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整理整頓と安全・効率的に運用
本社営業所倉庫内のライン引きを行いました。ト
ラック作業駐車スペースの消えかかっていた部分
の再塗装と新たに 1 台分ホームにつけれるよう
にライン引きとスペースの確保をし効率よくでき
る様にしました。フォークリフトも定位置に置く
ように場所を決めました。

ライン再塗装

通路・駐車スペース

新たにトラック接車ライン

皆様こんにちは。なにわ営業所の谷村です。

朝晩冷えるようになってきましたが、

近頃、朝晩冷え込み寒暖差が激しい時期となっておりますので体を冷やさないようにして体調管理してい

皆様いかがお過ごしでしょうか。

きましょう。ストレッチや散歩などの軽い運動をすることで血液の循環が良くなりますので生活の中に取

先 日、資 格 取 得 支 援 制 度 を 利 用 し て、

り入れてみてください。

大刀洗所属ドライバーの芳野さんが大
型トラックの免許を取得されました。9

さて、3 年間なにわ営業所勤務されていた IRL 内藤所長が IRL 様本社へ移動と

月のはじめから仕事終わりにコツコツ

なりました。3 年間お世話になりましたので最後になにわ営業所スタッフと奈良

と自動車学校に通い、10 月末に無事試

の長谷寺へ観光に行きました。私たちが足を運んだ時は綺麗な彼岸花が咲いてお

験に合格、免許を取得されました。

りましたが桜、アジサイ、紅葉など季節によってさまざまな花を楽しむ事ができ

いつもはフワフワとや

る見どころ多彩なお寺でした。
長谷寺の後は日本最古のお寺で有名な大神神社へ行きました。疫病除けや恋愛の
神様など色々な神様が祭られておりました。私は知恵の神様が祭られている神社
でお詣りしましたが神頼みもほどほどに自分でもしっかりと勉強して参ります。
最後はお食事をして終わりましたがすごく濃い 1 日で楽しむ事ができました。

さしい印象の芳野さん。

柳川市とのコラボトラックが完成しました。今年で 8 台目

どのような姿で大型ト

となります。テーマは「柳川の川下り」です。一枚物の写真

ラックを乗り散らかし

とハッシュタグをつかって、SNS 投稿のようなイメージに

てくれるのか楽しみで

仕上げました。柳川の魅力を全国各地に発信していき、この

す ね！以 上、大 刀 洗 か

内藤所長、3 年間なにわ営業所勤務お疲れさまでした。今後ともよろしくお願い

ら江口でした。

致します。

柳川市ＰＲトラックが完成しました

トラックから興味を持っていただければ幸いです。見かけた
らぜひシェアしてくださいね！
車番 ： 8750
担当ドライバー ： 東江さん

こんにちは！佐賀営業所の満生です。
10/1

中秋の名月でした。

～大型平ボディ納車しました～

一言 ： 新車ありがとうございます。

日中でも寒さを感じるようになってきました。

家族以上に大切にしてがんばります！

ウェアハウスビレッジからも

夜ともなると床が冷たく、気が早いですが自宅

東の空にきれいに見れまし

ではヒーターを出しました。体調崩さないよう

た。写真で見るよりも大きく

にしっかり手洗い・うがいと、免疫力高めて健

綺麗に見えました。皆さんも

康に過ごしていきましょう。ちなみに私は黒に

見ましたか？

んにくのサプリを飲んでおります。

上り始めは赤く見えました

佐賀営業所

が、昇っていく段階でどんど

は 1F を事務所として使用していますが、2F

んと白くなり、いつもの月の

を改修して移転予定です。12 月前半に掛けて

色に変化していました。

工事が行われる予定ですが、通常通り営業して

季節の移り変わりを目の当た

おります。どんな仕上がりになるのか、今から

後方扉には子どもトラック

綺麗にラッピングしていただきました。

一言 ： 新車 2 台目を任せていただいたの

りにしたようでした。

楽しみです！

の絵を掲載 (*^_^*)

ありがとうございます！

で、 無事故 ・ 無違反でがんばります！

事務所棟をリフォーム中です！今
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車番 ： 8644
担当ドライバー ： 田中さん

子どもトラック
の絵が入って
います！

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 (^_^)/

2020.11.15

2020.11.15

佐賀・ウェアハウスビレッジ

KYT 研修

安全衛生診断

Y

初心者キャンパー
ちゃん
の
ひとりキャンプ‼

コロナ禍、YouTube のひとりキャンプ『ヒロシのひとりキャ
ンプ』に影響を受け今年５月より計画。毎月キャンプ道具を
少しづつ買い求め、ついにデビューの時が来た。前日からの

10/8（木）中央労働災害防止協会様より

中央労働災害防止協会様より、佐賀営業所とウェアハウスビレッ

KYT（危険予知訓練）の研修をしていた

ジの安全衛生診断を実施していただきました。倉庫を回っていく

雨の影響もなく天気は良好！場所は北山と背振の中間、近く

中で、改善事項をピックアップしていただきました。普段より５

に小川が流れる林間のキャンプ場である。「さーて、一人の

だきました。今回は資料をもとに、チーム
に分かれて危険要因の中から、最も危険な

Ｓ活動を進めていることから、良い箇所も選んでいただきました。

要因を選定しました。そして、その対処方

2020 年 10 月 17 日
佐賀県某キャンプ場

ゆ
ン
コ
テッ
仲間たち

かいな

くんと

≪第 78 話≫

時間を満喫するぞー‼」

外部の方から見ていただくことで見落としていた箇所を認識する

法と目標、呼称内容を設定しました。

ことができました。 安全に作業ができるように、教えていただ

チームでミーティングを進める中で、危険

いた事項をもとに改善を進めていきます。

要因から目標までをより詳細に設定しまし
た。そうすることで、何をするべきかハッ
キリさせることができ、ヒューマンエラー

10 月 17 日（土）PM12:00 チェックイン。
初張りのソロテント。YouTube で張り方を勉強して
木漏れ日が差し込む林間のテントスペースを GET ！ たので、20 分位で組みあがりました。簡単簡単。

防止につながります。今後も KYT を継続
して 3 つの事故（品質・交通・労災）を
防ぐために取り組んでいきます！

九州プロレス

ISO 品質改善に努めています

柳川ば元気にするバン！！

弊社が協賛している九州プロレスが柳川で開催さ

先月実施された ISO サーベイランスを受け、各部署で改善を進

れました。ほとんどの社員はプロレス初観戦でし

めています。品質事故を防ぐためにどのような行動をするべきか

たが、選手登場から引き付けられました。お菓子

を検討しています。作業手順を見える化することで効率化を図っ

を投げたり、頭から噴火したりしている選手がい

ちょっと一息。
お湯を沸かしての
コーヒータイム。

オイルランタンもいい雰
囲気を出してくれます。
焚き火最高！！
自家製ホルモンも美味し
かった。
【作り方】
牛ホルモン 150ｇ、味噌大
２、コチュジャン大１、醤
油大１、砂糖大１、酒大 1、
みりん大１、すりニンニク
小 1、ごま油小１

たり、過去の事例から改善ポイントを見つけたりするなど、地道

て び っ く り し ま し た。気 付 け ば、

に進めています。プロとして良い仕事をするために、できること

あっという間に時間が過ぎていま

からやっていきます。また、ISO 事務局も各部署のサポートを

した。プロレスファンの山田取締
役もノリノリでした！また試合を

しています。各部署が協力して品質改善を行い、選ばれる会社に

見に行きたいです！

なっていきましょう！

奮発してサーロインステーキとやっぱりビール。
至福の一人飯です。その肉を狙う愛犬も一緒です。

AM6 時起床。朝食は
トマトチーズベーコン
エッグサンドとコー
ヒ ー。間 違 い な い で
しょ！

～安全運転講習～
10/25（日）毎年お世話になっている、遠賀自動車学校様にて安全運転講習を実施しました。今回も 20
名参加させていただきました。座学では、健康管理の重要性・運転をする心構えの再確認をしました。実

炎を見てると癒され

車では、日常点検から危険予測確認などを行いました。また、事故体験をしました。今年はあおり運転が

ます。夜が更けると

厳罰化され、より一層安全運転に対する意識が高くなっているかと思います。今回学んだことを忘れずに

さらにいい感じに

運行していきましょう。皆さん一日お疲れ様でした！

なっていきます。早
いですが 21 時には
就寝 ZZZ

AM10 時チェックアウト。来た時よりも美しく。
ゴミは持ち帰りました。初めてにしては段取りもよ
く、リラックス出来ました。次回？も発信します！

< お知らせ >

◆㈱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

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

◆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

“１1 月徹底事項”

安全靴着用の徹底

“１2 月徹底事項”

ピタット運動の徹底

◆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

ご意見、ご感想はこちらより→
E-mail：newspaper@ygu.co.jp

