
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 (^_^)/

2020.12.15グループ版グループ版 2020.12.15
2020 年 12 月 15 日発行

発行：株式会社　柳川合同

https://ygu.co.jp 第 139 号

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㈲

毎年恒例になりました 30ｋｍウォークを行いました。今回は

なにわの方から黒田所長と谷村さんも参加して頂きました。

間々田駅に集合して宮田さんから道程の確認と注意事項の説明

です。前日に膝にヒアルロン酸を注入した田中主任は今回はサ

ポート役で参加です。各チェックポイントでにこやかにお出迎

えです。今回は皆さん二回目という事でペース配分も出来てス

ムーズに進みました。コロナ禍の中での開催でしたが、密を避

けながら無事に終了することが出来ました。来年は 30km

ウォークの後の社員旅行に行ける事を祈るばかりです。

朝夕冷え込むようになりましたが皆様いかがお過

ごしでしょうか。太刀洗の江口です。

11/3( 火 ) に毎年恒例のいすゞ久留米様による省

エネ講習が開催されました。燃費向上に関するＤ

ＶＤでの座学後、日常点検の仕方や省燃費運転の

方法等、実車を使用しての研修を行っていただき

ました。燃費を考えた運転をすると、安全運転・

事故防止にもつながります。年に 1 度の研修です

が、日ごろの運転を見直す良いきっかけになりま

した！

こんにちは、新谷です。（先月号のつづき）現在リノベーション中の事務

所棟ですが、ついに 2F が完成しました。間取りを変え、OA フロアにし、

広々と開放的な空間になりました。入って正面の壁には合同マークのロ

ゴを、一部の壁には黄色のアクセントクロスを取り入れています。黄色

はコミュニケーションを促す効果があるそうです。また休憩室を畳にし、

より快適な部屋となりました。綺麗な職場環境で気持ちよく作業ができ

ますね。みんなで大切に使っていきましょう。

さてウェアハウスビレッジがスタートしてもう 1 年が過ぎようとしてい

ます。この 1 年は本当にアッという間でした。最初は引越からのスター

トでバタバタしていたことがこの間のように思い出せます。ただこの 1

年は新しいことに挑戦したりと勉強になった 1 年でもありました。来年

はもっとウェアハウスビレッジを大きくしていけるよう頑張っていきま

す。今後ともウェアハウスビレッジをよろしくお願いします。

こんにちは。ウェアハウスビレッジの福山です。

暖かい日が続いたかと思いきや、急に寒くなって

きていよいよ冬の季節がやってきたなと感じてい

ます。個人的には夏より冬が好きなのでちょっと

ワクワクしています。この間は気持ちの良い晴れ

の日があったので洗車も行いました。自分たちで

使うものは大事に扱っていきたいものです。

名前：水口　真一

一言：１０月１日に入社しました、

水口真一と申します。まだまだ不慣

れで右往左往している状態ですが、

優しい先輩方にご指導して頂いてお

ります。微力ながらも皆さんに貢献

出来るように精進していきたいと思

いますので宜しくお願いします。

お疲れ様です。　なにわ営業所の長谷場です。12 月に入り

今年も残り一ケ月となりました、朝は寒く昼から暑く寒暖差

が激しい中、いかがお過ごしでしょうか？私は、朝が寒くて

布団から出れない場面があり、何度か慌てて出勤する機会が

増えヒヤヒヤしています。さて１０月から新しく入社されて

2 か月がたちました、社員さんを紹介します。

これまでも運送業の仕事をされてお

り自分もわからない所があったら優

しく教えてもらっています！

今年も一年ありがとうございました！

　さて、2020 年も終わりを迎えようとしているこの時期、今年一年を振り返る方も多いと思います。皆様にとって、今年はどんな一

年だったでしょうか。柳川合同グループは「プロの仕事をしよう」を合言葉に一年間取り組んでまいりました。今年は新型コロナウイル

スの流行により、社会全体が大きく揺れ動きました。そのような状況でも、恐れず前向きにできることをやっていきました。しかし、残

念ながら交通・労災・品質と３つの事故が発生してしまったことも事実です。人・仕事が増えれば、事故のリスクは高まるでしょう。ひ

とりひとりが「事故を起こさないぞ！」という強い気持ちをもって取り組むことが、いかに大事なことかと痛感します。良かった点は継

続し、改善すべき点は変化を恐れず、どんどん改善し、ともに前進していきましょう。

　最後になりましたが、荷主様はじめ、柳川合同グループに関わる全ての皆様、今年も大変お世話になりました。来年もグループ全体で

一枚岩となり精進いたしますので、本年同様よろしくお願い申し上げます。また、グループ社員の皆様一年間お疲れ様でした。まだまだ

年内の業務もありますし、お休み期間中に出勤される方もいらっしゃると思います。感染予防を忘れずに元気にお過ごしください。

　そして、新年には元気な姿でお会いできることを楽しみにしております。

　早いもので、今年も残すところ半月余りとなりました。これから、各方面への最終便出発に向け荷動きも激しく

なり、年内の業務もいよいよ大詰めとなってまいります。慌ただしくなりますので、年内に完了すべき業務は漏れ

のないよう、また年始も見据えて、今から計画をしっかり立てておきましょう。そして、年末年始はチームワーク

の見せどころです。各部署・各営業所で連携をよく取り、お客様に喜んでいただける仕事を遂行し、全員が「今年

もよかった。」と清々しく一年を締めくくることのできるよう、最後まで気を引き締めて業務に邁進しましょう。

～写真で振り返る２０２０～～写真で振り返る２０２０～

新年式

～202０年スタート～

新年式

～202０年スタート～
ISO新入社員研修～仕事の流れを学びました～ISO新入社員研修～仕事の流れを学びました～マラソン大会！マラソン大会！ 様々な講習を行いました様々な講習を行いました

コロナ感染予防

徹底してます

コロナ感染予防

徹底してます

休憩スペース、喫煙所、

その他設備が増えました

休憩スペース、喫煙所、

その他設備が増えました
安全講習に参加しました安全講習に参加しました

入社式で新しい

メンバーが増えました

入社式で新しい

メンバーが増えました

インターンシップ

　リモートも開催しました

インターンシップ

　リモートも開催しました

こどもミュージアムでトラックに大きく絵が載りましたこどもミュージアムでトラックに大きく絵が載りました
PRトラックを含め

新しいトラックが仲間入り

PRトラックを含め

新しいトラックが仲間入り

1000本チューリップ

を植えました

1000本チューリップ

を植えました

第二弾柳川合同LINE

スタンプ登場

第二弾柳川合同LINE

スタンプ登場
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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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< お知らせ >< お知らせ >

“１2月徹底事項”

“1 月徹底事項”

ピ タット運動の徹底

シートベルト着用の徹底

ピタット運動の徹底

シートベルト着用の徹底

内定式を開催しました内定式を開催しました

11/26（木）本社にて、内

定式を開催しました。来年 4

月より、3 名の方が柳川合同

グループに仲間入りします！

今年も無事、内定式を開催す

ることができて、大変うれし

く思います！

弊社では、内定者の皆さんに「坂の上の雲」を贈ります。今まで

の先輩はちゃんと読んでいるでしょうか？（笑）

さて、式ではお互いに自己紹介を行いますが、内定者の皆さんか

ら緊張が伝わりました。当時は、先輩たちも同じ気持ちを感じて

いたでしょう。良い先輩になれるよう、自分自

身を振り返ってみましょう。内定者の皆さんは、

残りの学生生活を悔いなく過ごしてください

ね！来年の春に皆さんにお会いできることを、

今から楽しみにしています！

社歌動画 YOUTUBE にて公開中！社歌動画 YOUTUBE にて公開中！
やながわ～やながわ～♪と毎朝本社で流れている柳
川合同の社歌が、ついに映像付きで YouTube に
て公開されました！今年 4 月に完成された社歌で
すが、電話の保留音等で聞き覚えのある方もいらっ
しゃるのではないでしょうか？（笑）

▲柳川合同 社歌

　はこちらから

▲柳川合同 社歌

　はこちらから

こちらの動画は、撮影・編集すべて自社で制作しました。素人感
満載ですが、あたたかい目でぜひ見てくださいヽ (^o^) 丿

オフショットオフショット

オフショットオフショット

第二回ソフトボール大会を開催第二回ソフトボール大会を開催

バスケットコートを設置バスケットコートを設置
本社の第二駐車場にバスケットコートが出現！健康増進への取り

組みとして設置しました。バックネットがあるので安心です。さっ

そく利用してもらいました。久しぶりの感覚にコーチの熱が入り、

フォーム指導のもと、シュート練習は続きました・・（笑）

8624：平川さん

安全運転でがんば

ります！

8675：澤村さん

ぶつけないように

安全運転します！

新車を任せてもらうのは初

めてなので、より一層気を

引き締めて、無事故・無違

反でがんばります！

8625：村田さん

～新車がやってきました～～新車がやってきました～

トラック3台仲
間入り！

トラック3台仲
間入り！

社長塾社長塾 テーマ : 習字をしましょう
今回の社長塾は、毎年お馴染みの習字です！皆さんそれぞれ、来年の抱負を書いて

いきました。個人的に、お正月に立てた抱負は2週間後に忘れてしまいがちですが、

皆さんはいかがでしょうか。余談ですが、「抱負」と「目標」は意味合いが少し異なっ

て、「目標」の方がより現実的なゴールや行動を含むとのことです。今までは、気

持ちばかりの宣言をしてきたので、来年は目標を立てて達成していこう、という抱

負を実現させたいと思います。

さて、今回も来年の柳川合同グループのテーマを発表しました。今年は「プロの仕

事をしよう」ですが、来年は何になるでしょうか。テーマの内容は「テッコン君の

ブログ」に掲載しているので、ぜひチェックしてみてくださいね！

～卒業トラック～～卒業トラック～

平成 19年生まれ

走った距離

1,500,925km

平成 16年生まれ

走った距離

910,524km

柳川合同ロジ：1740柳川合同ロジ：1740

柳川合同トランスポート：3451柳川合同トランスポート：3451

長い間
　お疲れ様でした！
長い間
　お疲れ様でした！

11/8（日）チクロスにて、柳川合

同Ａ・Ｂ、ロ ジ テ ッ ク 福 岡 さ ん、

ディーラーさんチームで第二回ソフ

トボール大会を開催しました。昨年

より、練習を積み重ねてきた成果を

お互いにぶつけ合いました。天気も

良く、感染対策も忘れずに行いまし

た。来年も開催できることを楽しみ

にしています！


