
今後今後今後今後

もどうぞもどうぞもどうぞもどうぞ

とととと

げますげますげますげます

売上目標達成売上目標達成売上目標達成売上目標達成

皆様皆様皆様皆様

忘年会忘年会忘年会忘年会
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広報広報広報広報

今後今後今後今後もももも継続継続継続継続しししし

もどうぞもどうぞもどうぞもどうぞ宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお

とととと、、、、綺麗事綺麗事綺麗事綺麗事はここまではここまではここまではここまで

げますげますげますげます。。。。((((笑笑笑笑

売上目標達成売上目標達成売上目標達成売上目標達成

皆様皆様皆様皆様にににに達成報告達成報告達成報告達成報告

いつもいつもいつもいつも郵便郵便郵便郵便

ででででくれてありがとくれてありがとくれてありがとくれてありがと

ううううございますございますございますございます

忘年会忘年会忘年会忘年会

桜桜桜桜ののののらっきょらっきょらっきょらっきょ

桜運輸㈱ 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

広報広報広報広報        

しししし、、、、みなさんにたくさんのみなさんにたくさんのみなさんにたくさんのみなさんにたくさんの

しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい

はここまではここまではここまではここまで

笑笑笑笑))))    ということでということでということでということで

売上目標達成売上目標達成売上目標達成売上目標達成」、」、」、」、私個人私個人私個人私個人

達成報告達成報告達成報告達成報告できるようできるようできるようできるよう

郵便郵便郵便郵便物物物物運運運運んんんん

くれてありがとくれてありがとくれてありがとくれてありがと

ございますございますございますございます♪♪♪♪ﾁｭｯﾁｭｯﾁｭｯﾁｭｯ    

忘年会忘年会忘年会忘年会

    

らっきょらっきょらっきょらっきょ 3333 兄弟兄弟兄弟兄弟    ﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌ

 弥富市東末広

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

            

みなさんにたくさんのみなさんにたくさんのみなさんにたくさんのみなさんにたくさんの

いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます

はここまではここまではここまではここまで(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)    今年今年今年今年

ということでということでということでということで、、、、今年今年今年今年

私個人私個人私個人私個人はははは永遠永遠永遠永遠のテーマのテーマのテーマのテーマ

できるようできるようできるようできるよう、、、、頑張頑張頑張頑張

    

忘年会忘年会忘年会忘年会 2015201520152015

ﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌ    

弥富市東末広 9-51 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

                        

新年新年新年新年

旧年中旧年中旧年中旧年中

愛読愛読愛読愛読

ミュニケーションとミュニケーションとミュニケーションとミュニケーションと

ましましましまし

ましたましたましたました

みなさんにたくさんのみなさんにたくさんのみなさんにたくさんのみなさんにたくさんの笑顔笑顔笑顔笑顔がががが

げますげますげますげます。。。。    

今年今年今年今年はははは絶対売上絶対売上絶対売上絶対売上

今年今年今年今年のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは

のテーマのテーマのテーマのテーマ「「「「ダイエットでダイエットでダイエットでダイエットで

頑張頑張頑張頑張りますりますりますります!!!!!!!!    

2015201520152015

これこれこれこれ

セクハラセクハラセクハラセクハラ

ややややなぃなぃなぃなぃ

 ☎0567(68)1166
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さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

                    

新年新年新年新年、、、、明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます

旧年中旧年中旧年中旧年中はははは格別格別格別格別のおのおのおのお

愛読愛読愛読愛読いただいただいただいただきましてきましてきましてきまして

ミュニケーションとミュニケーションとミュニケーションとミュニケーションと

ましましましましたがたがたがたが、、、、そのそのそのその

ましたましたましたました。。。。    

がががが届届届届けられるようなけられるようなけられるようなけられるような

絶対売上絶対売上絶対売上絶対売上アップをアップをアップをアップを

のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは「「「「目標達成目標達成目標達成目標達成

ダイエットでダイエットでダイエットでダイエットで

                        

2015201520152015    

これこれこれこれ    

セクハラセクハラセクハラセクハラ    

なぃなぃなぃなぃ？？？？    

部署部署部署部署

0567(68)1166 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

                    

けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます

のおのおのおのお引引引引きききき立立立立てをてをてをてを

きましてきましてきましてきまして誠誠誠誠にににに有難有難有難有難

ミュニケーションとミュニケーションとミュニケーションとミュニケーションと人材人材人材人材育成育成育成育成

そのそのそのその成果成果成果成果がでたのかがでたのかがでたのかがでたのか

けられるようなけられるようなけられるようなけられるような会社作会社作会社作会社作

アップをアップをアップをアップを目指目指目指目指しますのでしますのでしますのでしますので

目標達成目標達成目標達成目標達成!!!!!!!!」」」」ですですですです

ダイエットでダイエットでダイエットでダイエットで 3333 ㎏㎏㎏㎏減減減減」。」。」。」。

                        

部署部署部署部署のののの垣根垣根垣根垣根をををを越越越越

 Fax0567(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

平成

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

                    1111 月号月号月号月号

けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます

てをてをてをてを賜賜賜賜りりりり、、、、またまたまたまた

有難有難有難有難うございますうございますうございますうございます

育成育成育成育成」」」」というテーマでというテーマでというテーマでというテーマで

がでたのかがでたのかがでたのかがでたのか？？？？人材不足解消人材不足解消人材不足解消人材不足解消

会社作会社作会社作会社作りをしていきますのでりをしていきますのでりをしていきますのでりをしていきますので

しますのでしますのでしますのでしますので、、、、皆様重皆様重皆様重皆様重

ですですですです。。。。会社会社会社会社のののの

」。」。」。」。    

                代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役

越越越越えてみんなでえてみんなでえてみんなでえてみんなで

Fax0567(68)1169

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

平成 27 年

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより    
月号月号月号月号    No.No.No.No.

けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます。。。。    

またまたまたまた、、、、さくらだよりをごさくらだよりをごさくらだよりをごさくらだよりをご

うございますうございますうございますうございます。。。。    2222

というテーマでというテーマでというテーマでというテーマで取取取取

人材不足解消人材不足解消人材不足解消人材不足解消へとつながりへとつながりへとつながりへとつながり

りをしていきますのでりをしていきますのでりをしていきますのでりをしていきますので

皆様重皆様重皆様重皆様重ねておねておねておねてお

のののの目標目標目標目標はははは当然当然当然当然

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    

えてみんなでえてみんなでえてみんなでえてみんなで楽楽楽楽しみしみしみしみましたましたましたました

1169 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

年 12 月発行

    
No.No.No.No.43434343    

さくらだよりをごさくらだよりをごさくらだよりをごさくらだよりをご

2222 年連続年連続年連続年連続、、、、「「「「

取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

へとつながりへとつながりへとつながりへとつながり

りをしていきますのでりをしていきますのでりをしていきますのでりをしていきますので、、、、本年本年本年本年

ねておねておねておねてお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上

当然当然当然当然「「「「無事故無事故無事故無事故＆＆＆＆

    細江細江細江細江    良枝良枝良枝良枝

ましたましたましたました!!!!!!!!    

月発行 

さくらだよりをごさくらだよりをごさくらだよりをごさくらだよりをご

「「「「ココココ

んでんでんでんできききき

へとつながりへとつながりへとつながりへとつながり

本年本年本年本年

上上上上

＆＆＆＆

良枝良枝良枝良枝    
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年末年末年末年末ののののごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

つもつもつもつも大変大変大変大変ですねですねですねですね

りりりり””””ををををまといまといまといまとい

ネタはあたしをネタはあたしをネタはあたしをネタはあたしを

優優優優しいネタしいネタしいネタしいネタ

だってだってだってだって、、、、先日先日先日先日

拶拶拶拶でででで「「「「今日今日今日今日

社長社長社長社長：：：：「「「「誰誰誰誰

ひっくりひっくりひっくりひっくり

またまたまたまたまたまたまたまたやらかやらかやらかやらか

備備備備をベタをベタをベタをベタ褒褒褒褒

ほんとほんとほんとほんとだわだわだわだわ

第 50 期生

んです♪6

月に 6 人

ーが増えました

指差指差指差指差呼称呼称呼称呼称

底底底底ですねですねですねですね

了解了解了解了解しましたしましたしましたしました

エコエコエコエコ事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成

15:4015:4015:4015:40～～～～

参加参加参加参加申込申込申込申込みごみごみごみご

桜運輸 

挨拶挨拶挨拶挨拶にににに社長社長社長社長

ですねですねですねですね～」～」～」～」とととと

まといまといまといまとい始始始始めるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシと

ネタはあたしをネタはあたしをネタはあたしをネタはあたしを持持持持ちちちち

しいネタしいネタしいネタしいネタがががが出出出出てててて来来来来

先日先日先日先日もももも僕僕僕僕ぼろくそぼろくそぼろくそぼろくそ

今日今日今日今日はははは待待待待ちにちにちにちに

誰誰誰誰がががが日曜日曜日曜日曜にやるにやるにやるにやる

ひっくりひっくりひっくりひっくり返返返返りそうにりそうにりそうにりそうに

やらかやらかやらかやらかしてしまったしてしまったしてしまったしてしまった

褒褒褒褒めしてましためしてましためしてましためしてました

だわだわだわだわ、、、、誰誰誰誰がががが楽楽楽楽しみにしてんですかしみにしてんですかしみにしてんですかしみにしてんですか

第第第第３３３３

期生のみなさ

♪6 月～12

人のドライバ

えました♪ 

呼称呼称呼称呼称のののの徹徹徹徹

ですねですねですねですね!!!!!!!!    

しましたしましたしましたしました!!!!!!!!    

事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式

平成平成平成平成 28282828 年年年年 2222

～～～～    エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ

みごみごみごみご希望希望希望希望されるされるされるされる

http://www.sakuraunyu.com

社長社長社長社長とととと一緒一緒一緒一緒にににに出掛出掛出掛出掛

とととと声声声声をかけてをかけてをかけてをかけて

めるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシと

ちちちち上上上上げろげろげろげろ」」」」とととと（（（（

来来来来ないのでないのでないのでないので諦諦諦諦

ぼろくそぼろくそぼろくそぼろくそ言言言言われましたわれましたわれましたわれました

ちにちにちにちに待待待待ったったったった安全会議安全会議安全会議安全会議

にやるにやるにやるにやる会議会議会議会議をををを待待待待

りそうにりそうにりそうにりそうになったわぁなったわぁなったわぁなったわぁ

してしまったしてしまったしてしまったしてしまった私私私私

めしてましためしてましためしてましためしてました。。。。「「「「今回今回今回今回

しみにしてんですかしみにしてんですかしみにしてんですかしみにしてんですか

    

３３３３5555 回回回回

被害被害被害被害にににに

とととと「「「「No!No!No!No!

しょうしょうしょうしょう

動動動動をとるをとるをとるをとる

セクハラセクハラセクハラセクハラ

ヨシっ!!

事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式事業所優秀賞表彰式＆＆＆＆エコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナー

2222 月月月月 3333 日日日日（（（（水水水水

エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ事例発表事例発表事例発表事例発表

されるされるされるされる方方方方はははは    1/22(1/22(1/22(1/22(

http://www.sakuraunyu.com

出掛出掛出掛出掛けたけたけたけた先先先先でででで

をかけてをかけてをかけてをかけて頂頂頂頂きましたがきましたがきましたがきましたが

めるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシとめるのがヒシヒシと伝伝伝伝わってきましたわってきましたわってきましたわってきました

（（（（泣泣泣泣））））    ってことでってことでってことでってことで

諦諦諦諦めていいですかめていいですかめていいですかめていいですか

われましたわれましたわれましたわれました。。。。

安全会議安全会議安全会議安全会議ですねですねですねですね

待待待待ちにちにちにちに待待待待ってってってって

なったわぁなったわぁなったわぁなったわぁ!!!!!!!!」」」」    

私私私私。。。。    でもでもでもでも、、、、実実実実

今回今回今回今回のののの会議会議会議会議のののの唯一唯一唯一唯一

しみにしてんですかしみにしてんですかしみにしてんですかしみにしてんですか、、、、いいいいいいいい

    ～～～～    長谷川長谷川長谷川長谷川

回回回回    全体全体全体全体

にににに合合合合わないわないわないわないためにもﾊｯｷﾘためにもﾊｯｷﾘためにもﾊｯｷﾘためにもﾊｯｷﾘ

No!No!No!No!はははは NoNoNoNo!!!!」」」」だとだとだとだと

しょうしょうしょうしょう!!!!!!!!    自分自分自分自分のののの身身身身

をとるをとるをとるをとる勇気勇気勇気勇気もももも大切大切大切大切

セクハラセクハラセクハラセクハラ教育実演教育実演教育実演教育実演

エコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナー

水水水水））））    場所場所場所場所：：：：

事例発表事例発表事例発表事例発表・・・・講演会講演会講演会講演会

1/22(1/22(1/22(1/22(金金金金))))までにまでにまでにまでに

http://www.sakuraunyu.com

ででででさくらだよりをさくらだよりをさくらだよりをさくらだよりを

きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、僕僕僕僕のののの隣隣隣隣

わってきましたわってきましたわってきましたわってきました

ってことでってことでってことでってことで、、、、書書書書きますよきますよきますよきますよ

めていいですかめていいですかめていいですかめていいですか？？？？ﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟ

。。。。半年半年半年半年にににに一度開催一度開催一度開催一度開催

ですねですねですねですね♪♪♪♪」」」」ののののフリがオカシイとフリがオカシイとフリがオカシイとフリがオカシイと

ってってってってんのんのんのんの？？？？    ねぇねぇねぇねぇ

    

実実実実はははは優優優優しいしいしいしい

唯一唯一唯一唯一のののの失敗失敗失敗失敗はははは

いいいいいいいい加減加減加減加減にしてにしてにしてにして

長谷川長谷川長谷川長谷川のののの独独独独

 

全体全体全体全体安全会議開催安全会議開催安全会議開催安全会議開催

ためにもﾊｯｷﾘためにもﾊｯｷﾘためにもﾊｯｷﾘためにもﾊｯｷﾘ

だとだとだとだと伝伝伝伝えまえまえまえま

身身身身をををを守守守守るるるる行行行行

大切大切大切大切ですですですです。。。。    

教育実演教育実演教育実演教育実演    

エコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナー    

：：：：アートピアホールアートピアホールアートピアホールアートピアホール

講演会講演会講演会講演会：：：：    桜運輸株式会社桜運輸株式会社桜運輸株式会社桜運輸株式会社

までにまでにまでにまでに応募応募応募応募がががが

http://www.sakuraunyu.com    

さくらだよりをさくらだよりをさくらだよりをさくらだよりを読読読読んでんでんでんで

隣隣隣隣ででででそのそのそのその言葉言葉言葉言葉

わってきましたわってきましたわってきましたわってきました。。。。そんなそんなそんなそんな帰帰帰帰

きますよきますよきますよきますよ～。～。～。～。

ﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟ    

一度開催一度開催一度開催一度開催するするするする全体安全会議全体安全会議全体安全会議全体安全会議

フリがオカシイとフリがオカシイとフリがオカシイとフリがオカシイと

ねぇねぇねぇねぇ、、、、教教教教えてえてえてえて

しいしいしいしい社長社長社長社長はははは事務所事務所事務所事務所

はははは部長部長部長部長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶

にしてにしてにしてにして下下下下さいさいさいさい♪♪♪♪

独独独独りりりり言言言言    

安全会議開催安全会議開催安全会議開催安全会議開催

身身身身だしなみだしなみだしなみだしなみ

しいしいしいしい

みんなでみんなでみんなでみんなで

規律規律規律規律

低燃費低燃費低燃費低燃費達成者達成者達成者達成者

最優秀

コンテナ

低床受賞者

アートピアホールアートピアホールアートピアホールアートピアホール（（（（ナディアパークナディアパークナディアパークナディアパーク

桜運輸株式会社桜運輸株式会社桜運輸株式会社桜運輸株式会社    

がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります

    編集長：

んでんでんでんで頂頂頂頂いているいているいているいている

言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞いているいているいているいている

帰帰帰帰りりりり道道道道にはにはにはには決決決決

～。～。～。～。    ええええ～～～～っとっとっとっと

全体安全会議全体安全会議全体安全会議全体安全会議

フリがオカシイとフリがオカシイとフリがオカシイとフリがオカシイと。。。。    

えてえてえてえて。。。。    つかみつかみつかみつかみ

事務所事務所事務所事務所のののの部下部下部下部下全員全員全員全員

挨拶挨拶挨拶挨拶だけだっただけだっただけだっただけだった

♪♪♪♪    bybybyby    伊藤伊藤伊藤伊藤

    ～～～～        

安全会議開催安全会議開催安全会議開催安全会議開催

だしなみだしなみだしなみだしなみ、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶

しいしいしいしい輪留輪留輪留輪留めめめめのののの使用使用使用使用

みんなでみんなでみんなでみんなで決決決決めたルールめたルールめたルールめたルール

規律規律規律規律のためにのためにのためにのために守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう

達成者達成者達成者達成者 17171717

最優秀燃費：3.20
コンテナ受賞者平均

低床受賞者平均燃費

ナディアパークナディアパークナディアパークナディアパーク

となりますとなりますとなりますとなります。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは

：伊藤 エリ

いているいているいているいている方々方々方々方々からからからから「「「「

いているいているいているいている社長社長社長社長のののの気配気配気配気配

決決決決まってまってまってまって「「「「次次次次

っとっとっとっと、、、、うううう～～～～んっとんっとんっとんっと

全体安全会議全体安全会議全体安全会議全体安全会議（（（（上記上記上記上記））））のののの

つかみつかみつかみつかみ最悪最悪最悪最悪。。。。    

全員全員全員全員のののの会議会議会議会議にににに

だけだっただけだっただけだっただけだった」」」」とととと（（（（泣泣泣泣

伊藤伊藤伊藤伊藤    

安全会議開催安全会議開催安全会議開催安全会議開催    

挨拶挨拶挨拶挨拶、、、、ﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄﾍﾙﾒｯﾄ着用着用着用着用

使用使用使用使用などなどなどなど 13131313 項目項目項目項目

めたルールめたルールめたルールめたルール。。。。    安全安全安全安全

りましょうりましょうりましょうりましょう!!!!!!!!

17171717 名名名名表彰表彰表彰表彰    

3.20 以上 

平均燃費：3.05
燃費：2.52 以上

ナディアパークナディアパークナディアパークナディアパーク 11111111 階階階階

しくはしくはしくはしくは伊藤伊藤伊藤伊藤までまでまでまで

エリ    

「「「「部長部長部長部長はいはいはいはい

気配気配気配気配がががが““““怒怒怒怒

次次次次のののの独独独独りりりり言言言言

んっとんっとんっとんっと、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・

のののの開会開会開会開会のののの挨挨挨挨

    

にににに対対対対するするするする準準準準

泣泣泣泣））））    

着用着用着用着用、、、、正正正正

項目項目項目項目のののの

安全安全安全安全やややや

!!!!!!!!    

3.05 以上 

以上です

階階階階））））    

までまでまでまで♪♪♪♪    

告知告知告知告知    

     


