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柳川合同

第 141 号

〜みやま市 清水寺の風情にふれる旅〜

お疲れ様です。杉戸営業所の伊藤です。
令和 3 年となり早 1 月が過ぎようとしておりますが、いかがお過ごしでしょうか。昨今の世情により去年まで恒例だった年末年始行事も執り行うことが

1/17（日）柳川本社にて 30 ㎞ウォークイベントを開催しました。例年、お客様をご招待してマラソン大会を開催していましたが、今回は社員・ご家族

できず、なんとなく気持ちの切り替えがうまくいっていない方も多いのではないでしょうか。しかし関東チームはピンチをチャンスに変えるべく、「気づ

までとし、総勢 36 名が参加しました。緊急事態宣言中ではありますが、感染予防を徹底して実施しております。それでは、思い出を振り返りましょう！

こう、行動しよう」を合言葉に一丸となって取り組んでおります。配車担当、倉庫担当ともどんなお話しもお受けしますので、ぜひご相談いただければ
幸いです。
さて、現在杉戸倉庫では約 160 坪の空きスペースがございます。国道 4 号線沿いにあり都内まで首都高速利用で 1 時間程度、北関東へも圏央道・東北

社長あいさつ

ラジオ体操

どんどん進んでいくよ★

ベストショット★

道が近隣を通していますので動きやすい立地条件です。40Ｆコンテナの接地も可能で荷役エレベーター（幅 4.5ｍ× 奥行 2.5ｍ× 高さ 2ｍ・3ｔまで対
応可）、屋外フォークリフト（1.5ｔ）、屋内はハンドリフト対応となっております。
また庫内では主に家具やオフィス商品など、リペア事業のご相談も承っております。
どんなお話でも大歓迎ですので、ご興味のある方はぜひ伊藤までご連絡くださいませ。
株式会社柳川合同
345-0036

杉戸営業所

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-14-11

TEL：0480-31-7742

担当：伊藤

道の駅みやま到着

いしまんコンビ☆

足の裏ストレッチ中…

会社が見えたぞ！

一番最初にゴール！

仲良くゴール☆

30 ㎞達成！やったー！

解放感 HAPPY★

お疲れ様です。なにわ営業所の濵田です。1 月に入り 2 度目の
緊急事態宣言が発令し、コロナ患者も高止まりと中々終息へとは
いきませんが、なにわ営業所として、感染予防対策をしっかりと

皆様いかがお過ごしでしょうか。
大刀洗の江口です。
先日当営業所に大型車の新車がやってまい

行っていきます。
さて、1 月より新しく倉庫スタッフの方が入社されましたので紹

りました。これまで中型車や 2ｔ車の新車
の納車はあったのですが、大型は私も初め

介します。
名前：上園
一言

雄也

入社してまだ一か月も経っていませんが

てだったのでこっそり運転席に乗りこみ
色々触ってみて感激しておりました。

覚える事が沢山あって苦戦している日々が続い

担当ドライバーは大型免許取得したての芳

ています。気を引き締めて業務に取り組んで行

野さんです。安全運転・安全作業で頑張っ

きたいと思いますのでよろしくお願い致しま

てください！

皆さんこんにちはウェアハウスビレッジの出口です。

今年の目標は立てましたか？（＾＾）今回は、佐賀営業所のメンバー

毎年恒例のマラソン大会がコロナウイルスの影響で今年は、実施されま

に目標を聞いてみました。

せんでした。今年は皆さんと親睦を深めるべく、社長提案により 30 キ

満生主任：一人前になる

井上さん：家の掃除をする

キングできました。後半の方ではリタイアされる方も

中尾さん：整理整頓

でて、自分も足が痛くリタイアするか悩みましたが、
同じ営業所の後輩の励ましにより、無事完歩すること

野口さん：健康に過ごす

ができすごくいい経験になりました。

私は、洋書にチャレンジする（いつも chapter1 で挫折…苦笑）、足の

まだまだ寒い季節が続きますが体調管理に気を付けて

爪をきれいに生やす（現在、陥入爪を治療中…苦笑）です。健康第一を

いきます。皆さんご安全に。

実感するようになった今日この頃です。よい一年にしましょうね。
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おやつで体力回復★

キングが始まると皆さんと会話しつつ、楽しくウォー

朝の澄んだ空気が

菅さん：キレイな倉庫にする
心地よいです

最初は 30 キロ完歩できるか不安でしたが、いざウォー

…

ロウォーキングが開催となりました。

寒さが身に沁みます

こんにちは、新谷です。2021 年も早一ヶ月が過ぎました。皆さまは

トップを行く

ウォーキングリーダー☆

す。

みなさんお疲れ様でした！
来年は 50 ㎞！？体力づくりに励んでいきます。

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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ISO や柳川合同について、もっと知って

令和 3 年 1 月より、ゴミの処理料金が

もらうため、各部署長が講義を行い、作業

大幅に高騰し、柳川合同でもゴミの削減

現場にて実習を行いました。今回は３名の

に取り組んでいきます。

職員・ドライバーが参加しました。

す。お荷物の量に合わせて 3 つのプランをお

はどのような役割を担っているかを知るこ

ると約 30ｔもの可燃ゴミを排出

とができます。普段関わりのない部署の人

しています。取り組みとして、目

と話をするきっかけにもなっています。整

単身プラン

備場でトラックの構造についても教えても

単身赴任、 一人暮らしの学生さんなどお荷物が

をはじめ、受講希望

ボール、メモ紙などの古紙分別の

される方もぜひ参加

徹底、弁当・カップラーメン容器

してくださいね！

≪第 81 話≫

同ではあなたの引越しを丁寧にサポートしま

ミの量は月間約 2.8ｔ。年間にす

えるので、新入社員

くんと

し業者選びにお困りではありませんか。柳川合

物流という大きなくくりの中で、柳川合同

ずは家庭内ゴミの持込禁止、ダン

かいな

もうすぐ 3 月。引越しシーズン到来で、引越

現在柳川合同で排出される可燃ゴ

標 30％の削減を目指します。ま

ゆ
ン
コ
テッ
仲間たち

引越しコンシェルジュ の柳川合同

ISO 新入社員研修

～ゴミの削減にご協力下さい～

選びいただけます。詳細は、「柳川合同

引越

しコンシェルジュ」で検索してくださいね！

少ない方におすすめ！
標準プラン
なるべくコストをかけずに箱詰めから荷解きまで

の洗浄など、徹底的に取り組みま

自分たちでやりたい !!

しょう。ポイ捨ての罰則は大変厳

お任せプラン

㈱柳川合同

梱包、 箱詰めから荷解きまでお任せしたい !!

０９４４-７４-１１１１

フルハーネス研修

しく 5 年以下の実刑もしくは
1000 万円以下の罰則もしくはそ

高所作業を安全に行うため、とくに平ボディ車の積み込みにはフ

の両方となっています。地球環境

ルハーネスの着用が推奨されています。今回は、フルハーネスの

の面でも一人ひとりの気付きが大

担当：山田

引越しのお見積りは、お電話・WEB よりご相談お待ちしております。

装着方法や点検の仕方を実際に体験しながら学んでいきました。
フルハーネスは上半身と足の付け根に装着しますが、ベルトのゆ

メタセコイヤ

るみは禁物！ベルトがゆるいと墜落したときに距離が長く、衝撃

本社に来てから 1 年たちました。夏は

が大きくなります。つまり、すごく痛いし危ないです！また、レー

あおい葉っぱが茂っていました。高さも

1/26（火）放 送 の

ル部分が変形していないか確認も必要です。自分の身を守るため

１ｍほど大きく成長しています！比較し

KBC ラジオ、川上

に、正しい知識を学ぶことができました。そして、まだ使用した

てみるとわかりやすいですね！どんどん

政行「今日もしゃべ

ことのない人にも安全な作業方法を伝えていきます。

大きくなってほしいです★これからも成

事です。ご協力をお願いします。

すくすく記録

長記録をお届けしていきます！

り好き」に、荒巻社
長、古賀主任が生中

★KBC ラジオに出演★
イメージキャラクター

継で出演しました。

テッコン君の誕生、

柳川合同カレーの日について、その魅力を
お伝えしました！
さて、ここでクイズ！柳川合同イメージマー
クは、赤：前向きな強い気持ち、青：清楚

WEB 1day 仕事体験

な気品を意味していますが、双葉の葉はど

1day 仕事体験がリモートにて今年も開催中です！コロナウイル

のような意味が込められているでしょうか。

としての仕事★物流はもちろんライフラインです。トラックはわ

ありたい」でした。５Ｓ活動やゴミ分別な

興味をもってもらえれ

カレーの日

ばうれしいです！

◆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

2021.2

< お知らせ >

たしたちの暮らしを支えています。学生の皆さんにも物流業界に

どできることから進めていきます！！

◆㈱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

2020.2

ス感染症の流行により、今注目が集まっている「ライフライン」

（ｼﾝｷﾝｸﾞﾀｲﾑ）正解は、
「地球に優しい会社で

“２月徹底事項”

指差呼称の徹底

“３月徹底事項”

アイドリングストップの徹底

◆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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