●第十一話 二度目の出向●
不安な旅立ちは突然やってき
ました。 吉田センターの作業価
格の値下げに限界を感じた発注
企業は、私の人件費を吉田センター
の経費計上から外すため、自社に出向
させるという選択をしました。 吉田センターの業務に学びも刺激
も薄れていると感じていた私にとっては良いチャンスと思い、持ち
掛けられたその話に「行きたい！」と反射的に返答していました。
当時のハマキョウレックス社は、近鉄物流（現在の近物レックス
社）を買収したことで、本業の物流センター業務に加え、メディカル
と食品業務（スーパーレックス社）と、トラック路線事業の「3 本柱」
が完成し、全国に約 70 センターを運営する年商規模 500 億円
企業（現在は 1,100 億企業）でありました。 同社の強みは「コス
ト競争力」であり、その真髄は「現場力」にありました。 各センター
で働くパート社員の日々行われる単純作業を KPI（重要業績評価
指標）で視える化し、ゲーム感覚で「改善した！」「今度はこういう方
法に変えてみたら？」等、意見を出し合っていました。 さらに管理し
ている社員も現場の中に入り「この様に改善したいが、どうすれば
出来る？」と収支日計表で出た数字を基に現場の皆に問いかけ、
改善策を導き出してもらう収支改善サイクルを生み出していまし
た。 こういった「現場力」を身をもって体感したいと願い、出向の日
が決まっていきました・・・・ （つづく）
いつもありがとうございます。
2022.７.20 代表取締役 橋口智規
カビの生えたパン。 一緒に包装されていたパンも食
べるのは控えた方がいいそうです。袋の中は有害な毒素が蔓延し
てしているため、一つでもカビが生えていたらアウトなのです…

第 4 回は 関東大型乗務員
さん

我が家の自慢は愛犬のくぅ
ミニチュアダックスの女の子♀
梅雨時期から初秋にかけて発症者が増える「夏型過敏性
肺炎」。 咳や発熱もあり、夏に起きやすいので夏風邪と間違われることも

８歳です。
息子がお店で当時生後半年ほど

あります。 日当たりの良くない家屋の畳や押し入れ、水回りに生息するト
リコスポロンと呼ばれるカビによって起こります。 エアコンの中に生じる、
いくつかのカビによっても同様の症状が起きます。
このほか過敏性肺炎の原因として、鳥の糞に含まれるタンパク質や、布
団やダウンジャケットに使われている羽毛に付着するタンパク質に対する

だった くぅに一目惚れをしたのが
きっかけで藤岡家へ迎え入れました！

アレルギーが原因となるケースもあります。
重い症状はないものの長く続く「慢性過敏性肺炎」の場合は厄介で、そ
の内治るだろうと市販の風邪薬などで済ませているうちに、肺が致命的
なダメージを受けることもあるので、症状が長引くまたは疑わしい場合は
呼吸器内科専門医を受診しましょう。

ナデナデしてあげると仰向けに
なるのが可愛いんです(≧▽≦)

➊ カビ退治は 40℃程度のお湯をかけると良い。
➋
➌
➍
➎

重曹はカビに効く。
黒カビ退治はスポンジでこする。
石鹸カスは洗浄成分が入っているのでカビの栄養源にはならない。
湿度と温度の２つの条件が揃うとカビはどこでも発生する。

➏ 浴室のカビ対策として入浴後に水を全て拭き取る方が良い。
➐ 浴室のカビ掃除は天井が最も重要である。
➑ 浴室のピンク汚れを放置しておくとカビが発生しやすい。
➒ エアコンのカビ対策としてフィルターを定期的に掃除すれば十分。

① ✕ 50℃以上が効果的 ② ✕ 洗浄効果はあるが殺菌・除菌の
効果無し ③ ✕ ④ ✕ ⑤ ✕ 湿度 60％以上、気温 20～30℃、 ➓ カビは氷点下では生きられないため、冷凍庫では発生しない。
栄養分の 3 つが揃うと発生 ⑥ ○ ⑦ ○ ⑧ ✕ ピンク汚れの ⓫ カビは人の皮膚でも生息している。
正体はカビ予備軍ではなくカビです ⑨ ✕ 送風機能を使ってエア ⓬ カビは水分を好むがダニは水分を好まない
ためカビとダニは同時に発生しない。
コン内を乾燥させることも必要 ⑩ ○ ⑪ ○ ⑫ ✕ ダニはカビ
答えはこちら
を餌とするのでカビが多い所にはダニも多い

性格はとってもお転婆さん♪
長所はほとんど吠えないところ。

短所はトイレがちゃんとでき
ないところと、犬のくせに
犬嫌いなところ。 お散歩中
に他の犬に遭遇すると真っ先
に逃げます。 何もな～い、何
も見えな～いと言わんばかり
に相手の存在を無視し引き返します(笑)
普段は毛並みが長く
フサフサですが、今は暑
くなってきたのでサマー
カットしました
くぅの可愛さに藤岡家み
んなが癒されてます♬

njoy

arusoh

ife
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アンケート 6 月号で聞きました♬

2022 年 7 月 1 日(金)・5 日(火) 第 1・2 回 ハイキュー★ATK ＠牧之原市立細江小学校 体育館
皆さ～ん！ 2 年振りにやっと新しい部活が出来ましたよ～！！
社長へ。
毎月丸総魂（社長メッセー
ジ）を楽しみにしています。
【匿名希望】

カート部🏎丸ゴル会⛳サバゲー部に続き、今回はなんと男女・国籍
混合バレー部🏐 丸総の派遣社員さんを中心に創部しました♪(*^^)v
週１～２日で小学校の体育館を借りて行うのですが、派遣先である
ATK で働く社員さん、実習生さん、他派遣社員さんも非正規メンバーとし

て多数参加してくれています！ この季節の体育館…その場にいるだけ
で暑い！ 滝のように流れる汗！ ネット張るだけで
汗だく～💦こりゃ痩せますなぁ～(≧▽≦)✨

新入部員 welcome🎶
フィリピンの方が多数来てくれているのですが、身体能力が高す
ぎてツイテイケナイ(＠_＠;)💦 日本人vsフィリピン人で対戦した

同僚 RONALD
BOLOTAOLO さんへ。
「日本は○○？」「フィリ
ピンは○○○！」フィリピ
ンのこと教えてくれてあ
りがとう。少しずつフィリ
ピンのこと勉強するね。
【匿名希望】

時は、接戦の末…負けました😂 男性が多いと白熱しすぎてもう
手が出せません(笑) しかし陽気なお国柄の方々♪本当に楽し
そうで見ているだけでも面白くて、こちらのテンションまで上がり
ます⤴⤴体力の衰えが半端ない私は隣のコートで縄跳び（基礎体力作り）
から始めよ～っと(笑) お子さんを連れてくる方もいますし、初心者も
たくさんいますよ🔰 見学だけでもＯＫなので、練習日を知りたい方、
興味がある方は総務白土・石神まで～👉📱0548-32-1020
ぜひ一緒に縄跳びから始めませんか！？😜って違うかー！！✋

３人に乗られてる（笑）➚

いっぱい運動して、いっぱい汗をかいて、いっぱい食べて（お酒はほどほどに）、健康的になりましょう～！

荒木センター長へ。
また飲みに行こう‼
【鶴見石森】

会長へ。
路頭に迷いかけたあの
時、採用して下さってあ
りがとうございました。
少しでも恩返しできれ
ばと思っています。
【匿名希望】

焙煎あずき茶さま。
アンケートプレゼント
が当たりません。
是非、我が家を選ん
でください。
【市川宗誉】
✨奇跡！？↑当たりましたよ！！
おめでとうございます♪

『悩 MEL 伝言板』まだまだ募集中 (｀･ω･´)ゞ
アンケートでの投稿お待ちしておりま～す♪

6 月号当選者発表！！（２１名の応募がありました☆彡）
★焙煎あずき茶・・・市川 宗誉さん
★高級ツナ缶・・・石村 充さん ★東京ラスク・・・藤岡 直也さん
★ビール共通券・・・柴田 綾子さん 平識 麻美さん
↓次回抽選でプレゼント♪
★美酢カラマンシー 900 ㎖×12 本・・・・・・・・・・・・・・1 名様
★キリン 生茶 2ℓ×6 本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 名様
★アサヒ飲料 すこやかカルピスギフト 27 缶入り・・・・1 名様
★風雅 風雅巻き詰合せ 24 本入り・・・・・・・・・・・・・・・1 名様
★ビール共通券 770 円× 2 枚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 名様

アンケート用紙は各拠点の回収袋、または広報委員へ
直接お渡し下さい。 応募締め切り 8/10(水)

