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梅雨入りしたのは早かったのに例年より雨は降っていないんじゃ

ないかと水不足を懸念している今日この頃。どうも、佐藤です。

４月の終わり頃より本社から宮川さんにリフト作業者として来て

いただいているのですが、先日リフト作業の練習をされていたと

ころを目撃したので１枚パシャリ。

慣れないリフト作業の精度を上げる

ために時間を見つけて練習されてい

るそうです。人知れず努力できるな

んてカッコいい！我々も見習わなけ

ればなりませんね！

こんにちは。佐賀営業所の満生です。あっという間に 6 月を

過ぎ暑い日が続いております。まだまだ体は暑さに慣れていな

い頃と思いますので、夏バテ対策や屋外で作業される方は陽射

し対策、熱中症対策を行って夏を乗り切っていきましょう。

ちなみに私は夏バテ対策としてサプリメントの類を毎日飲んで

おります。効果は今のところよく分からずですが、なんだか目

覚めは良くなったような気がしております。

さて、6 月 22 日佐賀

営業所に新しいフォー

クリフトがやってきま

した。電動カウンター

リフトの 46 号車で

す。音 は 静 か、爪 も

4m50 まで上がるす

ごい奴です。

ディーゼル車と操作感が違うので、スタッフ一同安全運転で大

切に使っていきます。

近々柳川合同カラーに塗装する予定です。お楽しみに (^_-)-☆

お疲れ様です。ウェアハウス

ビレッジ梅崎です。

今年も早めの梅雨がきて、

あっという間に夏を感じる今

日この頃です。職場では台風

対策として、4ｔ分の土を使

い土のう袋を作りました。日

頃、リフト作業を行っている

為、足腰に疲れが溜まりまし

たがなんとか終える事ができ

ました。

水やりや支柱の設置などを一緒に

行い成長を見守っています。綺麗

な花が咲くようにお世話をしたい

と思います。

また、私事ですが、先日子供と一緒に朝顔の種植えを行いまし

た。数日で芽が出てすくすくと成長しています。

皆さんこんにちは。なにわ営業所の濵田です。関西では梅雨も終

わりに近づき、今年も暑い時期が近づいてきました。先ずは健康

第一、熱中症にならない様心がけて行きましょう。

さて、なにわ営業所では、車両の雨漏りや損傷のチェック、携帯

用アルコールチェッカーの動作チェックなど、通常の日常点検と

は別に色々な項目のチェックをドライバー単位で毎週行っていま

す。そして、一人一人が少しの変化にも気付ける力を付け、事故

やミスを事前に防げる環境を作る為、日々改善して行っています。

これらのルールを作る時に私が注意している事は、誰が見ても分

かりやすく理解できる事と、極力負担なく簡単にできる事です！

今後も、より良い環境作りに取り組んで行きますのでよろしくお

願い致します。

杉戸営業所ではご存知と思いますが、エルゴヒューマンテクニカ

ルセンター（椅子の修理）の他に、HUB センターとして倉庫

（450 坪）現在空きスペース 30 坪があり、2ｔ車で関東地区へ

の２次配送を行っています。倉庫としては 40F コンテナも入庫

可能で、庫外は 1．5ｔフォークリフト・庫内には 1ｔハンドリ

フトがあり多少重量物も対応できます。関東地区での配送でお困

りでしたら是非ご相談下さい。

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-14-11

ＴＥＬ　０４８０-３１-７７４２

担当　田中

第５回　テッコントラックデザイン大会　作品発表第５回　テッコントラックデザイン大会　作品発表

がんばって絵をかいてよかったです。ありがとうございます。ドライバーさんが事故を、おこさない

ように描きました。みなさんきをつけてください！
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田中　煌真さん 田中　愛梨さん 芳野　こうたさん

田口　千惺さん 川中　凱極さん 野田　純永さん

古賀　あかりさん 濱田　陽太さん 川下　晴輝さん

大賞

入選作品

トラックデザイン大会の結果をご報告します。今回は 20 作品の

応募をいただきました。審査員も素敵な絵に悩みましたが、さっ

そく大賞から発表していきます！それではどうぞ！
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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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“７月徹底事項”

“８月徹底事項”

シートベルト着用の徹底

指差呼称の徹底

シートベルト着用の徹底

指差呼称の徹底

熱中症予防研修

6/22（火）本社にて、熱中症予防

研修を行いました。毎年この研修を

実施していますが、改めて注意して

いかなければと思います。予防対策

としては、暑熱順化（体が暑さに慣

れること）、水分・塩分補給、日頃

の健康管理が大事です。屋外で作業

される方はもちろん、屋内にいる方

もこまめに水分・塩分をとりましょ

う。各営業所に経口補水液と塩飴を

準備していますので、持っていって

くださいね！また、暑熱順化すると、

低い体温でも汗をかきやすくなり、

皮膚の血流も増えます。その結果、

暑さに対して楽に過ごせるようにな

ります。軽めの運動や湯舟につかっ

て体づくりしていきましょう！

新車が仲間入りしました♪新車が仲間入りしました♪

今年度初の大型ウィング車がやって

きました～！快晴の日にきらめくボ

ディがまぶしいです！後ろには、お

子さんが描いた絵を載せています。

暑い日が続きますので、熱中症に気

を付けて安全運転でお願いします！

8862　古賀さん
新車のきれいな状態を保
てるように安全に運転し
ていきます。

ゴルフ練習場ゴルフ練習場
本社事務所横に、ゴルフ

練習場が完成しました！

ゴルフ大好きメンバー

が、土台からならしてコ

ツコツ作りました。さっ

そくカツンっ！と音が聞

こえてきます。昼休みも

帰り際も誰かしら見かけ

　ます…（笑）仕事のリ

　　　フレッシュもかね

　　　　て、一石二鳥で

　　　　すね！練習を重

　　　ねてゴルフ上達を

　　目指していきます！

Nice 

shot!!

よかばい健康コラム Vol.1よかばい健康コラム Vol.1

田代：健康に関して何か心がけていることはありますか？

辻：昼休みにキャッチボールをするなど運動するように

心がけています。

田代：禁煙をされているとお聞きしました。

禁煙するきっかけは何だったのでしょうか？

辻：健康が気になり始めたからです。

田代：禁煙はどのくらい続いていますか？

辻：ちょうど 1年半続けています。

田代：禁煙を続ける秘訣はなんですか？

辻：誰かと一緒にすることです。石原主任と一緒に始めま

したが、自分だけ辞めてしまう訳にはいかないと思い続け

られています。

田代：最後に何か一言お願いします！

辻：皆さん、運動しましょう！
キャッチボールと

禁煙のパートナーです☆

日頃の業務お疲れ様です。総務部の田代です。今回から少しスペースを頂きまして、健康に関

する情報を発信させて頂くこととなりました。健康に関するインタビューやちょっとしたお役

立ち情報をお伝えしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。

さて今回は「第１回　突撃インタビュー！」ということで、柳川合同　辻専務に簡単な健康に

関するインタビューを行いました。

快くお答え頂きありがとうございました。禁煙を続けると心臓発作や呼吸器感染症のリスクが

低下しスタミナが戻り、1 年禁煙すると肺機能も改善してくるそうです。それでも、続けてい

くことは大変だと聞きます。続けられるということは凄いことだと思います。

　以上「第１回　突撃インタビュー！」でした。

末吉　真幸さん 藤木　琴羽さん 末吉　琴美さん

西久保　あいむさん西久保　あいむさん 西久保　あいむさん

藤木　湊仁さん 松山　由芽さん

丸尾　健太朗さん
素敵な作品たちは、トラックに順次のせていきますのでそちらもお楽しみに！

次回も開催予定です！皆さんのご応募をお待ちしております (^^)


