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第 3 回活力朝礼コンクール 

平成 28年 2 月 28 日(日) in シーパレスリゾート 

第 3回目を迎えた活力朝礼コンクールは、総勢 168名の方が参加する大きな大会となりました。前回の活力朝礼コン
クールに増して、声の大きさやお辞儀の角度など全体的にレベルが向上していました。また、パフォーマンスの取り入

れ方からグループごとの特色がみられ、それぞれのグループで今まで以上に一体感を感じることができました。

今回は、優勝、準優勝、挨拶☺ 委員会特別賞としてグッドスマイル賞に加え、パフォーマンスに焦点を当てたグッド

パフォーマンス賞が新たに増えました。また、今回は長野県にある株式会社アップル運輸様より取締役経営企画室長下

条一成様がお越しくださり、入賞した方への景品にと、りんごジュースをいただきましたので特別賞としてアップル賞

を設けさせていただきました。

これまで、新聞社 3名様、オートテクノ株式会社様、役員、各グループでの評価で審査を行っておりましたが、今回
は、参加者全員が投票しましたので、これまで以上に社員の皆様の声を反映することができました。

優勝 運行 8G(第 7 の波 Seventh Wave) 

準優勝 部品定期 1G(TEAM 六三四) 

Q：栄えある優勝おめでとうございます。一言お願いします。
A1：グループ全員、一人ひとりが他人事ではなく責任感を持ってコンクールに臨ん

でくれました。限られた時間の中での練習となりましたが、このような賞をい

ただけて嬉しいです。ありがとうございました。(中村リーダー) 
A2：今回初めて活力朝礼コンクールの参加となりましたが、このような賞をいただ

くことができて嬉しく思います。ありがとうござい

ました。(飯田さん) 

写真後列左から、春日部長、中村允亮さん、飯田那央也さん、 

鈴木太士さん、関根幸多賀さん、喜田裕司さん 

前列左から清田伸明さん、水谷亮太さん、森本晋功さん、 

Q1：準優勝を獲得した感想をお願いします。
A1：グループを代表しまして、このような賞をいただきましてありがとうございま

した。毎月行っているミーティングでの練習の成果が今回の結果に繋がったと

思います。(河瀬さん) 
Q2：練習で心掛けたことは何ですか? 
A2：チームワークはばっちりだと思っていましたので、練習を一所懸命に頑張りま

した。(尾之内さん) 

写真後列左から、中野主任、村田健吾さん、伊藤秀俊さん、

神谷雄二さん、河瀬眞澄さん、瀬戸主任 

前列左から深田一仁さん、川合伸幸さん、 

梶村孝行さん、尾之内美穂さん 
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グッドスマイル賞 部品定期 2G(部品屋さん) 

グッドパフォーマンス賞 運行 4G(くまもん) 

アップル賞 運行 9G(チーム∞マン) 

Q：練習する時間をとることが難しかったと思いますが、どのように練習しましたか? 
A：アイディアは、宮瀬さんが出してくれました。練習は１回と当日のみでしたが、こ
のような賞をいただき、ありがとうございました。次回は、また皆でアイディアを出

し合って頑張ります。(牧原さん) 

Q：受賞した感想をお願いします。
A：当初の目標は、優勝することでしたが、優勝は惜しくも逃してしまいました。平澤さ
んが出してくれた案を基にグループの皆で考え、一所懸命頑張って練習しました。今

回賞を取れたことに感謝します。(南端リーダー)
写真後列左から平澤勝彦さん、南端繁行さん、沼田雄大さん、

伊藤和紀さん、冨田敦さん、稲橋係長 

前列左から杉山將雄さん、湯本貴士さん、森文孝さん 

写真後列左から、牧原香さん、中根数夫さん、藤井香織さん、

長谷川諒さん、吉田直輝さん、鈴木祐子さん 

前列左から金子昌代さん、宮瀬晴生さん、片桐千晴さん 

写真後列左から鈴木幹也さん、飯尾峰生さん、佐竹房美さん、鈴木晶久さん、春日部長

前列左から山本鐘文さん、早瀬正一さん、坂口晴己さん 

Q：受賞された感想をお願いします。
A：少ない練習時間でしたが、グループ全員が「元気よく」、そして「動きを合わせる」
ことを目標に取り組んだ結果、このような賞に繋がったのだと思います。この連帯感

を今後のミーティング等のグループ活動に活かしていきま

す。(鈴木幹也さん) 

永年勤続表彰 
5 年表彰

写真後列左から大井さん、関根さん、深田さん、 

三浦さん、山本雅則さん 

前列左から山本充紀さん、水野さん、中根さん、中神さん

「細く長く」が自分のモットー

ですので、これからも体を壊さ

ないように細く長く頑張ってい

きます。  混載 3G 山本雅則

これからも今まで

に引き続き、一所懸

命頑張ります。

混載 3G 三浦邦泰

いろいろあった 5年間でしたが、
乗り越えられたのは、良い仲間が

いたからです。健康に気をつけて

これからも頑張ります。お願いし

ます。  部品定期 1G 深田一仁

未熟者ですが、皆さ

んのご指導で一人前

になれるよう頑張り

ます。

運行 8G 関根幸多賀

最初は続けられるか不

安でしたが、皆様のご協

力のおかげでここまで続

けることができました。

これからも頑張りますの

で、宜しくお願いします。

倉庫 1G 大井博幸
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短いようで長いと

よく言われますが、

自分には短いと感

じる 5年間でした。
運行 6G 中神年朗

皆様のおかげで、5年間勤める
ことができました。これからも

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い致します。10年目指して頑張
ります。 運行 6G 水野喜充

ドライバーとしてま

だまだ未熟ですが、こ

れからも活躍していけ

るよう頑張ります。

運行 4G 中根数夫

他の模範となれる

よう、今後とも業務

に取り組んでいき

ます。

運行 6G 山本充紀

10 年表彰

15年表彰

20年表彰

子供が小さかったですが、ご理解

とご協力を頂けたので長く勤める

ことができました。これからも頑張

りますので、宜しくお願いします。

一般部業務課 若山真由美(左)

あっという間の 5 年でし
た。皆さんのおかげです。

今後もよろしくお願い致し

ます。

一般部業務課 鈴木美帆

本社から浜松東に移り、まだ

1年なので、初心を忘れずこれ
からも頑張ります。皆さんのご

協力をお願い致します。 

浜松東 1G 川原美紀

還暦祝 

10 年も経つと 30 代にもなるなと改めて
年数を感じました。今まで通り体調に気を

つけて頑張ります。運行 7G 大島龍一(右)

皆さんに助けられて 10年続ける
ことができました。これからも頑

張りますので、宜しくお願いしま

す。 浜松東 3G 三原宏之(中央)

この先の 10 年、健康に気をつけて今まで
以上に頑張ります。宜しくお願いします。

浜松東 3G 小久保弘(左)

あっという間

に過ぎたように

思います。10年
間大きな事故無

くこられたのも家族、会社のおかげで

す。これからも無事故で頑張ります。

浜松東 2G 小野間修

16年目に向かって、引き続き頑張らせていた
だきます。ありがとうございました。

部品定期 2G 佐竹房美(右)
若い子のように 5 年、10 年先のスパンでは考
えられませんが、衰えた体力を気力でカバーし

て頑張っていきます。 運行 8G 喜田裕司(中

庸車にいた時を含めると㈱マイシ

ンで働き始めて約 18年になります。
まだまだ未熟なところはありますが、

この先 5 年、10 年とより良い仕事が
できる様に頑張ります。

一般部配車課主任 中野俊一郎(左)

これからも健康に気をつけて頑張っ

ていきます。ありがとうございました。

倉庫 2G 鈴木正文(右)

新卒で入社してから、様々な立場になり、

今があります。ここまで会社に勤め続けられ

るような環境を整えていただいて本当に感謝

しています。私のように長く続けられる事務

員さんを増やせるよう、頑張っていきます。

一般部業務課 熊谷昌代(中央)

これからも頑張ります。5年後の 25年
表彰もいただけるように努めていきま

す。      混載 1G 小巻鉄春(左)

昨年 4 月に㈱マイシンに入社し
たばかりですので、まだ 1年生で
す。よろしくお願い致します。

部品定期 2G 伊藤秀俊(左)

今まで健康で仕事を続けること

ができたのも皆さんのご協力が

あったからだと思います。ありが

とうございます。

倉庫 1G 大井博幸(中央)

これからも命の続く限り頑張

りますので、よろしくお願いし

ます。 運行 9G 杉山將雄(右)

物流新聞に掲載 
物流新聞社 2社様が、第 3回活力朝礼コンク
ールについての記事を掲載してくださりまし

た。当日の様子や記者の方が感じたことが書か

れています。本社 2
階の食堂に掲載さ

れた記事を掲示し

ましたので、ぜひご

覧ください。
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小さな子供は、「なんで?」「どうしてこうなるの?」と、繰り返し質問をするものです。そのような時、大人はつい
「後でね」とごまかしたり、適当に聞き流してしまいがちです。

Nさんは、日頃からよく子供たちを公園へ連れて行ったり、一緒に遊んだりしています。ある時、録画しておいた
映画を子供と見ていると、「どうしてこの人は怒っているの?」「なんで泣いているの?」と子供が質問してきました。
映画に集中していた N さんは、煩わしさも相まって、適当に返事していました。映画が終わって、改めて子供の
質問を聞こうとすると、「もういい!」と言って、部屋を出ていってしまったのです。
こうした場合、映画に集中させるべきか、一つひとつ答えたほうがいいのか、判断に迷うところです。どちらにし

ても、子供の問に向き合って答えないと、好奇心を削いでしまうのだと強く感じたNさんです。
そして、子供に限らず、人の話には真摯に耳を傾けようと思ったのでした。

職場の教養：3月 13 日(日)より 

今日の心がけ：相手にきちんと向き合いましょう 

子供と向き合う 

冷食経験者ということで仕事の覚えが早く、教え

る側であるこちらとしても助かっています。覚える

ことが細かくて大変だと思いますが、早く独り立ち

できるように頑張ってください。

浜松東 2G 厚原信久

第 4回物流経営士合同勉強会 

新入社員紹介 

早く仕事を覚えて一人前になるよ

うに頑張ります。ご指導の程、よろ

しくお願い致します。

浜松東 2G 安元
やすもと

隆博
たかひろ

一日も早く仕事を覚え、自分にできること

を精一杯頑張ります。慣れない仕事でご迷惑

をお掛けすることもあるかと思いますが、や

る気は人一倍ありますので、ご指導の程よろ

しくお願い致します。  混載 2G 田中
た な か

淳子
じゅんこ

今まで冷凍部の女性ドライバーは自分一人だったので、仲

間ができて嬉しいです。覚えることがたくさんありますが、

頑張ってください。可愛い笑顔を絶やさずに、元気で仕事

をしてくだい。           混載 2G 影近栄子

有楽製菓株式会社様は、弊社の大切なお客様の中の１社で、日頃は配送業務をお手伝い

させていただいております。その有楽製菓株式会社様の豊橋夢工場を見学させていただ

き、知恵と工夫の詰まった最新鋭の機器や、それに携わる全ての人たちのまじめで地道で

愛のこもった改善活動、それらが日々積み重なった品質・効率の向上、その結果としてブ

ラックサンダーが市場に広く受け入れられているのだということを実感させられる半日

でした。業種は違いますが、弊社でも取り組むべきことがまだまだあるということを改

2月 19日(金)に第 4回物流経営士合同勉強会が株式会社マイシンで開催されました。この勉強会は、物流大学校を卒
業した物流経営士の方々が集まり、お互いに最近の取り組みや成果などを報告し、他社の良いところを自社に持ち帰り

事業の改善に役立てるなど、大変有意義な情報交換の場です。今回は、全国から約 20名の方が参加され、有楽製菓株
式会社様の豊橋夢工場の見学と、弊社での情報交換会を行いました。

弊社にて勉強会の様子 

めて感じることができました。勉強させて頂き、ありがとうございました。

その後、弊社へお越しいただき、情報交換会を行いました。各社様の日頃の取り組みは、弊社にとってもよい刺激に

なりました。また、同業者だからこそ似た悩みを抱えていることも分かり、互いに相談しあうことでわずかながらも解

決の道筋が見えてくるなど、今後の仕事のやる気につながる会となりました。その後は、社内を見学していただき、貴

重なアドバイスをお聞きすることができました。皆様ありがとうございました。これからも社業発展に向けて頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。                       一般部部長 春日彰吾


