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新年明けましておめでとうございます。

皆さま新年あけましておめでとうございます。佐賀営業所の満生です。本
年も何卒よろしくお願い致します。
あっというまに一年が過ぎ 2021 年となりましたが、今年はどんな年にし
たいでしょうか？私は年々引きこもり傾向が強くなってしまっており、昨
年はめっきり外出の機会が減ってしまいました。これではいかん！今年は

社長あいさつ

活動的な一年にするぞ！という気持ちを持ちつつ、家の中でできる事を考
え中です。

今年も力不足ながら精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いします。皆さんの頑張りのおかげで、新年式が迎えられることを心から感謝します。

さて佐賀営業所事務所棟のリノベーションですが、1F の倉庫 + トイレ工事

毎年繰り返しになりますが、今年も何かひとつ目標を立ててください。目標は禁煙でも禁酒でも何でもいいと思います。目標に向かって実行することが

が完了しました。新トイレは事務所棟外階段側にあります。新しいトイレ

大切です。３日坊主でも１００回行えば３００日やったことになります。続けることは難しいですが、やめても、またやり直すことが大切です。

で気分一新し、気持ちを新たに業務に取り組んでいきます！

昨年を振り返ると、とても難しい 1 年でした。新型コロナウイルスの影響で４月、５月は何をしていいのかわからないという気持ちになりました。先
が見えない、辛い状況だったと思います。そのような状況の中で、リモートワークや WEB 会議システムの導入など、やり方を変えて各営業所や荷主様
とつながることができました。With コロナで何ができるか、前向きに捉えることで様々な挑戦をすることができた 1 年でした。
さて、今年の干支は、辛丑（かのと・うし）です。とにかく新しいことを、痛みを伴いながら改革していく年といわれています。では、柳川合同では

お疲れ様です。なにわ営業所の田中です。

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。皆様、正月はどのように過ごされた

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

でしょうか？我が家では、ひたすらに食べて食べて食べまくりでした。

先日、第二倉庫清掃用に新しいスイーパー

いうことです。気づく力は非常に大切です。運転の仕方、積み込みの仕方、会社の中のごみ一つにしても、常にそれが正しいのか正しくないのか客観的

を購入いたしました。

に判断できなければなりません。そして、何事も自分が主となって改善、改革をやっていくことが大事です。我々がやるべき仕事とは、きちんと保管して、

これまでは手押しタイプの人力掃除機でし

きちんと運ぶことを続けていくことだといえます。品質が良いのは絶対条件で、当たり前になってきています。その点を踏まえて、選ばれる会社を目指

たが、今回は電動の搭乗式に進化しており

していきましょう。
また、人として素晴らしいと言われるような集団になっていきましょう。社員である前に、社会人

体重が増えてないか心配ですね。
なにわ営業所では、今月も新しい社員さんの紹介になります。11 月よ
り 4ｔドライバーとして入社した、谷川さんです。今回はその谷川さん
に一言コメントを頂いたので掲載します。
谷川さん：50 歳の新人ドライバーです
が、4ｔドライバーとしてルールを守っ

ます。私も乗ってみましたが思ったより速
度が速く、ハンドル操作が非常に難しい…。

て作業に励みます。

仕事の合間にこっそり練習しようと思いま

正月明け業務ということで、少し体が重

す。

いかもしれませんがしっかり気持ち切り

寒くなりますが元気にお過ごしください。

替えて、新しい年を乗り越えていきま

以上、大刀洗から江口でした。

何をやっていくのか。
今年のテーマとして「気づこう・行動しよう」を掲げました。一言で表すと、「何が正しいか見極める力をもって、気づきながら行動していこう。」と

一、まず自ずから意気を新たにしよう。
二、古き悔恨を棄てよう。

です。社会人である前に人です。人として、社会人として、あるまじき行為がないようにしていかな
ければなりません。当たり前のことを当たり前に続けていくことを、肝に銘じてやっていってほしい

年頭自警

と思います。

四、新たに一善事を発願しよう。

さらに健康について、病気をしないように自己管理に努めてください。皆さんの体は自分だけのも
のではありません。自分の体を大切にして、健やかに過ごしていきましょう。
2021 宣言ポスターできました！

三、決然滞事を一掃しよう。

五、新たに一佳書を読み始めよう。

このような思いで、柳川合同グループは今年も正々堂々と進ん
でいきます。社是、心運、経営理念、に基づいて人間力を高めな

しょう！

がら、一歩一歩進んでいきたいと思います。そして、コロナ禍でも、
皆が同じ方向を向いて一枚岩であったからこそ、乗り切ってこら
れたと思います。今年も全てに感謝しながら、一枚岩で乗り越え

新年明けましておめでとうございます。ウェアハウスビレッジの
中村です。昨年新卒として入社し、先輩方から色々なことを教え
ていただき学びのある一年でした。
今年の抱負は仕事、プライベートのどち
らも充実に欲深く満たせるようにという
意味で「貪欲」にしました。
今年は仕事では目標達成できるように頑
張り、プライベートも満喫できるように
していきたいです。
今年もよろしくお願い致します。

新年あけましておめでとうございます。杉戸営業所の伊藤です。

ていきましょう。

昨年は多くのお客様に支えられながら、また社内でも関東チーム

最後になりますが、来年も健やかに新年が迎えられるよう、今年

だけに限らず社員全体で助け合いながら乗り越えた一年になりま

一年、ともに頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いし

した。今まで経験したことの無いような状況に直面したことも多

ます。

かったですが、一枚岩となって乗り越えることができました。
世情が刻々と変わるなかでも
お互いを助け合い、苦しいと
きこそ笑顔で明るく前向きに
取り組んでいきますので、本
年もどうぞよろしくお願いい
たします！

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㈲

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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転倒災害防止講習

２０２１年 所信表明

今回のキーワードは、
「一仕事、一片付け」です。例えば、

山田 取締役

辻 専務取締役

品質の良い仕事に、いかに付加価値を

2020 年は新型コロナ一色となり、

付けられるかが課題です。一に改善、

生活様式が大きく変化した年でし

二に改善と、常に改善し、改革となる

た。まだ先の読めない状況ですが、

くらい進めていきましょう。

やるべきことを見つける 1 年にし

引き出しを開けっぱなしにしていて、足をぶつけたこと

ゆ
ン
コ
テッ
仲間たち

かいな

くんと

≪第 80 話≫

はありませんか。資料を出してすぐ見終わるから、とそ
のままにしておくと転倒の原因になります。他にも、工
具を出したまま放置、台車を通路に置いたまま放置など
も原因となります。転倒の原因をなくすには、作業環境
づくりが大切です。所定の位置に片付け、リスクがある

ていきましょう。安全安心な作業で、

ものはなくすようにしましょう。そのためにも、キーワー

柳川合同ロジ ( 有 )

良い 1 年だったといえるようにご

則松 取締役社長

協力お願いします。

ドの「一仕事、一片付け」を習慣化していきましょう！

毎年、本を読む、ダイエットすること

を目標としています。会社の目標も残
り 3 か月ありますので、達成できるよ

池田 常務取締役

うに取り組んでいきます。

昨年は、入社 30 年で初めての状況
でした。今やるべきことを確実に

皆様、昨年はありがとうございました。
今年も柳川合同グループを、
何卒ご贔屓によろしくお願いします！

なにわ営業所

やっていきましょう。安全・品質を

するための、適切な作業手順「パワーポ
ジション」。腰痛借金を減らす「これだ

ことを意識して、健康的な身体づくりを

昨年は品質事故が多かったです。原因は対

やっていきましょう。

今回教えていただいたのは、腰痛を予防

け体操」の２つです。
「予防は治療に勝る」

黒田 所長

良くするために、何をすべきか考え、

腰痛予防講習

行っていきます。

話の少なさでした。一人ひとりと向き合っ

パワーポジション

ていきたいと思います。関東と九州の中間
として安全の取り組みに努めていきます。

古賀 取締役

今年は拘束時間の圧縮、風通しの良

（株）関東柳川合同運送

い職場作りをしていきます。個人的

神野 統括所長

には、ダイエットを成功させたいと

今年の抱負は「粘り強く・継続」です。

思います。健康第一にやっていきま

何をするべきか考えて進めて、やると

しょう。

決めたことは継続します。結果を残し

これだけ体操

ていきたいと思います。

チューリッププロジェクト

安全の会話で築く事故ゼロ職場

～４５００本の道～

前回に引き続き、第二弾チューリップを咲かせよ

～みんなで築く最強最優の会社～

うプロジェクトが始動しました！今回はパワー

毎年恒例、プロデキューブの大林様よりご講演いただきました。
安全の土台の上にすべてが成り立っています。まずは確実に安全

アップし、４５００本を植えることになりました！

３日間、毎朝コツコツと植えていき、無事終了です。
あとはきれいな花が咲くのを待つのみです。

を守っていきましょう。そのうえで、品質・効率の問題に向き合っ

< お知らせ >

ていきます。安全じゃないかも…と気づけたら、すぐに行動して
きましょう。誰かひとりだけ、気づ
くのではなく、全員が気づきの意識
をもちましょう。2021 年も最強最
優の会社を目指して、皆が協力して

“１月徹底事項”

シートベルト着用の 徹 底

“２月徹底事項”

指 差 呼 称 の 徹 底

一枚岩になっていきましょう！

◆㈱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

◆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

