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お疲れ様です。杉戸営業所の伊藤です。オリンピックはやはりワクワ
クしましたね。もはや見る影も無いですが私もサッカー経験者として、
チームスポーツの素晴らしさはこんな体になっても身に染みています。
一丸となって結果を出したときの達成感、仕事においてもなんら変わ
りはありませんので、チーム全体で取り組み今後も邁進してまいりま
す。
さて、そんな関東チームに 5 月から入社されているニューフェイスを
ご紹介します。ドライバー入社ですが現在は杉戸の庫内作業を頑張っ
てくれている豊田大樹さん（20 ！）です。どんどん作業も覚えてもらっ
ています！それでは一言どうぞ。
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「入社して 3 ヶ月が経ち、自分はまだまだ
未熟で学ぶことがたくさんありますが、先
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で業務を進めて参ります！
右 ヨ シ！左 ヨ シ！前 方 ヨ シ！

4 月に入社されてから、
2 か月の同乗指導を経て 6 月より独立ちされました。

8 月もご安全に！！

若い力で大刀洗をバリバリ引っ張って行って頂きたいですね！
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ISO 新入社員現場研修を行いました

よかばい健康コラム Vol.2

トラック・ドライバーコンテストに参加しました

ISO の取り組みや柳川合同について知っ

7/18（日）、令和３年度ドライバーコンテスト福岡県大会が開

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

てもらうため、新入社員研修を行いまし

催されました。柳川合同からは、中島大輔さんと中島大士さんが

する情報を発信させて頂いています。どうぞお付き合いください。

出場されました。全日本トラック協会が主催しているトラック・

今回は「第 2 回 突撃インタビュー！」と題しまして、柳川合同トランスポートの平田課長に
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容としては、学科試験と実技試験があります。学科試験は、安全

田代：健康に関して何か心がけていることはありますか？

小西主任より、各センターの紹介、保管
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簡単な健康に関するインタビューを行いました。

物流について、また５Ｓ活動について講
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平田：4~5 年前に辞めました。
田代：辞めたきっかけは何だったのでしょうか？
平田：突如思い立って、勢いで辞めました。
田代：禁煙するために苦労したことはありますか？

このような項目があると知り、毎日の積み重ね

平田：1 週間我慢したら、案外苦労せず辞めることができました。

が大切だなと感じました。今回は惜しくも入賞

田代：普段から運動はされますか？

を逃してしまいましたが、次回もまた出場して

平田：特に意識してはしていません。しいて言うならスケボー

ほしいですね！

とか面白そうだなと思っています。
田代：ストレス解消法について教えてください

とのつながりをこの研修を通して、仕事

平田：子どもと遊ぶことです。

は一人ひとりが協力してこそ成り立って

田代：最後に何か一言お願いします！

いるのだと、あらためて感じます。

平田：不健康ですが、やせたいという気持ちはあります！

今回学んだことを、皆さん

お答え頂きありがとうございました。喫煙に関して、思い立って即行動、実現できるのは素晴

の今後の業務に生かしても

らしいことです。また、ストレス解消法がお子さんと遊ぶことということで、とても良いスト

らえれば嬉しいです！

レス解消法だと思いました。私も平田課長のお子さんと同い年の甥っ子とたまに一緒に遊ぶの
ですが、このエネルギーはどこからくるのだと思う程動き回るので、良い運動になります。

熱中症に気をつけましょう！

レディースルームに改装中です
女性専用休憩室

安全室

以上「第 2 回 突撃インタビュー！」でした。

編集者のつぶやき：白糸の滝

８月に入り、東京都心も今年初の猛暑日に
なったとニュースを見ました。今年は、9 月

先月のお話、インドア派ですが自然を感じたい！

に入っても残暑が続く予想とのことで、暑さ

という気持ちが抑えきれず、糸島に連れて行って
もらました。お目当ては、事前に教えてもらった

にはまだまだ警戒が必要です。ところで、皆
さんは「熱中症警戒アラート」をみたことが

QR コードから
確認してみましょう！

白糸の滝！人生初のヤマメ釣りをしました。

ありますか。環境省が発表しているものです。

釣れたはいいものの、生きて

全国の暑さ指数が、33 以上になると予測さ
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れる地点があるときに発表されます。基本的
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感じることができた、夏の思

話は変わりますが、夏バテ防止には栄養の良い食事をとることが

い出になりました。

大切ですよね！そんなときは、うなぎはいかがでしょうか。うな
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ぎには、ビタミン A や B 群、カルシウムが多く含まれています。
風邪予防や骨を強くするなど、栄養満点の食材です。
本社のある柳川市は、うなぎのせいろ蒸しが有名です。蒲焼のタ

“８月徹底事項”

指差呼称の徹底

“９月徹底事項”

ピタット運動の徹底

レで香ばしく焼いたうなぎを、タレのかかったごはんにのせて、
せいろで蒸した料理です。うなぎの身は、ほわほわアツアツでとっ
ても美味しいですよ！柳川にいらっしゃっる際は、是非食べてみ
てくださいね！
◆㈱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
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