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第１０回 最優秀班 ・・
当社で 平成26年（2014）より、
【お客様から選ばれる物流会社を目
お客様から選ばれる物流会社を目
指して】をスローガンに掲げ、
５Ｓ運
指して
動「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」
展開に全社をあげて取り組んでい
ます。本社で 特に具体的に活動を
しており、１班から６班にわかれ３ヵ月
を目安に活動成果 発表会が行わ
れ、最優秀班が選ばれます。
５月末に行われた第１０回発表会で
、３班（コンテナ等
３班（コンテナ等 管理チーム）
が最優秀賞に選ばれました
おめで
が最優秀賞
とうございます☆彡

／社長より表彰して頂きました♪＼
３班ﾒﾝﾊﾞｰ 橋本さん（写真右

５
Ｓ
運
動
実
施
中
！

第１１回５Ｓ運動
キックオフ
第１０回

これからも、益々５Ｓ

表彰を終え、先月第１１回

／会社前 歩道も、皆で掃除します ＼
出島営業所 みなさんです♪

がキックオフされました。５Ｓ 常に行うも
ですが、そ 中でもさらにスタートを
しっかりと意識づけるために当社で 毎
回キックオフ大会を設けています♪
次回 発表 ９月１１日 予定です。
それまで 活動期間 あと１ヵ月と少しと
なりましたが、皆さん進捗状況 いかが
でしょうか？？
「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」 ５Ｓ
運動に取り組み、ムダを無くし、生産性
生産性
向上・コスト 低下を実現させ、お客様
低下
ご要望に早く正確に応え、お客様をサポ
ートできる企業へと成長するために５Ｓ運
動を浸透・継続していくこと これからも
欠かせません

「見えない危険 見える安全」
8月2日

森田 洋平

8月2日

椿 昭憲

8月4日

石戸 雅英

馬木営業所

59歳

8月5日

東 理恵子

岡山営業所

57歳

8月5日

田井 聡

馬木営業所

54歳

8月5日

阿部 雄也

本

部

24歳

8月9日

村上 友美

本

部

31歳

8月13日 渡慶次 優貴
8月14日

水子 勝次

8月20日 沖石 健太朗

福山営業所
本

部

28歳
61歳

川崎営業所

32歳

岡山営業所

46歳

川崎営業所

29歳

8月22日

迫 慎二

本

部

8月23日

伊藤 聡

山口営業所

49歳

8月30日

川上 忠光

馬木営業所

29歳

54歳

◎ 境
信人さん（福山営業所）
◎ 廣本 智明さん（出島営業所）

お客様から信頼され選んでいただ
ける企業を目指し、全営業所がひと
つとなってこれからも５Ｓ運動に励
みましょう
＼（^o^）／

～ 安全衛生企画室 ～

社長メッセージ

迫修吾会長を
迫修吾会長を偲んで
（会葬御礼より
会葬御礼より）
より）
先月６月１９日、弊社の創業者であります、迫修吾会長が７８年の生涯を全うし、永眠致しました。大変
多くの方にご会葬頂きました。御礼文をこの度の社長メッセージとさせて頂きます。

机に座る時間より、作業服を着てトラック 修理、車庫や
事務所 整備、不要家具 解体、分別など。汗を流すこと
が好きで働き者。社長室や会長机を準備しても使うこと ほ
とんどありませんでした。
若干２０歳そこそこで妻と弟とトラック１台から じめた運送
業。苦労 連続だったけれど、社員 皆様や取引先様に恵
まれ、助けられ、苦難を り超えることが出来た。トラックが
壊れれば自分で直し、車庫が狭ければ自分で土木作業をし、
事務所が狭ければ自分で建て、人がいなければ自分でト
ラックに乗り配達に出る。いつでもみんな 役に立つ。創業
から５３年、当社 原点 父 人生そ も です。
私が入社して会社を大きくしようと奔走した時代。私 方が
病にかかり手術を受け入院生活を続ける日々。広島アジア
大会、選手村 搬入作業を現場で仕切った も父でした。
消費税 導入、そ 後 増税 時代。トラックが足らなくて
困ってた時に毎日ピストン運行して走ってくれた も父でした。
１５年前本社を移転して半年間も倉庫がなくて仮設事務所で
過ごした時も父が手作りで休憩室や会議室を作ってくれた。
１０年前、私が海難事故で脊髄損傷という大けがをして高知
病院に入院していたときも支えてくれた
父でした。

何があっても、どんなときでも頼りになる父でした。大けがを
しても、病気になっても、必ず元気になって帰って来てくれる
父でしたが、癌に 勝てませんでした。
一昨年前 冬に胃癌が見つかり、既にステージ４でした。胃
全摘手術をし、そ 抗ガン治療を受けていましたが、今年
春くらいから再び体調 不良を訴え、入院、退院を繰り返し
ていましたが体力 ドンドン衰え、５月１０日、医師 所見を
確認したところ、余命ひと月。６月 越えられないと 事でし
た。
それからひと月あまり、家族で大切な時間を過ごし、先月開
催したネスト祭りに多く お世話になった方々にも来場いただ
き一緒に大好きな神楽を楽しみました。こ ひと月あまり私達
にとって色々な意味で素敵な時間となりました。
残された私たちに出来る事 父が興した会社を発展させる
事と残された母を支えることだと思います。
お世話になった皆様に 、父に代わりまして心より感謝申し
上げます。
平成２９年７月
代表取締役社長

営業所での取り組み

ネストコンパ開催

～岡山営業所・出島営業所～

コンパと ・・・
「ただ
ただ 飲み会でしょ？」と思われている方、
違うんです。
飲み会でしょ？
もちろんお酒を飲み、食事を楽しみますが、主軸に 「一つ
一つ
テーマについて全員で考え、それぞれ 考え方・働き方・生き
方について本気で語り合う。コミュニケーションを通じて個人
が成長し、組織をさらに強固にしていく。」それがネストが行って
が成長し、組織をさらに強固にしていく。
いる コンパ な です。
６月１９日に岡山営業所にて行われたコンパについて
岡山営業所 岸本マネージャーに感想を伺いました＾＾♪

考えを語り合う、良い機会になりました。
「先日 岡山営業所にてコンパを開催して頂きありがとうござ
いました。今回社長にお越し頂くことが出来ず残念でしたが、急
遽松岡グループマネージャーと大塚グループマネージャーが来
てくださいました。これまで営業所 社員 、役員 方となかな
か話す機会がなかった ですが、今回で距離が近づき、会社
方向性、考え方を語り合う良い機会になりました。 」

／／

これから 益々 盛り上がりが楽しみな ＼＼
岡山営業所 みなさん★

理想 ネストに近づけるよう、頑張ります
「これから岡山営業所 、理想 ネストに向けて日々向上して
いけるよう、より一層頑張っていきます
皆さま今後とも宜し
くお願い致します。
また、次回 ぜひ、社長にもお越し頂き、2回、3回、、と続けて
いけたらと思います こ 度 誠にありがとうございました。」

社員

ご紹介

ネストアンバサダーVol.2
ネストアンバサダーVol.2

以前 大型
ドライバーをして
いました

明るく元気な
ネストさん

熊本営業所

松田 宜久社長

馬場 崇
じめまして
熊本営業所 馬場崇です。まず 自己紹介からさせて頂き
ます。昭和57年3月3日生まれ 35歳で、妻・子ども2人（長男
2歳・長女0歳） 4人家族です。
元々 大型ドライバーとして働いていました。現在 、主に
断熱材 入荷、出荷、在庫管理、など倉庫管理と事務処理
を行っています。５ 活動 一環として倉庫内も作業しやすい
ように配置を考えながら整理整頓を心がけています。

今後 。。。
配車業務についても少しずつですが、
篠原マネージャー アドバイスを
頂きながら覚えていこうと思っています。
幹部職候補として採用して頂いた で、
熊本営業所長になれるよう頑張っていきます
まず ８月 運行管理者試験合格を目指して勉強中です。

有限会社 松田不動産

不動産 賃貸仲介・駐車場事業・コンサル(生活総合サー
ビス業) をされている松田不動産 松田社長にネストについ
て語って頂きました

叱咤激励、、
叱咤激励、、最高
、、最高 思い出です
私とネストさんと 出会い 、同友会で 迫社長と 出会い
でした。迫さん 高校 先輩・青年部 先輩で、出会った当
時 「こ 人怒らしたら怖い」という印象でした(笑) ある祭り
で迫さん 副実行委員長をされていて あまりに不甲斐ない
(チケット販売ノルマ 進捗状況)私に叱咤激励(説教)いただ
いた が最高 思い出です。本当に怖かったです(泣)
もう1つが、平成２０年より約４年 毎月１回５名 おデブさ
んメンバーでダイエット計量クラブ 集いを実施(健康という
テーマ もと???裸 付き合いで 体重計に乗り 自己申告
体重を毎月クリアしていく) あ 当時 参加メンバー皆さん
スリムやったなぁ～(笑)

明るく元気なネスト 社員さん。

新車が納車されました

ﾄｰﾀﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄという異業種 企業２０社ほど 企業で
活動していた際、ネストさん 社屋にて毎月１回 朝７時に
集合し早朝会議をし 「みんな 巣」においてランチミーティン
グ等でもお伺いしていて スタッフ 皆さん達に 出会う機会
が多かった ですが 皆さん明るく・元気が良くて・礼儀正し
いです 。先月 掲載にもありましたが、地域に愛されてい
る「ネスト祭り」、これからも絶対続けていきましょう

３営業所に新車納車✨
こ たび、熊本営業所
熊本営業所・仙台営業所
熊本営業所 仙台営業所・
仙台営業所
福岡営業所に新車がそれぞれ納車
福岡営業所
されました♪♪長～く活躍してもらえ
るように、大切に使用しましょう
仙台営業所 大型１０ｔ車

＼ 地域密着 ６０年 歴史 松田不動産 皆さん ／

熊本営業所
４ｔウィング車です

安全・きれいを
安全・きれいを徹底し
大切に使用しましょう

福岡営業所 フォークリフト

来月
８月

７日

行事・予定
本社コンパ①

８月１８日

夢志の巣塾

第二期キックオフ

８月１９日

第二期夢志の巣塾、本社コンパ②

〒730-0044 広島市中区宝町9-19
有 限 会 社 松 田 不 動 産

夜の営業が完全予約制になりました。

歓迎会/懇親会にご利用下さい!!
コース例：飲み放題付きコース3500円〜

株式会社ネストロジスティクス
〒732-0031 広島県広島市東区馬木7-1984
TEL(082)883-0700 FAX(082)883-0701
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