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１１月１８日 夢志の巣塾（第４回）

１１月 ４日 ネストを語る会（福岡営業所）
１１月１７日 所⻑会議

１１月２０日 ネストを語る会（三河営業所）
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「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現
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インタンクインタンクインタンクインタンク（自社給油設備）（自社給油設備）（自社給油設備）（自社給油設備）・自動洗車機を設置・自動洗車機を設置・自動洗車機を設置・自動洗車機を設置

つ、、ついにつ、、ついにつ、、ついにつ、、ついに

ブルース君がやってきましたブルース君がやってきましたブルース君がやってきましたブルース君がやってきました★★★★

皆さんご存知、弊社 マスコットキャラクター「ブルース君」が、
ついに会社にやってきました♪
先日 安全大会で華々しく（？）デビューしたブルース君ですが
今後様々なイベントで活躍してもらいます。
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♪♪♪♪

ブルース君
これからしっかり
働いてくれよ～

By迫社長

ブルース君をみかけたら
ぜひ声をかけてください ♪

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ 取り組み取り組み取り組み取り組み

実践型インターンシップ実践型インターンシップ実践型インターンシップ実践型インターンシップ

「社長 かばん持ち～３「社長 かばん持ち～３「社長 かばん持ち～３「社長 かばん持ち～３DaysDaysDaysDays～」～」～」～」
ネストで ちょっと違う をモットーに、積極的に学生さん イン

ターンシップ 受入れを
行っています。
今回 ９/２０～２３ ３日
間、下関から学生さんが弊
社に来てくれました♪

＜プログラム＞＜プログラム＞＜プログラム＞＜プログラム＞
１日目：導入説明
２日目：社長同行
３日目：発表

２日目 終日社長と行動を共にし、来客や会議へ 同席、企
業訪問に同行してもらいました。普段で 経験できない「社長と
仕事をする」環境にドキドキだったと思いますが、

「社長に社長に社長に社長に1111日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常
に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業
界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流
業界 勉強になりました業界 勉強になりました業界 勉強になりました業界 勉強になりました 」という感想を頂きました♪

インターンシップ ３日間プログラムだけでなく、１Dayﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
もあります。本社以外 営業所も相談可能 沢山 学生さんに
来てもらえるようこれからも取り組んでいきますよ～（＾o＾）/★

～～～～ お知らせお知らせお知らせお知らせ ～～～～
日頃より皆様にご愛顧頂いております、丘の上のレストラン「みんなの巣」ですが

改装工事のため、１０月２８日（土）より休業させていただきますm(_ _)m

リニューアル後は・・インス 映え♡する新メニュー新メニュー新メニュー新メニューの登場や、親子で楽しめるイベントイベントイベントイベント

など開催していきますので、お楽しみに(^^♪♪♪

これまでドライバー 方に 、会社 看板でもあるトラックをキレ
イに保つため洗車をこまめにしてもらっていましたが、業務後に手
洗いで行うため、どうしても退社時間が遅くなっていました。

そこで、洗車時間 大幅な短縮洗車時間 大幅な短縮洗車時間 大幅な短縮洗車時間 大幅な短縮を図るため、こ たび「自動洗車自動洗車自動洗車自動洗車
機機機機」を本社 すぐそばに設置しました これまで 洗車時間
手洗いで１時間以上かかるケースも少なくありませんでしたが、自

動洗車機だと、１台「１台「１台「１台「５分５分５分５分」」」」程度で完了することができ、さらに下部下部下部下部
洗浄洗浄洗浄洗浄（道路 凍結防止剤による腐食を防ぎます ）も可能です☆

給油から洗車まで、スムーズな導線給油から洗車まで、スムーズな導線給油から洗車まで、スムーズな導線給油から洗車まで、スムーズな導線

インタンク 洗車機と同じ敷地内にあり、給油後まっすぐに洗車
機へと移動できる配置になっています。給油ノズル 左右それぞ
れ１カ所配置し、各車両 給油量 車番ごと カードによって管理
されます。
皆さん 業務 効率化 ために整備しています どんどん活用し
てください ～＼（＾o＾）／

２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました
４ｔ車 、多分広島でも一番新しい機種 ようです。（フロント デ
ザインを見るとわかる） 新しい衝突軽減装置や車線逸脱をすると
警告される機能がついており、安全性が増しています。



「こ 大会で黙祷しましたが、私 黙祷 考え方として、先祖 皆様から繋がり、ご縁があって今日我々が生かされている。事故や
災害で亡くなった方を含めて我々を導き、お守り頂きたいと思っています。
感謝 気持ちが事故防止に繋がり、事故を起こさないことに繋がり、感謝に始まり、感謝に終わることにつながると思います。
今後もこ 会社 ことだけでなく、社会全体に繋がるような大きな気持ちで取り組んで下さい。」

◇高橋 啓 ◇村田 明夫 ◇手塚 光幸 ◇佐々木 潤一 ◇丹野 彰久 ◇佐藤 知逸 ◇栗田 捺広

「タイヤ止め」と「あいさつ」 こ ２点だけでも全てがわかります。
そしてもっと重要な お客様だけでなく、世間 人たちが見てい
ます。「タイヤ止め」「あいさつ」すべてを見ています。ちょっとコン
ビニにトラックを止めて買い物をしていたら「ネスト トラックタイヤ
止めしているかな」と見られている です。携帯電話を持っていて
も、シートベルトをしていなくても、くわえたばこで運転していても、
すべて 世間が見ています。お天道様が見ている です。天網
恢々疎にして漏らさず・・・嘘をついてもすぐばれる、そしてそ ツ
ケ 必ず自分に返ってくる です。
だから品質向上に最低限必要なこと 「決められたルールを守決められたルールを守決められたルールを守決められたルールを守
ることることることること」 タダそれだけです。実行しましょう。

私たち 、プロな です。

今月の今月の今月の今月のトピックトピックトピックトピック

交通・労働災害交通・労働災害交通・労働災害交通・労働災害 ゼロを目指してゼロを目指してゼロを目指してゼロを目指して

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み

11月安全スローガン 「「「「見えない危険 安全 度で回避見えない危険 安全 度で回避見えない危険 安全 度で回避見えない危険 安全 度で回避 」」」」～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

平成２９年１０月
代表取締役社長 迫慎二

５Ｓ活動５Ｓ活動５Ｓ活動５Ｓ活動 第第第第11111111回最優秀班結果発表☆回最優秀班結果発表☆回最優秀班結果発表☆回最優秀班結果発表☆～本社～～本社～～本社～～本社～

5555班 みなさん班 みなさん班 みなさん班 みなさん
＼＼＼＼ おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます ／／／／

ネストを語る会開催 ～熊本・仙台ネストを語る会開催 ～熊本・仙台ネストを語る会開催 ～熊本・仙台ネストを語る会開催 ～熊本・仙台営業所営業所営業所営業所～～～～

11月1日 川村　和夫 仙台営業所 53
11月3日 大下　直文 茨城営業所 40
11月3日 中野　友美 本部 19
11月4日 今宮　雄山 川崎営業所 26
11月5日 槌田　茂喜 岡山営業所 59
11月5日 河野　未紗 本部 26
11月10日 山森　智彦 出島営業所 38
11月14日 松岡　賢一郎 本部 41
11月17日 田崎　明紀 三河営業所 43
11月18日 新名　一行 山口営業所 30
11月21日 阿武　節夫 山口営業所 56
11月23日 広本　智明 出島営業所 55
11月23日 神田　晃 三河営業所 35
11月26日 長井　博樹 福山営業所 54
11月29日 板谷　正 三河営業所 32
11月29日 篠原　和雅 熊本営業所 40
11月30日 藤田　祐太 福山営業所 28

茨城営業所 熊本営業所

福山営業所
山口営業所

馬木営業所

10101010年以上年以上年以上年以上15151515年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反 5555年以上年以上年以上年以上10101010年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反

1111年間無事故無違反年間無事故無違反年間無事故無違反年間無事故無違反

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 4.43㎞
8ｔ 濱崎　幸雄 (福岡営業所) 5.2㎞
4ｔ 宮沢　太 (仙台営業所) 6.51㎞

2ｔ・3ｔ 木田　隆之 (三河営業所) 9.73㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 手塚　光幸 (仙台営業所) 8.2㎞

事故撲滅へ 取り組みと成果事故撲滅へ 取り組みと成果事故撲滅へ 取り組みと成果事故撲滅へ 取り組みと成果
今年４月から安全衛生管理 担当長として広島県警出身 椿
部長に入社してもらいました。前任 井手野下部長（現室長）
後任となりますが役割 事故 撲滅と品質向上事故 撲滅と品質向上事故 撲滅と品質向上事故 撲滅と品質向上です。毎年毎年
「事故対策」「品質向上」と言い続けて、運輸安全マネジメントで
社長安全方針として「何よりも安全を優先します」と断言している
ですが、なかなか事故撲滅に 至りません。そこで「事故対策
プロ」として県警交通課出身 方々 力を頼って5年目。安全
大会 開催や安全衛生 広報誌 発行や５ 活動など色々と取
り組んでいます。「さすが」と思うことばかりですが、重要な そ
成果です。つまり事故がなくなり事故報告書がなくなり、損害
金額が削減されたら「さすが椿部長・・」となる です。そ ため
に 社員 全員 意識が必要です。プロとして
品質向上に最低限必要なこと品質向上に最低限必要なこと品質向上に最低限必要なこと品質向上に最低限必要なこと
大手自動車メーカー 品質改ざんニュースなど「品質」を問わ
れ続けている現在 社会で、事故を起こす運送会社 「社会か社会か社会か社会か
ら必要とされない会社ら必要とされない会社ら必要とされない会社ら必要とされない会社」になります。運転することを職業としてい
る「プロ」である に、交通事故を起こしたり商品を破損させるこ
と 「とても恥ずかしいこと」でありプロにあるまじき行為です。
必要なこと 「ルール」を守ること「ルール」を守ること「ルール」を守ること「ルール」を守ることです。「マニュアル」を守ることで
す。簡単なことです。意識を変えましょう。「ルール」を守りましょう。

ネストで 車両 停車中 「タイヤ止め 装着」と言うルールを
作っています。私 各営業所を回ってまず一番にチェックする

いさつしないけれど、お客様に ちゃんとします なんてこと
信じられません。あいさつ こちらから率先してする方が良いも
です。でもお客様に対してあいさつを求めること ありません。
こちらからあいさつします。だから私 どこ 営業所に行っても、
ど 社員と会ってもあいさつしてくれる を待っています。「こ
人 外でも率先してあいさつしている人な か？」がそれでわか
るからです。あいさつだけでも品質全てがわかる です。

あいさつ だけでも品質がわかるあいさつ だけでも品質がわかるあいさつ だけでも品質がわかるあいさつ だけでも品質がわかる

「タイヤ止めをしているか」です。これだけをみたら全
部わかります。会社 敷地内で１つ ルールを守っ
ていない人が配達先で全部 ルールを守っていると
思えません。必ずクレームや家屋事故、また 交
通事故を起こします。簡単な理論です。タイヤ止めだ
けでも全てがわかります。もう１つ 「あいさつ」です。
私が営業所を訪れたとき、私にあいさつをしない人が
お客様にあいさつすると 思えません。社長に あ

プロとしてプロとしてプロとしてプロとして
自覚を自覚を自覚を自覚を持て持て持て持て

お天道さま 見ているお天道さま 見ているお天道さま 見ているお天道さま 見ている

社長あいさつ社長あいさつ社長あいさつ社長あいさつよりよりよりより

平成平成平成平成29292929年度下半期年度下半期年度下半期年度下半期にににに向向向向けてのけてのけてのけての宣言宣言宣言宣言

熊本営業所と仙台営業所にてネストを語る会（通称：ネストコン

パ）が開催されました。１つ テーマについて役員も社員も１つ テーマについて役員も社員も１つ テーマについて役員も社員も１つ テーマについて役員も社員も
全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、
組織としても更に強固になる組織としても更に強固になる組織としても更に強固になる組織としても更に強固になることを目的として行っています。

第二回 安全衛生大会～安全衛生管理室～

10月10日午後2時から午後4時まで、広島市にある＜公益社
団法人広島県トラック協会 大研修室＞において、本社・各営

業所 社員が参加し、第第第第2222回安全衛生大会回安全衛生大会回安全衛生大会回安全衛生大会を開催しました。

開会 冒頭に輸禍、労災事故物故者 黙祷後、社長 開
会挨拶、引き続き「ネスト訓」 唱和、次いで社長から無事故・
無違反ドライバー34人に表彰状と副賞が授与されました。そ
後、安全講話として高 道路交通警察隊と東京海上日動
火災保険(株)より講師にお越し頂き、悲惨な事故 状況と会
社 負う責任や賠償についてお話しいただき、そ 後弊社で
取り組んでいる５Ｓ活動 事例を紹介しました。最後に「社長
安全方針」「安全宣言」 唱和と「平成29年度下半期に向けて
目標宣言」を行い、盛会 うちに閉会しました。

1111、、、、人傷事故人傷事故人傷事故人傷事故はははは0000件件件件 2222、、、、車両事故車両事故車両事故車両事故はははは3333件件件件
3333、、、、商品事故商品事故商品事故商品事故はははは0000件件件件 4444、、、、家屋事故家屋事故家屋事故家屋事故はははは3333件件件件

本大会本大会本大会本大会でででで社員一同社員一同社員一同社員一同はははは下半期下半期下半期下半期にににに向向向向けけけけ

以内以内以内以内とするとするとするとする数値数値数値数値をををを設定設定設定設定するするするする宣言宣言宣言宣言をしたをしたをしたをした。。。。

「今回 5班 活動 構内 清
掃、不要家具 滞留を防ぐた
め 流れを作りました。ポイン
ト スマホ 「LINE」を使って、
中々参加出来ていなかったドラ
イバー 参加を促して全員で
活動した点です。
活動をしたらグループLINEに
投稿し、写真も一緒に添付した、
といった点が投票を集めました

仙台営業所

◇山本 秀夫 ◇中村 隆志 ◇石戸 雅英 ◇中西 弘行 ◇西 英伸 ◇小野 晃本社・馬木

◇能島 勇生 ◇森田 洋平 ◇住吉 吉 ◇上野 慎一郎 ◇藤田 祐太福山営業所

◇亀尾 康紀 ◇小谷 勇太 ◇秋枝 宏昭 ◇岡 尚利山口営業所

◇水子 勝次 ◇千田 早貴 ◇川西 郎岡山営業所

◇永井 秀樹ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ

◇寺山 佳考福岡営業所

◇川重 高典出島営業所◇今宮 雄山 ◇三澤 春陽川崎営業所

〇ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 迫 秀明 〇本社 後河内 彰
〇三河 田崎 明紀〇本社 高光 みゆき



「こ 大会で黙祷しましたが、私 黙祷 考え方として、先祖 皆様から繋がり、ご縁があって今日我々が生かされている。事故や
災害で亡くなった方を含めて我々を導き、お守り頂きたいと思っています。
感謝 気持ちが事故防止に繋がり、事故を起こさないことに繋がり、感謝に始まり、感謝に終わることにつながると思います。
今後もこ 会社 ことだけでなく、社会全体に繋がるような大きな気持ちで取り組んで下さい。」

◇高橋 啓 ◇村田 明夫 ◇手塚 光幸 ◇佐々木 潤一 ◇丹野 彰久 ◇佐藤 知逸 ◇栗田 捺広

「タイヤ止め」と「あいさつ」 こ ２点だけでも全てがわかります。
そしてもっと重要な お客様だけでなく、世間 人たちが見てい
ます。「タイヤ止め」「あいさつ」すべてを見ています。ちょっとコン
ビニにトラックを止めて買い物をしていたら「ネスト トラックタイヤ
止めしているかな」と見られている です。携帯電話を持っていて
も、シートベルトをしていなくても、くわえたばこで運転していても、
すべて 世間が見ています。お天道様が見ている です。天網
恢々疎にして漏らさず・・・嘘をついてもすぐばれる、そしてそ ツ
ケ 必ず自分に返ってくる です。
だから品質向上に最低限必要なこと 「決められたルールを守決められたルールを守決められたルールを守決められたルールを守
ることることることること」 タダそれだけです。実行しましょう。

私たち 、プロな です。

今月の今月の今月の今月のトピックトピックトピックトピック

交通・労働災害交通・労働災害交通・労働災害交通・労働災害 ゼロを目指してゼロを目指してゼロを目指してゼロを目指して

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み営業所での取り組み

11月安全スローガン 「「「「見えない危険 安全 度で回避見えない危険 安全 度で回避見えない危険 安全 度で回避見えない危険 安全 度で回避 」」」」～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

平成２９年１０月
代表取締役社長 迫慎二

５Ｓ活動５Ｓ活動５Ｓ活動５Ｓ活動 第第第第11111111回最優秀班結果発表☆回最優秀班結果発表☆回最優秀班結果発表☆回最優秀班結果発表☆～本社～～本社～～本社～～本社～

5555班 みなさん班 みなさん班 みなさん班 みなさん
＼＼＼＼ おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます ／／／／

ネストを語る会開催 ～熊本・仙台ネストを語る会開催 ～熊本・仙台ネストを語る会開催 ～熊本・仙台ネストを語る会開催 ～熊本・仙台営業所営業所営業所営業所～～～～

11月1日 川村　和夫 仙台営業所 53
11月3日 大下　直文 茨城営業所 40
11月3日 中野　友美 本部 19
11月4日 今宮　雄山 川崎営業所 26
11月5日 槌田　茂喜 岡山営業所 59
11月5日 河野　未紗 本部 26
11月10日 山森　智彦 出島営業所 38
11月14日 松岡　賢一郎 本部 41
11月17日 田崎　明紀 三河営業所 43
11月18日 新名　一行 山口営業所 30
11月21日 阿武　節夫 山口営業所 56
11月23日 広本　智明 出島営業所 55
11月23日 神田　晃 三河営業所 35
11月26日 長井　博樹 福山営業所 54
11月29日 板谷　正 三河営業所 32
11月29日 篠原　和雅 熊本営業所 40
11月30日 藤田　祐太 福山営業所 28

茨城営業所 熊本営業所

福山営業所
山口営業所

馬木営業所

10101010年以上年以上年以上年以上15151515年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反 5555年以上年以上年以上年以上10101010年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反年未満無事故無違反

1111年間無事故無違反年間無事故無違反年間無事故無違反年間無事故無違反

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 4.43㎞
8ｔ 濱崎　幸雄 (福岡営業所) 5.2㎞
4ｔ 宮沢　太 (仙台営業所) 6.51㎞

2ｔ・3ｔ 木田　隆之 (三河営業所) 9.73㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 手塚　光幸 (仙台営業所) 8.2㎞

事故撲滅へ 取り組みと成果事故撲滅へ 取り組みと成果事故撲滅へ 取り組みと成果事故撲滅へ 取り組みと成果
今年４月から安全衛生管理 担当長として広島県警出身 椿
部長に入社してもらいました。前任 井手野下部長（現室長）
後任となりますが役割 事故 撲滅と品質向上事故 撲滅と品質向上事故 撲滅と品質向上事故 撲滅と品質向上です。毎年毎年
「事故対策」「品質向上」と言い続けて、運輸安全マネジメントで
社長安全方針として「何よりも安全を優先します」と断言している
ですが、なかなか事故撲滅に 至りません。そこで「事故対策
プロ」として県警交通課出身 方々 力を頼って5年目。安全
大会 開催や安全衛生 広報誌 発行や５ 活動など色々と取
り組んでいます。「さすが」と思うことばかりですが、重要な そ
成果です。つまり事故がなくなり事故報告書がなくなり、損害
金額が削減されたら「さすが椿部長・・」となる です。そ ため
に 社員 全員 意識が必要です。プロとして
品質向上に最低限必要なこと品質向上に最低限必要なこと品質向上に最低限必要なこと品質向上に最低限必要なこと
大手自動車メーカー 品質改ざんニュースなど「品質」を問わ
れ続けている現在 社会で、事故を起こす運送会社 「社会か社会か社会か社会か
ら必要とされない会社ら必要とされない会社ら必要とされない会社ら必要とされない会社」になります。運転することを職業としてい
る「プロ」である に、交通事故を起こしたり商品を破損させるこ
と 「とても恥ずかしいこと」でありプロにあるまじき行為です。
必要なこと 「ルール」を守ること「ルール」を守ること「ルール」を守ること「ルール」を守ることです。「マニュアル」を守ることで
す。簡単なことです。意識を変えましょう。「ルール」を守りましょう。

ネストで 車両 停車中 「タイヤ止め 装着」と言うルールを
作っています。私 各営業所を回ってまず一番にチェックする

いさつしないけれど、お客様に ちゃんとします なんてこと
信じられません。あいさつ こちらから率先してする方が良いも
です。でもお客様に対してあいさつを求めること ありません。
こちらからあいさつします。だから私 どこ 営業所に行っても、
ど 社員と会ってもあいさつしてくれる を待っています。「こ
人 外でも率先してあいさつしている人な か？」がそれでわか
るからです。あいさつだけでも品質全てがわかる です。

あいさつ だけでも品質がわかるあいさつ だけでも品質がわかるあいさつ だけでも品質がわかるあいさつ だけでも品質がわかる

「タイヤ止めをしているか」です。これだけをみたら全
部わかります。会社 敷地内で１つ ルールを守っ
ていない人が配達先で全部 ルールを守っていると
思えません。必ずクレームや家屋事故、また 交
通事故を起こします。簡単な理論です。タイヤ止めだ
けでも全てがわかります。もう１つ 「あいさつ」です。
私が営業所を訪れたとき、私にあいさつをしない人が
お客様にあいさつすると 思えません。社長に あ

プロとしてプロとしてプロとしてプロとして
自覚を自覚を自覚を自覚を持て持て持て持て

お天道さま 見ているお天道さま 見ているお天道さま 見ているお天道さま 見ている

社長あいさつ社長あいさつ社長あいさつ社長あいさつよりよりよりより

平成平成平成平成29292929年度下半期年度下半期年度下半期年度下半期にににに向向向向けてのけてのけてのけての宣言宣言宣言宣言

熊本営業所と仙台営業所にてネストを語る会（通称：ネストコン

パ）が開催されました。１つ テーマについて役員も社員も１つ テーマについて役員も社員も１つ テーマについて役員も社員も１つ テーマについて役員も社員も
全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、全員で考え、意見を交わし合うことで、個人個人も成長し、
組織としても更に強固になる組織としても更に強固になる組織としても更に強固になる組織としても更に強固になることを目的として行っています。

第二回 安全衛生大会～安全衛生管理室～

10月10日午後2時から午後4時まで、広島市にある＜公益社
団法人広島県トラック協会 大研修室＞において、本社・各営

業所 社員が参加し、第第第第2222回安全衛生大会回安全衛生大会回安全衛生大会回安全衛生大会を開催しました。

開会 冒頭に輸禍、労災事故物故者 黙祷後、社長 開
会挨拶、引き続き「ネスト訓」 唱和、次いで社長から無事故・
無違反ドライバー34人に表彰状と副賞が授与されました。そ
後、安全講話として高 道路交通警察隊と東京海上日動
火災保険(株)より講師にお越し頂き、悲惨な事故 状況と会
社 負う責任や賠償についてお話しいただき、そ 後弊社で
取り組んでいる５Ｓ活動 事例を紹介しました。最後に「社長
安全方針」「安全宣言」 唱和と「平成29年度下半期に向けて
目標宣言」を行い、盛会 うちに閉会しました。

1111、、、、人傷事故人傷事故人傷事故人傷事故はははは0000件件件件 2222、、、、車両事故車両事故車両事故車両事故はははは3333件件件件
3333、、、、商品事故商品事故商品事故商品事故はははは0000件件件件 4444、、、、家屋事故家屋事故家屋事故家屋事故はははは3333件件件件

本大会本大会本大会本大会でででで社員一同社員一同社員一同社員一同はははは下半期下半期下半期下半期にににに向向向向けけけけ

以内以内以内以内とするとするとするとする数値数値数値数値をををを設定設定設定設定するするするする宣言宣言宣言宣言をしたをしたをしたをした。。。。

「今回 5班 活動 構内 清
掃、不要家具 滞留を防ぐた
め 流れを作りました。ポイン
ト スマホ 「LINE」を使って、
中々参加出来ていなかったドラ
イバー 参加を促して全員で
活動した点です。
活動をしたらグループLINEに
投稿し、写真も一緒に添付した、
といった点が投票を集めました

仙台営業所

◇山本 秀夫 ◇中村 隆志 ◇石戸 雅英 ◇中西 弘行 ◇西 英伸 ◇小野 晃本社・馬木

◇能島 勇生 ◇森田 洋平 ◇住吉 吉 ◇上野 慎一郎 ◇藤田 祐太福山営業所

◇亀尾 康紀 ◇小谷 勇太 ◇秋枝 宏昭 ◇岡 尚利山口営業所

◇水子 勝次 ◇千田 早貴 ◇川西 郎岡山営業所

◇永井 秀樹ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ

◇寺山 佳考福岡営業所

◇川重 高典出島営業所◇今宮 雄山 ◇三澤 春陽川崎営業所

〇ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 迫 秀明 〇本社 後河内 彰
〇三河 田崎 明紀〇本社 高光 みゆき
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働き方改革 一環として働き方改革 一環として働き方改革 一環として働き方改革 一環としてー業務時間 削減を目的にーー業務時間 削減を目的にーー業務時間 削減を目的にーー業務時間 削減を目的にー

１１月１８日 夢志の巣塾（第４回）

１１月 ４日 ネストを語る会（福岡営業所）
１１月１７日 所⻑会議

１１月２０日 ネストを語る会（三河営業所）

新入社員？ 紹介新入社員？ 紹介新入社員？ 紹介新入社員？ 紹介

来月 行事・予定来月 行事・予定来月 行事・予定来月 行事・予定

「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現「１時間」から「５分」へ 時間短縮 実現

■■■■NEWNEWNEWNEW

第二回第二回第二回第二回 安全衛生大会開催安全衛生大会開催安全衛生大会開催安全衛生大会開催

■■■■Boss MessageBoss MessageBoss MessageBoss Message

プロとして 自覚を持てプロとして 自覚を持てプロとして 自覚を持てプロとして 自覚を持て

■営業所■営業所■営業所■営業所 取り組み取り組み取り組み取り組み

５Ｓ活動最優秀班発表☆（広島本社）５Ｓ活動最優秀班発表☆（広島本社）５Ｓ活動最優秀班発表☆（広島本社）５Ｓ活動最優秀班発表☆（広島本社）
ネストを語る会（熊本・仙台）ネストを語る会（熊本・仙台）ネストを語る会（熊本・仙台）ネストを語る会（熊本・仙台）

■安全スローガン■安全スローガン■安全スローガン■安全スローガン

■来月 お誕生日■来月 お誕生日■来月 お誕生日■来月 お誕生日

■新しい仲間■新しい仲間■新しい仲間■新しい仲間
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■来月 予定■来月 予定■来月 予定■来月 予定

■社員紹介■社員紹介■社員紹介■社員紹介
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インタンクインタンクインタンクインタンク（自社給油設備）（自社給油設備）（自社給油設備）（自社給油設備）・自動洗車機を設置・自動洗車機を設置・自動洗車機を設置・自動洗車機を設置

つ、、ついにつ、、ついにつ、、ついにつ、、ついに

ブルース君がやってきましたブルース君がやってきましたブルース君がやってきましたブルース君がやってきました★★★★

皆さんご存知、弊社 マスコットキャラクター「ブルース君」が、
ついに会社にやってきました♪
先日 安全大会で華々しく（？）デビューしたブルース君ですが
今後様々なイベントで活躍してもらいます。

よ

し

よ

し

よ

し

よ

し

♪♪♪♪

ブルース君
これからしっかり
働いてくれよ～

By迫社長

ブルース君をみかけたら
ぜひ声をかけてください ♪

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ 取り組み取り組み取り組み取り組み

実践型インターンシップ実践型インターンシップ実践型インターンシップ実践型インターンシップ

「社長 かばん持ち～３「社長 かばん持ち～３「社長 かばん持ち～３「社長 かばん持ち～３DaysDaysDaysDays～」～」～」～」
ネストで ちょっと違う をモットーに、積極的に学生さん イン

ターンシップ 受入れを
行っています。
今回 ９/２０～２３ ３日
間、下関から学生さんが弊
社に来てくれました♪

＜プログラム＞＜プログラム＞＜プログラム＞＜プログラム＞
１日目：導入説明
２日目：社長同行
３日目：発表

２日目 終日社長と行動を共にし、来客や会議へ 同席、企
業訪問に同行してもらいました。普段で 経験できない「社長と
仕事をする」環境にドキドキだったと思いますが、

「社長に社長に社長に社長に1111日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常日同行させて頂き、社長 こんなにも忙しく常
に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業に何かを考えなくて ならないんだと感じました。物流業
界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流界 現状、ネットワークなどを知ることが出来、とても物流
業界 勉強になりました業界 勉強になりました業界 勉強になりました業界 勉強になりました 」という感想を頂きました♪

インターンシップ ３日間プログラムだけでなく、１Dayﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
もあります。本社以外 営業所も相談可能 沢山 学生さんに
来てもらえるようこれからも取り組んでいきますよ～（＾o＾）/★

～～～～ お知らせお知らせお知らせお知らせ ～～～～
日頃より皆様にご愛顧頂いております、丘の上のレストラン「みんなの巣」ですが

改装工事のため、１０月２８日（土）より休業させていただきますm(_ _)m

リニューアル後は・・インス 映え♡する新メニュー新メニュー新メニュー新メニューの登場や、親子で楽しめるイベントイベントイベントイベント

など開催していきますので、お楽しみに(^^♪♪♪

これまでドライバー 方に 、会社 看板でもあるトラックをキレ
イに保つため洗車をこまめにしてもらっていましたが、業務後に手
洗いで行うため、どうしても退社時間が遅くなっていました。

そこで、洗車時間 大幅な短縮洗車時間 大幅な短縮洗車時間 大幅な短縮洗車時間 大幅な短縮を図るため、こ たび「自動洗車自動洗車自動洗車自動洗車
機機機機」を本社 すぐそばに設置しました これまで 洗車時間
手洗いで１時間以上かかるケースも少なくありませんでしたが、自

動洗車機だと、１台「１台「１台「１台「５分５分５分５分」」」」程度で完了することができ、さらに下部下部下部下部
洗浄洗浄洗浄洗浄（道路 凍結防止剤による腐食を防ぎます ）も可能です☆

給油から洗車まで、スムーズな導線給油から洗車まで、スムーズな導線給油から洗車まで、スムーズな導線給油から洗車まで、スムーズな導線

インタンク 洗車機と同じ敷地内にあり、給油後まっすぐに洗車
機へと移動できる配置になっています。給油ノズル 左右それぞ
れ１カ所配置し、各車両 給油量 車番ごと カードによって管理
されます。
皆さん 業務 効率化 ために整備しています どんどん活用し
てください ～＼（＾o＾）／

２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました２ｔゲート車、３ｔウィング車、４ｔバンが納車されました
４ｔ車 、多分広島でも一番新しい機種 ようです。（フロント デ
ザインを見るとわかる） 新しい衝突軽減装置や車線逸脱をすると
警告される機能がついており、安全性が増しています。


