ました。今回、リスクアセスメントを実践的

した。スマホカメラではどうしてぼやけてしまうのか。気に

に行うことで、リスクアセスメントの意義を

③立花宗茂 (2015)

④水郷柳川 (2016)

なったので調べてみると、夜空の中で月だけが明るすぎて強

より深く理解することができました。

い光としか捉えられないからだそうです。それでも最近は、
専用アプリやスマホ用の望遠レンズなど発売されていて、ス

運行管理者試験

合格

柳川合同では全社員の運行管理者試験の合格を目標としています。

マホでも綺麗に撮影できる技術があるようです。今度の満月
は、少し試してみようと思う今日この頃です。

今回 8 月に行われた試験では、4 名の方が合格されました。

⑤立花宗茂 (2017)

⑦水郷柳川 (2019)
◆㈱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

⑥柳川の四季 (2018)

・国家試験で難しかったです。実務から一般常識まで広く浅く勉強し
ました。（Y さん）

しながら運行していま

・過去問をたくさん解いて勉強しました。難しかったです。（O さん）

す！本日も元気に明るく

・3 回目にしてやっと合格しました。これからも勉強を続けていきま

ご安全に！

す。（O さん）

◆佐賀営業所
佐賀県佐賀市諸富町徳富 691-1
℡０９５２－３４－８７６７

< お知らせ >

・運行管理の知識がなかったので過去問を必死に解きました。
（K さん）

柳川市を全国にアピール

◆ウェアハウスビレッジ
福岡県柳川市西蒲地 1412-1
℡０９４４－８５－０８７５

◆なにわ営業所
大阪府東大阪市中石切町 6-4-3
℡０７２－９８５－９０５５

◆関東営業所
埼玉県吉川市大字上内川 903-1
℡０４８－９９３－３７０７

△月がオレンジ色でした

“１０月徹底事項”

アイドリングストップ運 動

“１１月徹底事項”

安全靴着用の徹底

◆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

◆湘南営業所
神奈川県平塚市横内 920-3
℡０４６－３７９－５６６５

◆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
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