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春節春節春節春節（（（（中国中国中国中国のののの旧正月旧正月旧正月旧正月

らいらいらいらいごごごご存存存存じですかじですかじですかじですか

変変変変わりましたわりましたわりましたわりました

子供子供子供子供にににに渡渡渡渡すすすす際際際際にににに

ではではではでは「「「「割割割割りりりり切切切切

文化文化文化文化のののの違違違違いなんですねいなんですねいなんですねいなんですね

。。。。    願願願願いとはいとはいとはいとは

ったったったった出来事出来事出来事出来事がありましたがありましたがありましたがありました

コンテナもコンテナもコンテナもコンテナも

藤藤藤藤はははは絶対絶対絶対絶対にににに

内内内内でインフルでインフルでインフルでインフル

ングングングングでででで後藤後藤後藤後藤

まさかまさかまさかまさか、、、、後藤後藤後藤後藤

気気気気のののの中中中中、、、、「「「「ごめんねごめんねごめんねごめんね

休休休休まれたらまれたらまれたらまれたら

でもでもでもでも出勤出勤出勤出勤してしてしてして

ましたましたましたました。。。。    

うなうなうなうな顔顔顔顔でででで返事返事返事返事

邪邪邪邪でもなくでもなくでもなくでもなく

ことにことにことにことに 体体体体 がががが

（（（（笑笑笑笑）））） 

自主点検自主点検自主点検自主点検

少少少少しずつしずつしずつしずつ日日日日

イバーイバーイバーイバーがががが出庫出庫出庫出庫

とてもとてもとてもとても誇誇誇誇らしくらしくらしくらしく

んでんでんでんで考考考考ええええ、、、、
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広報広報広報広報        

旧正月旧正月旧正月旧正月））））のののの

じですかじですかじですかじですか？？？？    調調調調

わりましたわりましたわりましたわりました。。。。    日本日本日本日本

にににに中国中国中国中国ではではではでは

切切切切れるれるれるれるのはのはのはのは

いなんですねいなんですねいなんですねいなんですね～。～。～。～。

いとはいとはいとはいとは、、、、願願願願ええええばばばば

がありましたがありましたがありましたがありました

コンテナもコンテナもコンテナもコンテナも雑貨雑貨雑貨雑貨のののの配車配車配車配車

にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな存在存在存在存在

でインフルでインフルでインフルでインフル感染者感染者感染者感染者がががが

後藤後藤後藤後藤もももも高熱高熱高熱高熱をををを出出出出

後藤後藤後藤後藤さんもさんもさんもさんもインフルインフルインフルインフル

ごめんねごめんねごめんねごめんね、、、、後藤後藤後藤後藤

まれたらまれたらまれたらまれたら困困困困るからるからるからるから、、、、

してしてしてして」」」」とととと社長社長社長社長

    「「「「ああああ、、、、はぃはぃはぃはぃ

返事返事返事返事してしてしてしてましたがましたがましたがましたが

でもなくでもなくでもなくでもなく、、、、インフルがインフルがインフルがインフルが

がががが 反応反応反応反応 しただけでしたしただけでしたしただけでしたしただけでした

自主点検自主点検自主点検自主点検のののの

日日日日がががが長長長長くくくくなりなりなりなり

出庫出庫出庫出庫前同様前同様前同様前同様にににに

らしくらしくらしくらしく思思思思うとうとうとうと

、、、、動動動動くくくく。。。。大切大切大切大切
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のののの影響影響影響影響からかからかからかからか

調調調調べてべてべてべてみるとみるとみるとみると

日本日本日本日本とととと共通共通共通共通するするするする

ではではではでは「「「「偶数偶数偶数偶数がががが割割割割

のはのはのはのは良良良良くないくないくないくない」」」」

～。～。～。～。    でもでもでもでも、、、、

ばばばば叶叶叶叶うものではなくうものではなくうものではなくうものではなく

がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

配車配車配車配車もももも出来出来出来出来るるるる後後後後

存在存在存在存在。。。。    事務所事務所事務所事務所

がががが出出出出たたたたタイミタイミタイミタイミ

出出出出ししししましたましたましたました。。。。

インフルインフルインフルインフル？？？？のののの空空空空

後藤後藤後藤後藤さんにさんにさんにさんに今今今今

、、、、例例例例えインフルえインフルえインフルえインフル

社長社長社長社長にににに頼頼頼頼まれてまれてまれてまれていいいい

はぃはぃはぃはぃ。。。。」」」」とととと泣泣泣泣きそきそきそきそ

ましたがましたがましたがましたが結局風結局風結局風結局風

インフルがインフルがインフルがインフルが出出出出たというたというたというたという

しただけでしたしただけでしたしただけでしたしただけでした

のののの様子様子様子様子    

なりなりなりなり、、、、いつもよりいつもよりいつもよりいつもより

にににに自主的自主的自主的自主的にににに

うとうとうとうと同時同時同時同時にとてもにとてもにとてもにとても

大切大切大切大切ななななことをことをことをことを
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からかからかからかからか物量物量物量物量がががが減少減少減少減少

みるとみるとみるとみると““““爆竹爆竹爆竹爆竹ををををたくさんたくさんたくさんたくさん

するするするするおおおお正月正月正月正月恒例恒例恒例恒例

割割割割りりりり切切切切れるかられるかられるかられるから

」」」」ととととされていされていされていされてい

、、、、家族家族家族家族のののの健康健康健康健康

うものではなくうものではなくうものではなくうものではなく、、、、叶叶叶叶

後後後後

事務所事務所事務所事務所

タイミタイミタイミタイミ

。。。。    

空空空空

今今今今

えインフルえインフルえインフルえインフル

いいいい

きそきそきそきそ

結局風結局風結局風結局風

たというたというたというたという

しただけでしたしただけでしたしただけでしたしただけでした

    

そこでそこでそこでそこで

対策対策対策対策

いつもよりいつもよりいつもよりいつもより早早早早くくくく車庫車庫車庫車庫

にににに点検点検点検点検ををををしていますしていますしていますしています

にとてもにとてもにとてもにとても嬉嬉嬉嬉しくなりしくなりしくなりしくなり

ことをことをことをことを教教教教えてもらいましたえてもらいましたえてもらいましたえてもらいました
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減少減少減少減少するこのするこのするこのするこの

たくさんたくさんたくさんたくさん鳴鳴鳴鳴

恒例恒例恒例恒例行事行事行事行事もももも多多多多

れるかられるかられるかられるから良良良良いいいい」」」」

されていされていされていされていませんかませんかませんかませんか

健康健康健康健康やややや交通安全交通安全交通安全交通安全

叶叶叶叶えるべくえるべくえるべくえるべく

 

そこでそこでそこでそこで．．．．．．．．．．．．

対策対策対策対策ですですですです    

告告告告    

車庫車庫車庫車庫にににに戻戻戻戻ったったったった

していますしていますしていますしています。。。。    

しくなりしくなりしくなりしくなりましたましたましたました

えてもらいましたえてもらいましたえてもらいましたえてもらいました!!!!!!!!    
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するこのするこのするこのするこの季節季節季節季節ですがですがですがですが

鳴鳴鳴鳴ららららすすすす賑賑賑賑やかなやかなやかなやかな

多多多多くあるようでくあるようでくあるようでくあるようで

」」」」とさとさとさとされているそうでれているそうでれているそうでれているそうで

ませんかませんかませんかませんか？？？？    行事行事行事行事はははは

交通安全交通安全交通安全交通安全、、、、商売繁盛商売繁盛商売繁盛商売繁盛

えるべくえるべくえるべくえるべく動動動動くことがくことがくことがくことが

．．．．．．．．．．．．    

    

    知知知知    

上記上記上記上記

ようようようよう

様様様様にはごにはごにはごにはご

ごごごご協力協力協力協力

ったったったったドラドラドラドラ

    

ましたましたましたました。。。。進進進進

    

堅堅堅堅くてくてくてくて動動動動

くいくいくいくいツイストロツイストロツイストロツイストロ

ックレバーにックレバーにックレバーにックレバーに

滑油滑油滑油滑油をさしてをさしてをさしてをさして

がががが使使使使いいいい易易易易

ににににメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス
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                    3333 月号月号月号月号

ですがですがですがですが、、、、みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは

やかなやかなやかなやかなおおおお祭祭祭祭りりりり””””

くあるようでくあるようでくあるようでくあるようですすすす。。。。    例例例例

れているそうでれているそうでれているそうでれているそうですがすがすがすが

はははは同同同同じでもじでもじでもじでも概念概念概念概念

商売繁盛商売繁盛商売繁盛商売繁盛にににに関関関関してはしてはしてはしては

くことがくことがくことがくことが大切大切大切大切だとだとだとだと当社当社当社当社

僕僕僕僕がががが

れてもれてもれてもれても

んじゃなぃんじゃなぃんじゃなぃんじゃなぃ

上記上記上記上記3333名名名名ももももコンテナコンテナコンテナコンテナ

ようようようようにににに特訓特訓特訓特訓にににに入入入入りましたりましたりましたりました

にはごにはごにはごにはご迷惑迷惑迷惑迷惑おおおお掛掛掛掛

協力協力協力協力のののの程宜程宜程宜程宜しくおしくおしくおしくお

タイヤのタイヤのタイヤのタイヤのナットにナットにナットにナットに

いかいかいかいかひとつずつひとつずつひとつずつひとつずつ

ナットナットナットナットのゆるみはのゆるみはのゆるみはのゆるみは

ながるのでながるのでながるのでながるので

欠欠欠欠かせませんかせませんかせませんかせません

動動動動かしにかしにかしにかしに

ツイストロツイストロツイストロツイストロ

ックレバーにックレバーにックレバーにックレバーに潤潤潤潤

をさしてをさしてをさしてをさして皆皆皆皆

易易易易いよういよういよういよう

メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス!!!!!!!!    
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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    
月号月号月号月号    No.No.No.No.

みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは春節春節春節春節についてについてについてについて

””””というだけというだけというだけというだけ

例例例例えばえばえばえばおおおお年玉年玉年玉年玉

すがすがすがすが、、、、日本日本日本日本

概念概念概念概念がががが違違違違うってやっぱうってやっぱうってやっぱうってやっぱ

してはしてはしてはしては万国共通万国共通万国共通万国共通

当社当社当社当社ドライバードライバードライバードライバー

がががが 4444 人人人人になればになればになればになれば

れてもれてもれてもれても配車回配車回配車回配車回せせせせ

んじゃなぃんじゃなぃんじゃなぃんじゃなぃ？？？？    

コンテナコンテナコンテナコンテナ////雑貨雑貨雑貨雑貨のののの

りましたりましたりましたりました。。。。おおおお

掛掛掛掛けけけけ致致致致しますがしますがしますがしますが

しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします

ナットにナットにナットにナットにゆるみがゆるみがゆるみがゆるみが

ひとつずつひとつずつひとつずつひとつずつ点検点検点検点検しますしますしますします

のゆるみはのゆるみはのゆるみはのゆるみは大事故大事故大事故大事故

ながるのでながるのでながるのでながるので忙忙忙忙しくてもしくてもしくてもしくても

かせませんかせませんかせませんかせません!!!!!!!!    

1169 
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年 2 月発行

    
No.No.No.No.46464646    

についてについてについてについてどのくどのくどのくどのく

というだけというだけというだけというだけだっただっただっただった印象印象印象印象

年玉年玉年玉年玉、、、、大人大人大人大人からからからから

日本日本日本日本ではおではおではおではお祝祝祝祝いのいのいのいの

うってやっぱうってやっぱうってやっぱうってやっぱ

万国共通万国共通万国共通万国共通なななな気気気気がしまがしまがしまがしま

ドライバードライバードライバードライバーにににに教教教教えてえてえてえて

になればになればになればになれば誰誰誰誰がががが倒倒倒倒

せせせせたりたりたりたりすすすするるるる

    

のののの配車配車配車配車回回回回せるせるせるせる

おおおお電話電話電話電話頂頂頂頂くくくく皆皆皆皆

しますがしますがしますがしますがごごごご了承了承了承了承、、、、

しますしますしますします!!!!!!!! 

ゆるみがゆるみがゆるみがゆるみがなななな

しますしますしますします。。。。    

大事故大事故大事故大事故につにつにつにつ

しくてもしくてもしくてもしくても点検点検点検点検はははは

月発行 

どのくどのくどのくどのく

印象印象印象印象

からからからから

いのいのいのいの

うってやっぱうってやっぱうってやっぱうってやっぱりりりり

がしまがしまがしまがしま

えてえてえてえて

せるせるせるせる

皆皆皆皆

、、、、
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今月号今月号今月号今月号はははは私私私私

なんせなんせなんせなんせ、、、、初初初初

まずはまずはまずはまずは自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介

入社入社入社入社からからからから２０２０２０２０

いいいい出出出出したのがしたのがしたのがしたのが

通通通通いいいい、、、、管理職講習管理職講習管理職講習管理職講習

夕方夕方夕方夕方事務所事務所事務所事務所

かパソコンがかパソコンがかパソコンがかパソコンが

るとるとるとると『『『『またぁまたぁまたぁまたぁ

それもそれもそれもそれもこれもこれもこれもこれも

““““全全全全ててててがチャンスとがチャンスとがチャンスとがチャンスと

奮奮奮奮いいいい立立立立たせておりますたせておりますたせておりますたせております

ももももあとあとあとあと 2222 回回回回

    

社長社長社長社長：「：「：「：「付付付付きききき

部長部長部長部長：「：「：「：「次次次次からはからはからはからは

    

人前人前人前人前でででで話話話話すすすす

昨年昨年昨年昨年 6666 月月月月からからからから

けどけどけどけど、、、、みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは

    

講演会講演会講演会講演会

名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市主催主催主催主催

セミナーセミナーセミナーセミナー（（（（2/3 2/3 2/3 2/3 

講演会講演会講演会講演会』』』』のののの依頼依頼依頼依頼

長谷川長谷川長谷川長谷川がががが発表発表発表発表

型型型型にかかってしまにかかってしまにかかってしまにかかってしま

たたたた。。。。    

全日本全日本全日本全日本トラックトラックトラックトラック

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰにﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰにﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰにﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰに

消消消消にににについてついてついてついて

直前直前直前直前までまでまでまで長谷川長谷川長谷川長谷川

でででで何度目何度目何度目何度目かのかのかのかの

ドライブドライブドライブドライブ活動内容活動内容活動内容活動内容

感感感感できたできたできたできた講演講演講演講演

桜運輸 

私私私私、、、、昨年昨年昨年昨年 6666 月月月月よりよりよりより

初初初初めてのめてのめてのめてのことなのでことなのでことなのでことなので

自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介をををを兼兼兼兼ねておねておねておねてお

２０２０２０２０数年数年数年数年のののの間間間間

したのがしたのがしたのがしたのが昨年昨年昨年昨年のののの今今今今

管理職講習管理職講習管理職講習管理職講習・・・・教育教育教育教育

事務所事務所事務所事務所にににに戻戻戻戻ってからってからってからってから

かパソコンがかパソコンがかパソコンがかパソコンが素直素直素直素直にににに言言言言

またぁまたぁまたぁまたぁ？？？？今度今度今度今度はははは

これもこれもこれもこれも社長社長社長社長がががが血迷血迷血迷血迷

がチャンスとがチャンスとがチャンスとがチャンスと受受受受

たせておりますたせておりますたせておりますたせております

回回回回（（（（ひゃっほひゃっほひゃっほひゃっほ

きききき合合合合いいいい長長長長いのにいのにいのにいのに

からはからはからはからは 1111 人人人人

すすすす機会機会機会機会もももも増増増増ええええ

からからからから数数数数えるとえるとえるとえると

みなさんはみなさんはみなさんはみなさんはきっときっときっときっと

講演会講演会講演会講演会報告報告報告報告

主催主催主催主催のののの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

2/3 2/3 2/3 2/3 ｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙ

依頼依頼依頼依頼をををを頂頂頂頂きききき

発表発表発表発表させてさせてさせてさせて頂頂頂頂

にかかってしまにかかってしまにかかってしまにかかってしまったためったためったためったため

トラックトラックトラックトラック協会協会協会協会青年部会青年部会青年部会青年部会

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰにﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰにﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰにﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝのﾊﾟﾈﾗｰに選定頂選定頂選定頂選定頂

ついてついてついてついて当社当社当社当社でのでのでのでの取取取取

長谷川長谷川長谷川長谷川用用用用にまとめられたにまとめられたにまとめられたにまとめられた

かのかのかのかの極度極度極度極度のののの緊張緊張緊張緊張

活動内容活動内容活動内容活動内容をををを紹介紹介紹介紹介

講演講演講演講演でしたでしたでしたでした!!!!!!!!    
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よりよりよりより業務部業務部業務部業務部

ことなのでことなのでことなのでことなので少少少少しししし

ねておねておねておねてお話話話話させてさせてさせてさせて

間間間間ドライバードライバードライバードライバー

今今今今頃頃頃頃。。。。それからとそれからとそれからとそれからと

教育教育教育教育をををを受受受受けけけけてててて

ってからってからってからってから事務仕事事務仕事事務仕事事務仕事

言言言言うううう事事事事をををを聞聞聞聞いてくれなくていてくれなくていてくれなくていてくれなくて

はははは何何何何やったんですかやったんですかやったんですかやったんですか

血迷血迷血迷血迷ったからだったからだったからだったからだ

受受受受けとめますけとめますけとめますけとめます

たせておりますたせておりますたせておりますたせております((((笑笑笑笑))))    現在現在現在現在

ひゃっほひゃっほひゃっほひゃっほ～～～～いいいい♪♪♪♪））））。。。。

いのにいのにいのにいのに分分分分かってないなかってないなかってないなかってないな

人人人人でででで行行行行ってねってねってねってね

ええええ徐々徐々徐々徐々にににに話話話話がががが

えるとえるとえるとえると課長課長課長課長のののの PCPCPCPC

きっときっときっときっと『『『『そりゃそりゃそりゃそりゃ

    

報告報告報告報告♪♪♪♪    

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

ｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙｱｰﾄﾋﾟｱﾎｰﾙ））））にてにてにてにて『『『『

きききき行行行行ってってってって参参参参りましたりましたりましたりました

頂頂頂頂くくくく予定予定予定予定でしたがでしたがでしたがでしたが

ったためったためったためったため急遽急遽急遽急遽代行代行代行代行

青年部会青年部会青年部会青年部会全国大会全国大会全国大会全国大会

選定頂選定頂選定頂選定頂きききき、、、、トラックトラックトラックトラック

取取取取りりりり組組組組みみみみなどをなどをなどをなどを

にまとめられたにまとめられたにまとめられたにまとめられた

緊張緊張緊張緊張をををを味味味味わいまわいまわいまわいま

紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて頂頂頂頂
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業務部業務部業務部業務部輸送課輸送課輸送課輸送課でででで課長課長課長課長

しししし戸惑戸惑戸惑戸惑っていますがっていますがっていますがっていますが

させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます

ドライバードライバードライバードライバー職職職職にににに専念専念専念専念していましたがしていましたがしていましたがしていましたが

それからとそれからとそれからとそれからと言言言言うものうものうものうもの

てててていますいますいますいます。。。。毎日毎日毎日毎日

事務仕事事務仕事事務仕事事務仕事をををを片付片付片付片付けけけけ、、、、

いてくれなくていてくれなくていてくれなくていてくれなくて

やったんですかやったんですかやったんですかやったんですか？？？？壊壊壊壊

ったからだったからだったからだったからだ．．．．．．．．．．．．ちっきしょちっきしょちっきしょちっきしょ

けとめますけとめますけとめますけとめます””””とととと我我我我がががが社社社社

現在現在現在現在プライベートなプライベートなプライベートなプライベートな

。。。。    あとあとあとあと 2222 回回回回

かってないなかってないなかってないなかってないな～～～～

ってねってねってねってね♪♪♪♪」」」」    

がががが上達上達上達上達しているしているしているしている

PCPCPCPC 交換交換交換交換→→→→3333 台台台台

そりゃそりゃそりゃそりゃしゃしゃしゃしゃ～～～～ないわないわないわないわ

    ～～～～    課課課課

    

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＆＆＆＆エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ

『『『『エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ

りましたりましたりましたりました!!!!!!!!    実実実実

でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、前前前前日日日日

代行代行代行代行することとなりすることとなりすることとなりすることとなり

全国大会全国大会全国大会全国大会（（（（2/122/122/122/12

トラックトラックトラックトラック業界業界業界業界

などをなどをなどをなどを紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて

にまとめられたにまとめられたにまとめられたにまとめられた資料資料資料資料をををを使使使使いいいい

わいまわいまわいまわいまししししたたたた。。。。    

頂頂頂頂くことがくことがくことがくことが出来出来出来出来

ものものものもの凄凄凄凄くくくく

700700700700 名名名名

りましたりましたりましたりました

でででで紹介頂紹介頂紹介頂紹介頂

一見一見一見一見華々華々華々華々

考考考考ええええ、、、、事故事故事故事故

シャーのシャーのシャーのシャーの
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課長課長課長課長にににに就任就任就任就任しましたしましたしましたしました

っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、宜宜宜宜

きますきますきますきます。。。。    

していましたがしていましたがしていましたがしていましたが

うものうものうものうもの、、、、苦手苦手苦手苦手なパソコンをなパソコンをなパソコンをなパソコンを

毎日毎日毎日毎日朝朝朝朝からからからから夕方夕方夕方夕方

、、、、講習講習講習講習ややややセミナーのセミナーのセミナーのセミナーの

いてくれなくていてくれなくていてくれなくていてくれなくて、、、、さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより

壊壊壊壊ささささんんんんでででで下下下下さいさいさいさい

ちっきしょちっきしょちっきしょちっきしょ～～～～    

社社社社のモットーのひとつをのモットーのひとつをのモットーのひとつをのモットーのひとつを

プライベートなプライベートなプライベートなプライベートな時間時間時間時間のののの

回回回回！！！！！！！！    

～～～～♪♪♪♪    次次次次のセミナーのセミナーのセミナーのセミナー

しているしているしているしている課長課長課長課長ですがですがですがですが

台台台台目目目目なんなんなんなんですですですです

ないわないわないわないわ』』』』ってってってって思思思思

課課課課長長長長のののの独独独独りりりり

エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ

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

実実実実ははははこのこのこのこの講演講演講演講演

日日日日ににににインフルインフルインフルインフル

することとなりすることとなりすることとなりすることとなりましましましまし

2/122/122/122/12    京王京王京王京王ﾌﾟﾗｻﾞﾌﾟﾗｻﾞﾌﾟﾗｻﾞﾌﾟﾗｻﾞ

業界業界業界業界のののの生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上

させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました

いいいい発表発表発表発表することはとてもすることはとてもすることはとてもすることはとても

    がががが、、、、無事無事無事無事 350350350350

出来出来出来出来ましたましたましたました～～～～

くくくく緊張緊張緊張緊張したしたしたした前回前回前回前回

名名名名をををを前前前前にににに緊張緊張緊張緊張

りましたりましたりましたりました。。。。全国全国全国全国大会大会大会大会

紹介頂紹介頂紹介頂紹介頂くくくく予定予定予定予定ですのでごですのでごですのでごですのでご

華々華々華々華々しくしくしくしく見見見見えますがえますがえますがえますが

事故事故事故事故をををを起起起起こすこすこすこす

シャーのシャーのシャーのシャーの重重重重いこといこといこといこと。。。。
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しましたしましたしましたしました竹内竹内竹内竹内

宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい

していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、社長社長社長社長がががが

なパソコンをなパソコンをなパソコンをなパソコンを

夕方夕方夕方夕方までまでまでまで新人新人新人新人

セミナーのセミナーのセミナーのセミナーの宿題宿題宿題宿題

さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより編集長編集長編集長編集長

さいさいさいさい。。。。』』』』とととと冷冷冷冷

    なんてなんてなんてなんて思思思思うううう

のモットーのひとつをのモットーのひとつをのモットーのひとつをのモットーのひとつを

のののの多多多多くをくをくをくを費費費費やしやしやしやし

のセミナーのセミナーのセミナーのセミナー用意用意用意用意

ですがですがですがですが、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン

ですですですです。。。。課長課長課長課長はははは

思思思思ってってってってもらえますよねもらえますよねもらえますよねもらえますよね

りりりり言言言言    ～～～～

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・・・・

講演講演講演講演、、、、

インフルインフルインフルインフル AAAA

ましましましまし

ﾌﾟﾗｻﾞﾌﾟﾗｻﾞﾌﾟﾗｻﾞﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙ））））にてにてにてにて

生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上やややや人材不足解人材不足解人材不足解人材不足解

きましたきましたきましたきました。。。。    

することはとてもすることはとてもすることはとてもすることはとても

350350350350 名名名名以上以上以上以上

～～～～!!!!!!!!    またまたまたまたひとつひとつひとつひとつ

前回前回前回前回のののの講演講演講演講演

緊張緊張緊張緊張もももも少少少少なくなくなくなく、、、、

大会大会大会大会のののの詳細詳細詳細詳細はははは

ですのでごですのでごですのでごですのでご覧下覧下覧下覧下

えますがえますがえますがえますが、、、、常常常常にににに

こすこすこすこす事事事事なくなくなくなく事業事業事業事業

。。。。ふぅふぅふぅふぅ。。。。    

    編集長：

竹内竹内竹内竹内がががが独独独独りりりり言言言言をををを

いいいい致致致致しますしますしますします

がががが突然突然突然突然血迷血迷血迷血迷

なパソコンをなパソコンをなパソコンをなパソコンを克服克服克服克服するためするためするためするため

新人新人新人新人ドライバーのドライバーのドライバーのドライバーの

宿題宿題宿題宿題にににに手手手手をををを付付付付

編集長編集長編集長編集長のののの伊藤伊藤伊藤伊藤

冷冷冷冷たくたくたくたく言言言言われますわれますわれますわれます

うううう私私私私ではありませんではありませんではありませんではありません

のモットーのひとつをのモットーのひとつをのモットーのひとつをのモットーのひとつを無理無理無理無理やりやりやりやり

やしやしやしやし奮闘奮闘奮闘奮闘しているヤマネットしているヤマネットしているヤマネットしているヤマネット

用意用意用意用意してるからしてるからしてるからしてるから

パソコンパソコンパソコンパソコンのののの上達上達上達上達にににに

伊藤伊藤伊藤伊藤のののの対応対応対応対応

もらえますよねもらえますよねもらえますよねもらえますよね

～～～～        

にてにてにてにてﾊﾟﾈﾙﾊﾟﾈﾙﾊﾟﾈﾙﾊﾟﾈﾙ

人材不足解人材不足解人材不足解人材不足解

することはとてもすることはとてもすることはとてもすることはとても難難難難しくしくしくしく、、、、

以上以上以上以上のののの来場者来場者来場者来場者のののの

ひとつひとつひとつひとつ成長成長成長成長できたかなできたかなできたかなできたかな

講演講演講演講演↑↑↑↑のののの倍倍倍倍にあたるにあたるにあたるにあたる

、、、、楽楽楽楽しむしむしむしむ余裕余裕余裕余裕

はははは『『『『広報広報広報広報とらっくとらっくとらっくとらっく

覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。    

にににに新新新新しいしいしいしい取組取組取組取組

事業事業事業事業をををを進進進進めるめるめるめるプレップレップレップレッ

：伊藤 エリ

をををを担当担当担当担当させてさせてさせてさせて

しますしますしますします。。。。    

血迷血迷血迷血迷いいいい私私私私をををを課長課長課長課長

するためするためするためするためにパソコンにパソコンにパソコンにパソコン

ドライバーのドライバーのドライバーのドライバーの横乗横乗横乗横乗りりりり

付付付付けるのですがけるのですがけるのですがけるのですが

伊藤伊藤伊藤伊藤にににに泣泣泣泣くくくく泣泣泣泣くくくく

われますわれますわれますわれます。。。。    

ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

やりやりやりやり思思思思いいいい浮浮浮浮かべてやるかべてやるかべてやるかべてやる

しているヤマネットしているヤマネットしているヤマネットしているヤマネット

してるからしてるからしてるからしてるから♪♪♪♪    甘甘甘甘いなぁいなぁいなぁいなぁ

にににに行行行行きききき詰詰詰詰っているっているっているっている

対応対応対応対応がががが冷冷冷冷たいってたいってたいってたいって

もらえますよねもらえますよねもらえますよねもらえますよね♪♪♪♪    bybybyby 伊藤伊藤伊藤伊藤

、、、、そのそのそのその焦焦焦焦りからりからりからりから

のののの皆様皆様皆様皆様にににに当社当社当社当社

できたかなできたかなできたかなできたかな♪♪♪♪

にあたるにあたるにあたるにあたる

余裕余裕余裕余裕ががががああああ

とらっくとらっくとらっくとらっく』』』』

取組取組取組取組みをみをみをみを

プレップレップレップレッ

エリ    

させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

課長課長課長課長にするとにするとにするとにすると言言言言

にパソコンにパソコンにパソコンにパソコン教室教室教室教室にににに

りりりり指導指導指導指導をしをしをしをし、、、、

けるのですがけるのですがけるのですがけるのですが。。。。なかななかななかななかな

くくくく助助助助けをけをけをけを求求求求めめめめ

。。。。    

かべてやるかべてやるかべてやるかべてやる気気気気をををを

しているヤマネットしているヤマネットしているヤマネットしているヤマネット講習講習講習講習

いなぁいなぁいなぁいなぁ～～～～♪♪♪♪」」」」    

っているっているっているっている様子様子様子様子。。。。

たいってたいってたいってたいって言言言言いますいますいますいます

伊藤伊藤伊藤伊藤    

りからりからりからりから人生人生人生人生

当社当社当社当社のエコのエコのエコのエコ

♪♪♪♪とととと実実実実

     

。。。。

言言言言

にににに

、、、、

なかななかななかななかな

めめめめ

をををを

講習講習講習講習

    

。。。。

いますいますいますいます


