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季節の変わり目で寒暖差が大きい今日この頃、皆様いかがお過ご

しですか？大刀洗の佐藤です。

先日 4/18( 日 ) に柳川合同ロジ㈲の社員総会を執り行いました。

昨年は緊急事態宣言を受けて中止となってしまいましたが、今年

は細心の注意を払いながら、窓全開で開催しました。講師の矢野

大和様の口演も好評で、口演 CD を購入する方もちらほら。本

当ならば BBQ も行いたかったのですが、今年は見送りとなった

ので高級お弁当を頂きました。来年度以降も毎年開催できるよう

に日々の業務に邁進してまいります。

皆さま、こんにちは。新谷です。初夏の候、いかがお過ごしでしょうか。

さて、佐賀営業所でも、朝礼の前に社歌を流してラジオ体操をするよう

になりました。家具などの商品を取り扱っていると腰を痛めることも多

く（年を重ねると特に…）、作業前の体操やストレッチが大切になってき

ます。ちなみに、ラジオ体操のポイントとしては、リズムに乗って大き

く伸びやかに動くことだそうです。筋肉や関節のストレッチ効果がより

期待できるとのこと。なんとなくやるのではなく、意識してやってみて

はいかがでしょうか。これからもケガのないよう、健康な体づくりに励

んでいきましょう～。

皆さま、こんにちは。ウェアハウスビレッジの中村です。だんだんと暑

くなり夏はまだ先ですが、熱中症にならないよう体調管理に気をつけて

いきたいと思います。

先日ですが長崎に行く機会があり、そこで

遠くからですが初めて海上自衛船を見まし

た。写真はイメージです。1 番大きい海上

自衛船は近くにある建物よりも大きく、迫

力があり驚きました。次は近くで海上自衛

船を見てみたいなと思いました。

皆様、お疲れ様です。なにわ営業所の上園です。

なにわ営業所で社員総会を行いました。2021 年度指針、計画発

表、杉本哲也様ご講演、各賞発表等がありました。

これからのなにわ営業所は「気づこう、行動しよう」に基づいて

品質・交通事故 0 を目標に一丸となり頑張っていきますので宜し

くお願いします。

お疲れ様です。杉戸営業所の伊藤です。過ごしやすい陽気という言葉を耳にするようになりましたが、

個人的に春と秋の概念が無い私は早くも額に汗をかいて過ごしております。いかがお過ごしでしょう

か。先日久しぶりのまとまった雨が降り、倉庫の屋上で異常がないかチェックをしていたところ、な

んとも見事な虹の架け橋が現れました。すぐ童心に返り思わずパノラマでパシャリ。見事な大橋を目

にして心も洗われた次第です。

さて、杉戸営業所の屋上では七色の虹が見えますが、屋内では七

色のチェアをアウトレット販売しております（無理矢理でしょう

か 笑）。メッシュ生地の種類も併せれば十色以上のバリエーショ

ンで取り揃えており、近々特設ページをホームページに掲載予定

です！腰にやさしく、長時間作業をされる方には特におすすめの

チェアです。小休憩もできて疲れにくい、こんなに肥えている私

でもゆったり体を預けられるお椅子をお探しの方はぜひご一報い

ただければ幸いです。それでは今月もご安全に！

オンでも
オフでも
快適～★

オンでも
オフでも
快適～★

昨年度は、新型コロナウイルスの影響により社員総会が中止となりましたが、今年度は感染予防を徹底して開催することができました。

開催に向けてご協力いただいた皆様、ありがとうございます。それでは、役員・部署長による今年の所信表明から見ていきましょう！

●荒巻会長

●荒巻代表取締役

●辻専務取締役

●古賀取締役

●山田取締役

●松藤課長

●小西主任

●福山係長

●満生主任

●樺島取締役社長
会社が順調に成長しているのは、ひとえに皆さんが

頑張っているおかげです。「最強最優」になるために

は、輸送品質の向上が一番だと思います。会社の繁

栄のためにも、3 つの事故をなくしていきましょう。

昨年は先が見えず、社会全体が厳しい状況でした。

コロナ禍を経験したから今がある、といえるように、

良いも悪いことも気づいて、行動に起こしていきま

しょう。今年も一枚岩となり頑張っていきましょう。

昨年度は、交通・労災事故が残念ながら増えてまし

たが、品質事故は減らすことができました。今年度は、

３つの事故を減らし良い会社をつくりましょう。「気

づこう・行動しよう」を大事にしていきましょう。

今年はＴＰ118 台、130 名でスタートしています。

昨年度は、バック事故が多く発生していました。社

内ルールをもう一度見直して、事故を減らしていき

ます。また、健康診断の受診を促していきます。

新規顧客の開拓、グループ全体の物流最適化、未回

収料金ゼロ、燃えるごみの削減を目指していきます。

高い目標ですが、皆さんが一生懸命やっていけば実

現できますので、ご協力をよろしくお願いします。

「全員団結、明るい職場づくり」を目指していきます。

売上面では、量販店をターゲットとした商品開発を

行います。製造面では、５Ｓ活動、商品事故・残業

時間の削減、廃棄物の活用を進めていきます。

テーマとして、「有言実行」を掲げています。ウェア

ハウスビレッジがスタートして１年少し経っていま

す。今年は昨年以上に一歩でも進んでいけるように、

営業所スタッフ一丸となって取り組んでまいります。

「変化に対し、迅速な対応・行動」をテーマとし、倉

庫の保管効率・回転効率の最大化、料金の適正化に

取り組んでいきます。また、ハンディ検品を中心に、

照合確認を徹底して品質事故を防いでいきます。

「チーム一丸となって、プロフェッショナルに」をテー

マにしています。一番の重要事項が品質であるため、

今期は品質事故 50％減を目指します。スタッフの

教育、底上げをし、お客様の信頼を得ていきます。

環境改善、作業者の多能化を目標とし、売上達成を

目指していきます。コロナだったから気づけた、改

善できたといえる１年後にしていきます。気づき、

行動して一枚岩となって頑張っていきましょう。

～柳川合同 ６8 期の社員総会を開催しました～

受付時に、全員検温とアル

コール消毒を行いました。

柳川合同の「イメージ

マーク」と「67」をみ

んなでつくりました★
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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 >

“５月徹底事項”

“６月徹底事項”

安全靴着用の徹底

ヘルメット着用の徹底

安全靴着用の徹底

ヘルメット着用の徹底

創立記念日　記念品＆写真撮影創立記念日　記念品＆写真撮影

こちらの新聞は合同新聞？ではなく、実は山
田取締役の姪っ子さんが、中学生の時に作
られたものです！柳川合同の仕事についてイ
ンタビュー記事と、働くことについて考えたこ
とを載せています。読んでいくと、働くことは
大切で、一生懸命になって挑戦していこうと
いう気持ちが素直に伝わってきます。こんな
にしっかりした内容と読み応えに、合同新聞
編集者として、もっと
頑張らないと、と秘
かに思っています。
提供してくださり、あ
りがとうございます！

柳川合同　仕事研究柳川合同　仕事研究

～受賞者の皆様おめでとうございます！～～受賞者の皆様おめでとうございます！～

社長賞 燃費賞

永年勤続賞
【５年】

龍　洋二さん

芳野　祐一さん

廣松　海さん

古賀　美里さん

近藤　邦弘さん

宇木　祐介さん

宮﨑　弘美さん

田中　倫子さん

椛　麻里絵さん

奥薗　純子さん

大渕　藍さん

宮川　正人さん

龍　しほ美さん

服部　裕也さん

【１５年】

北島　茂さん

貞苅　健次さん

荒巻　哲也さん

【１７年】

荒巻　サキ子さん

中尾　信吾さん

横田　真樹さん

【１９年】

岡本　宗親さん

野口　正吉さん

川下　愛さん

無事故表彰 １５年以上の方を掲載しています。

★古賀　美里さん

★大峰　慎平さん

★吉田　洋さん

★大塚　法雄さん

★塚本　幸隆さん

【１０年】

藤木　武さん

友添　日出男さん

津村　のり子さん

北原　清さん

高田　俊文さん

武藤　雄一さん

松尾　知子さん

松尾　隆さん

井上　恵さん

石橋　麻由子さん

【１５年】

吉田　浩さん

武藤　訓理さん

岡田　和高さん

古賀　照明さん

村田　英彦さん

古賀　琢磨さん

近藤　栄作さん

渕上　千里さん

河野　美由紀さん

【２０年】

黒瀬　晴茂さん

【２５年】

浦　誠司さん

古賀　浩二さん

【３０年】

辻　 登施大さん

青木　徳義さん

【３５年】

岡村　浩二さん

【４５年】

野田　松樹さん

【２０年】

金子　良子さん

田中　倫子さん

坂口　優貴子さん

【２１年】

近藤　栄作さん

【２２年】

江川　和也さん

藤吉　直子さん

梅﨑　知秀さん

【２３年】

河野　哲也さん

山口　孝則さん

【２５年】

與田　昌彦さん

甲斐田　明美さん

【２８年】

梅﨑　和吉さん

【３１年】

古賀　加久美さん

岡　俊子さん

【３２年】

平本　君子さん

古田　多磨美さん

【３９年】

大渕　泉さん

梅﨑　敏子さん

江崎　昌幸さん

高井良　活文さん

下村　公一さん

妻夫木　昭広さん

妻夫木　竜二さん

田中　浩和さん

石橋　勇二さん

田中　義勝さん

松田　直也さん

津村　憲二さん

與田　昌彦さん

川中　貴穂さん

安全安心宣言安全安心宣言

九州プロレス　筑前りょう太様九州プロレス　筑前りょう太様

柳川合同グループ一同、今年度も、

交通・労災・品質事故を起こさない

という決意をし業務にあたっていき

ます。グループを代表して、平川大

班長より安全安心宣言をしていただ

きました！運行時・作業時は、指差呼称を行い、小

さなリスクを減らして、事故ゼロを目指しましょう。

選ばれる会社を皆さんでつくっていきましょう！

毎年、創立記念日に配布しているボールペンが完成しました～！

今までの分もすべてコレクションしている方が多いのではないで

しょうか？？また、創立記念日に何かやってみよう！という急遽

リクエストから、人文字をつくってドローンで撮影してみまし

た！表紙の写真には、わかりやすく「67」と入れていますが、

伝わりますかね（笑）意外と位置の調整が難しかったので、リベ

ンジしたいと思います！ 68 年目も頑張ってまいります！

赤色ツーバージョン！！赤色ツーバージョン！！

～柳川から九州ば元気にするバイ !～

ご講演

社員の元気がでるようなことは？ということ

で、九州プロレスの理事長を務めていらっしゃ

る、筑前りょう太様にご講演いただきました！

筑前さんは、小学生の頃に、タイガーマスクに

憧れて、プロレスラーになりたい！と憧れを持

つように。メキシコで修業を積んで、故郷であ

る九州に帰ってきて、九州プロレスを設立され

ました。お話の中で、「自分にとってどんなに厳

しい環境でも、未来への気づきをくれる。」「僕

は日本の素晴らしさに気づくことができた。僕

がプロレスをすることで故郷に恩返しがした

い。」という言葉に、強さと優し

さを感じました。我々が元気を

いただいたように、社員、お客

様、地域の皆さんに元気を与え

る存在になっていきましょう！


