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今年度も柳川合同手帳が完成しました！毎

年、社員全員に配布されています。皆さん

はもう見ていただけましたか。表紙には、

社長直筆の今年のテーマ「気づこう・行動

しよう」を載せています。手帳の中には、

柳川合同の沿革や理念、計画目標など、様々

な会社の情報がつまっています。自分がど

んな会社で働いているのか、知ることがで

きますよ。また、マナーや点検項目も載っ

ているので、持っていると意外と便利です。

ぜひ見てくださいね！

4/28、柳川合同は創立 6７周年を迎えます。今の柳川合同は、先輩方

の築いてこられた歴史と、現在私たちが積み重ねている日々によるもの

です。この節目を迎えられたことに感謝し、決意新たにしていきます。

日頃より、弊社をご贔屓、ご支援していただいている皆様、誠にありが

とうございます。今後とも柳川合同をよろしくお願い申し上げます。
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「神野統括所長物流技術管理士を取得」

神野統括所長が昨年 10 月から今年 3 月ま

での講習期間を無事に経て、3 月の試験に

みごと合格し、物流技術管理士資格を取得

しました。おめでとうございます！

・本人のコメント　

　時間とお金を使っていただき、

無事に物流技術管理士資格を取得

することができました。この期間

に学びえたことを、日々の業務に

役立てていく所存です。今後とも、

宜しくお願いします。

ぽかぽか陽気が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか。大刀洗

の江口です。

先日、当営業所のトイレ前にコンクリートの土台がつくられていたので

何事かと思っていたらディーゼルエンジンの発電機がやってきました。

停電時でも事務所周辺機器を使用できるようになり安心。

雨雪降りすさぶこの地域ではきっと役に立ってく

れます！東日本大震災から 10 年の節目というこ

ともあり、災害への備えも改めて考えさせられま

した！

皆さまこんにちは。佐賀営業所の満生です。

4 月となりました。年度の変わり目なので卒業、就職などで環境が変わ

られた方も多くいらっしゃる事と思います。新生活、新たな経験などフ

レッシュな気配を感じるとともに、時の流れのはやさを実感する月でも

あります。

最近身体面で時の流れを感じることがありました。腰痛です。

加齢によるものなのか、良くない姿勢の積み重ねなのか、この頃やたら

と腰の痛みがありました。作業後に湿布を貼ったりストレッチをしたり

していましたが一向に改善せず、しゃがみ姿勢から立ち上がる時に危な

い気配を感じました。こいつはイカン！と先日初めて整体というものを

受けてきました。腰痛の原因は様々、その対処法も様々あるようですが、

私の場合整体はかなり好感触でした。うつ伏せ状態で脇腹をつねられた

り、やたらお尻の痛いところをグリグリされたり、背骨からボリボリ音

がしたりで、何をされているのかよく分からずでしたが、お話しながら

施術を受け最終的にスッキリしていました。すごい。飛び込みでしたが

良い体験が出来ました。

新年度という事で、何か新しいことに挑戦して

みるのも良いかもしれませんね ^^

写真を見ていたらその時の記憶も蘇ってき

て、行った気分を味わえた気がしました。グー

グルマップのストリートビュー機能を使う

と、世界中の観光地はもちろん、海の中や宇

宙まで探索できるそうなので、今度バーチャ

ル旅に出かけてみようと思います。

こんにちは。ウェアハウスビレッジの森です。

今年はお花見には行けませんでしたが、通勤時の道路沿いに何カ所か咲

いてくれていたので毎朝通りすがりに見て、楽しみました。

写真は数年前に初めて夜桜を観に行った時のものです。

明るく気さくな方です！以前もドライバーとの事で、経験を活か

して頑張ってください！ 

そして倉庫スタッフで入社の水口貴裕さん。実はこの方は私の兄

です！ 

皆様、お疲れ様です。なにわ営業所の水口です。 昼間は暖かく、

夜は冷え込む日もあったりと 体調管理が難しい時期ではありま

すが皆様はどうお過ごしでしょうか？ さて、なにわ営業所には

新しい仲間が、3 月入社で 2 人やってきましたのでご紹介します。

一言：入社して、まだ１ケ月経って

いませんが、いろいろな種類の商品

を 運んでいるので、事故の無いよ

うに頑張っていきますので、 よろし

くお願いします。 

一言：入社して、まだ１ケ月経って

いませんが、覚える事が沢山あるの

で ルールを守り、気を引き締め頑

張りますので、よろしくお願いしま

す。

 2ｔ4ｔドライバーで入社の大前博之さん

私とは見た目も性格も真逆で物静かな兄ですが、真面目に精一

杯頑張ると思いますのでよろしくお願いします。 

おかげさまで 67周年を迎えます 2021 年度手帳が完成

2021 年度指針
　2020 年度はコロナに始まりコロナに終わった１年でした。コロナについては不明な点が多く事業運営上の判断に迷う毎日でした。緊急事態宣言中は
我が社だけではなく、日本全体がコロナに翻弄されていました。このコロナ禍の状況は現在も今後も続いていきます。ワクチン接種は始まりますが、す
ぐに効果がでてコロナが終息することは考えられません。またコロナの発生で蒸発した飲食・旅行などの需要を取り戻すには数年を要すると予想されて
います。そんな状況下で如何にして運営していくか、衆知を集めて戦っていきたいと思います。
　コロナ禍のなか旅行・飲食が大打撃を受ける中、デジタル化・非対面型のビジネスモデルが急速に進みました。また巣ごもり需要でネットでの買い物
も激増しています。我がグループもコロナに対して悲観的に考えずに、どうしようもできないことは素直に受け入れて、そのなかで前向きに戦っていく
ことを考えていきましょう。コロナに負けずに進む為に大事なことは、デジタル化を進めるなど、技術的には沢山のことが考えられますが、根本的に必
要なことは、働く皆さんの心が同じ想いを持ち、皆さん全員が「一枚岩」になれるかどうかです。昨年度、我がグループがお陰様で無事にコロナ禍を生
きてこられたのも、皆さんが決して他責せずに、心を一枚岩にしてくれたことだと感謝しています。尚一層、今年度はグループ全体が一枚岩となって進
みましょう。
　また、今年度も「社員の人としての成長」の為には惜しみなく投資をしていきます。皆さんの人としての成長イコール会社の成長だとの考えに揺るぎ
はありません。最優と言われるべき人に一歩一歩進みましょう。
　昨年度から製販グループのオニマルもＹＧグループの仲間になっています。企業としての柳川合同グループの社会的な意義、社会的な貢献である、「雇
用を守る、創出すること」は物流グループだけの問題ではなく製販グループも含めたグループ全体で心がけていきます。人が集まれば、情報が集まります、
情報が集まればモノが集まります、そのような好循環の流れをつくる核に小さくても良いのでなっていきます。そのことが地域の貢献・発展につながっ
ていくと思います。このことは普遍的な原理です。
　今年度の言葉は「気づこう、行動しよう」です。物流・製販ともに品質の良さは選ばれる条件ではなく、コンプライアンスとともにエントリーの資格
を持つ絶対条件になっています。高品質な輸送品質を保ちつつ、会社自体を守っていく為には、自社の良いところ、悪いところを正しく判断して客観的
に自覚して、それに対して行動を起こしていくことが必要です。汚い環境で仕事を続けていると、いつの間にか汚いことに気づかなくなります。この状
態が一番危機的な状況です。悪いところに気づかないのは無知であり、気づいて知らんふりをすることは怠慢です。自分のまわり、仕事のやり方、会社
全体の職場環境、仕事のやり方の改善点は無いか、皆が常に自問自答すべき時ではないかと思います。物流グループは御客様に満足してもらえるような
品質の良い輸送の提供を、製販グループは人を笑顔にする食べ物をつくっていきましょう。
　最後になりますが、今まで述べたことが絵に描いた餅にならないように、社員全員が想いを同じくし、同じ方向を向き、一枚岩となり一歩ずつ歩んで
行くことが大切です。一昨年の「一歩進もう。」昨年の「プロの仕事をしよう」を引継ぎながら、物流業においての最強最優の会社を目指して進んでいきます。
「情理」「合理」を併せもちながら、大志をもってのぞみます。お客様が柳川合同を選んでくれたことに感謝の意をもってのぞみます。今年度も、「豊かな会社」
にむかって、一歩ずつ進んでいきましょう。今年度もご安全に！
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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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“４月徹底事項”

“５月徹底事項”

車両美化の徹底

安全靴着用の徹底

車両美化の徹底

安全靴着用の徹底

センター部所属
浅野里奈さん

出身地：柳川市

好きな言葉：行動力

最近ハマっていること：買い物

浅野里奈と申します。周りの方に良い影響を与え

る存在になれるよう、まずは一日でも早くお仕事

に全力で取り組みたいと考えております。至らぬ

点も多々あるかと思いますが、今までの様々な経

験を活かし一生懸命頑張りますので、ご指導の程、

よろしくお願いいたします。

～2021年度入社式～～2021年度入社式～ 今年度も無事入社式を執り行うことができました。さっそく４名の新入社員をご紹介します！

出身地：宮崎

好きな言葉：努力は嘘をつかない

最近ハマっていること：野球観戦

新社会人として緊張と不安でいっぱいですが、皆様

から日々学び、吸収して社会人として、人として成

長できるように頑張っていきたいと思います。まだ

まだ人としても未熟な部分がたくさんあり、皆様に

多大なるご迷惑をおかけするとは思いますがその時

は厳しくご指導の程よろしくお願いします。

運行部所属
山塚楓人さん

出身地：大川市

好きな言葉：笑顔

最近ハマっていること：

韓国ドラマを観ること‼

センター事務として、一早く戦力になれるように、

一日一日努力の積み重ねを大事にしていきます。

先輩方にもたくさん質問していこうと思います。

いたらないところもあると思いますが、ご指導の

ほどよろしくお願いします。

出身地：大牟田市

好きな言葉：為せば成る

最近ハマっていること：

バラエティ番組を見ること

社会人 1 年目でわからないことばかりですが、

1 日でも早く仕事を覚えて会社の戦力になれる

ように頑張りたいと思います。社会人になった

という自覚と責任を持って仕事をしていきま

す。よろしくお願いします。

センター部所属
砥綿麻有さん

総務部所属
田中那奈さん

新入社員紹介では、皆さん緊張している面持ちでしたが、今の先輩

たちも入社した当時は同じ気持ちであったはずです。新入社員の皆

さんは、分からないことは質問して、失敗を恐れず挑戦していきま

しょう！先輩たちは社会人として、一人の人として、信頼できる姿

を見せていきましょう！

今年度、柳川合同グループは 416 名体制となり、気付き・行動を

もって前進してまいります。

一番優しい先輩（？）

とともに頑張ってい

きましょう！！

一番優しい先輩（？）

とともに頑張ってい

きましょう！！

有明海沿岸道路　大川東 IC～大野島 IC開通式有明海沿岸道路　大川東 IC～大野島 IC開通式
メタボリックシンドロームの原因は、内臓脂肪です。男性に多い

症状で、偏った食事（糖や脂質の多いもの）をしていると、内臓

脂肪になりやすいです。職業別の有病率では、運送業・郵送業が

一番多く、高血圧や脂質異常症などの異常値も高い傾向にあると

のこと。重症化すると、命の危険にもつながります。予防対策と

しては、PFC（タンパク質・脂質・炭水化物）バランスの良い

食事と運動をすること！耳が痛い…。日々の積み重ねが大切に

なってきます。筋肉量を増やし、エネルギー消費を効率的に行う

のもおすすめです。太もも、おしりの筋肉を鍛えて、健康的な体

3/14（日）有明海沿岸道路の新区

間、大川東 IC から大野島 IC の開通

式に参加しました。今回の開通によ

り、福岡県内のすべての道路が開通

されました。柳川市 PR トラックと

大川市 PR トラックで、新しい道路

を走り抜けました。

作りを心掛けて

いきましょう！

第二弾として、昨年 12 月に 4000
本のチューリップを植えました。そ
して、3 月中旬より見事に咲きまし
た！色とりどりでキレイに咲いてお
り、通行している方も写真を撮って
いました。また、ドローンを使って
写真や動画を撮影しているので、
Instagramもぜひ見てくださいね！

第二弾として、昨年 12 月に 4000
本のチューリップを植えました。そ
して、3 月中旬より見事に咲きまし
た！色とりどりでキレイに咲いてお
り、通行している方も写真を撮って
いました。また、ドローンを使って
写真や動画を撮影しているので、
Instagramもぜひ見てくださいね！

運転マナーを見直して安全第一！運転マナーを見直して安全第一！
春は新入生、新入社員等新しい環境に身を置
くことの多い季節です。この時期は交通事故
の危険の高まる季節でもあります。
歩行中の死傷者数で最も多
いのが７歳児で、「横断中」
と「下校時」の事故が最も
多いといわれています。体
が小さく車から見えづら
い、友達と離れて一人にな
ることがあります。信号の
ない横断歩道など、安全確
認を行い、注意して運転し
ていきましょうね！

メタボ予防講習


