
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腕に右利き・左利きがあるように、 

ほとんどの人が左右どちらか片側で噛む 

癖があります。 日本人はお箸を使って食事 

をすることが多いので、右でお箸を持つ人は口の左側

に食べ物を運びがちで、 左の人はその逆になる 

ためだとも言われています。そのため、 右利き 

の人は左側、左利きの人は右側で噛むこと 

が多いようです。 

噛み癖が起こす様々な弊害 

極端な片噛みを続けていると、知らないうちに身体

にも様々な悪影響を及ぼしかねません。 

① 噛み合わせが悪くなる・・・片方の歯ばかりに力を

かけ続けていると徐々に歯が傾いてきて、噛み合わせ 

がずれていく原因となります。歯並び 

にも歪みが起き、ひいては顎関節症 

の原因にも。 

② 顔が歪んでくる・・・左右均等に顔の筋肉を 

使えないために、よく使われる方の筋肉ばかり 

引き締まりもう一方の側は逆に筋肉が緩んで 

たるんだ感じになり、顔が左右非対称に歪んできます。 

③ 身体のバランスが崩れてくる・・・顎と首の筋肉は連 

動しているので、片噛みを続けると首の筋肉 

がそちら側の筋肉に引っ張られ、首が片噛 

みの側に傾いていき、さらに肩・腰へと伝わ 

り、姿勢も崩れていきます。 

片噛みを直す簡単トレーニング 

①キシリトールの粒ガムを3個用意 

②よく噛む側に1個、普段使わない側に2個含む 

③姿勢を正して、顎を引きリズミカルによく噛むだけ！ 

※ポイントは休まず噛み続けること。 

一回5～10分で、一日1～3回が目安。 
 

左右対称に限りなく近い人、それが美形だそうで 

１,０００人に1人の割合で存在するそうです。 

                                                ●第四話  変化にもまれて● 

吉田町川尻（本社より海側の場所）に、 道を隔てて 

二つの黄色い倉庫が建っています。 一棟は3,000 

坪、 もう一棟は4,500坪。 その倉庫オペレーションの 

依頼を受け2名の社員を採用し、 社名入りフォークリフ 

トも導入。 医薬品の荷役請負い業務がスタートしました。 

その内のお一人が、 現在清水物流センターで活躍中の増田繁男さんです。 

しばらく平和な日々が続いていたある日、 荷主である医薬品メーカーが元請け物流

企業を変更するという激変が起こりました。 当社はその元請け企業のアンダーで業務を

行っていたので、 当然このセンターから一緒に撤退となるはずでした。 しかし、 新しく元

請けとなる物流企業のアンダーで実務を任されることとなった川崎運送社が、 センター

視察の際に社名入りフォークリフトを見つけ、 トラック運送事業で繋がりのあった当社に

気付き、 新たに始まる荷役作業も手伝ってもらえないか？ という話に展開していったの

です。 橋口社長（現会長）はここをチャンスと捉え、 撤退する元請け企業へ“頭が変わっ

ても現場は継続したい“旨の理解を必死で求め、 既存のお客様との関係性を維持しな

がら、 新たな荷役請負い業務の再スタートを切ることが出来たのでした。 

そして、 それは同時に、 私の川崎運送社への出向が決まった瞬間でもありました。 

（つづく） いつもありがとうございます。  

2021.12 .15  代表取締役 橋口智規 

 

 

その年の世相を表す『今年の漢字』が 

１２/１3(月)に発表になりました。 

２０21年は…  「金」  でした。  

東京オリンピック・パラリンピックで日本人選手が金メダルを 

過去最多数獲得したことなどが選ばれた理由のようです。 

また、 2位は「輪」 3位は「楽」 4位は「変」 5位は「新」で 

した。 今回、アンケートの応募では 

1位「金」…8名        2位「耐」…5名 

3位「輪」…4名        4位「明」…3名 

5位「感」 「波」 「変」 「刃」・・・2名 

と、オリンピックに寄った方(20名)と、 新型コロナウイルスに 

寄った方(25名)に大きく分かれる結果となりました。 

ということで、『今年の漢字』ご応募・回答者48名の内、見

事予想的中された方は 8名 !  

 

今年の新米10 ｋｇ ・・・ 中村貴哉さん 

〃              5 ｋｇ ・・・ 藤牧千花子さん  ・  西野有介さん 

山田屋うどん8人前 ・・・ 川目美紗さん  ・  石井正樹さん 
 

そしてナント！ 残念ながら抽選から漏れてしまった３名の方 

八木伸子さん ・ 白圡誠子さん ・ 新庄謙三さん  にも、会長の恩情 

により  山田屋うどん4人前  をプレゼントします      
ꉂꉂ(ᴖ ᗜᴖ*)おめでとうございます！ 

       たくさんのご応募ありがとうございました！ 

抽選の結果は♪ 

 

 

 

  つい見せたくなる ・ 話したくなるような家族（親戚）やペット、 家や愛車、 庭や畑、 

ちょっと自慢してみませんか？ 自分に関わるものなら力自慢や筋肉自慢💪プチ自慢

でも何でもＯＫ！ アンケートでどしどしお寄せください♪ 

 

〇予防接種費用の全額助成は１/31(月)〆切です。 医療機関名、「インフルエンザ」の 

明記がされている領収証を提出。 詳細は配布物や掲示物等でご確認下さい。 

〇 本社は、12/28(火)が仕事納め、 新年は1/4(火)が仕事始めとなります。 

今年も残すところあとわずか。 2021年はどんな一年でしたか？ ２０２2年はどんな一年

にしたいですか？（ *ᴗ ᴗᴗ） それでは皆さんよいお年を～（*́ ︶ *̀）ﾉ" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート１1月号で聞きました♬  年末年始の過ごし方は？ 

～ わいわい アクティブ編 ～ 

●子供たちも揃っての賑やかな時間は盆と正月くらい！ ワイワイと夜

遅くまで飲み語ります ●家族みんなで集まって、おでん ＆ まぐろにぎ

り寿司(手作り)を食べる‼ ●甥っこ ・ 姪っこにデレデレして、 お年玉

取られてぴえん(TДＴ ) ●町内の元旦祭でお酒をふるまって厄年会

のメンバーと飲んだくれます ●毎年、大晦日に鰹 ・ 昆布からだしを

取り年越しそばを作ります・・・年越しはそば、正月三が日は“おせち”

じゃなくて巷じゃ“おでん🍢”が新常識！？ 

～ のんびり まったり編 ～ 

●大掃除をして朝まで韓国ドラマ視聴💖(初夢でパクソジュンを見

る) ●大掃除⇒テレビを観る⇒寝る ●大量におでんを作ってやり過

ごす ●特別な事は無いですが、たくさんお餅を食べたいなぁ ●おこ

たっ(こたつ)＆おみかん ●お酒飲みながらＲ Ｉ Ｚ Ｉ Ｎ テレビ観戦。 コレ

しか楽しみがない(泣) ●まだ田舎には帰省できないので家呑み… 

●食べて寝る ●よく寝てよく食べてよく飲む‼ ●呑んで食べて寝ま

す！ ●ひたすら飲みまくる ●酒ざんまい ●ぐーたら過ごす。 ヲタク特

有の自宅警備 ●家でゆっくり ●のんびり ●まったり ●ゴロゴ

ロ ・・・もういいよ～。 わかりましたよ(≧▽≦)  食べるか飲むか寝るか!! 

皆さんとってもシンプル～(笑) 

～ お出かけ編 ～ 

●東京か名古屋へ買い物いけたらいいな ●今年は２年ぶりに福岡

の実家に帰省します ●年内は仕事っぽい・・・終わったら実家に帰り

ます。 寄り道しながら♪ ●旦那さんの実家へ旦那さんと子供達だけの、

毎年恒例新幹線帰省♪その間に残った大掃除をして、とっても静か

な年越し。帰省の日程によって、年始に家族が揃っていれば初日の

出を見に行きます ●海に初日の出を子供と見に行きます ●大掃除

⇒年越しそば⇒実家⇒親戚 ●長男が入籍したので親戚への挨拶

回りです ●初もうで・・・大掃除、 初日の出🌅、 初詣⛩、 実家帰省。 

これぞ日本のお正月って感じですね。 

～ 番外編 ～ 

●のんびり仕事・・・(。́ ・ω・)ん? ●良い年を迎える事が出来る様、

苦行の毎日を過ごします・・・ん?ん？ 怖いのでツッコみませんよ(笑) 

              皆さんご協力ありがとうございました！！ 

 

11月号当選者発表！！（48名の応募がありました☆彡） 

★プレミアムモルツ・・・長井  剛さん     ★お煎餅・・・中村輝美さん 

★はごろもシーチキン・・・米村剛弘さん  

★ホテイフーズ缶詰・・・小林充典さん ★図書カード・・・古賀優花さん 

↓次回抽選でプレゼント♪ 

 

 

 

 

 

 

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。   

★ サントリープレミアムモルツ 天然水 

＜香る＞エール350ml×24本  ・・・1名様 

★大塚ボディメンテドリンク500ｍｌ×24本  ・・・1名様 

★GOSTO COFFEE（コーヒー粉×3袋）   ・・・1名様 

★ユニー商品券1，000円      ・・・1名様 

★ 図書カード500円     ・・・1名様 

★ 

次回は増田さんのご指名で 

本社 利用運送事業部 の さんです！！

新入部員welcome      

 

次のバトンはだれの手に!? 

今回は、 整備事業部 の   さん！！ 

【5月】さし芽 【7月】9号鉢に植え替え 

 

【9月】これぐらいに 

成長します 

【１１月】綺麗に咲きます❀ 

12年間、やっていますが 

満足いくお花が出来ません(>_<) 

arusoh njoy ife 

◆◇◆◇ 部 活 動 報 告 2021 ◇◆◇◆ 

12/12(日) 第6回丸ゴル会  

              ＠富士ロイヤルカントリークラブ 

4ヵ月ぶりの開催となった丸ゴル会⛳  

今回、OBや外部会社等はおらず、丸総 

現役メンバー16名で競い合いました。 

 今回はロケーションが最高✨ 

富士山が一望できていい眺め～🗻そして寒いと思って着込んで 

行ったら日差しがぽかぽか☀ 打球を探 

して歩けば汗だくになるくらい暑かった 

ようです💦 とても楽しかったようで、翌日 

手首が腱鞘炎になった方も居たとかい 

ないとか(   ^  3 )゚～♪ 

今回は、 清水乗務員 永嶋さんがベスグロ賞・ニアピン賞✨  

同じく清水乗務員 平岡さんがドラコン賞・ニアピン賞👏 
 

ランキングは👇こちら 
 

1位 ： 米村さん【本社】 

2位 ： 永嶋さん【清水】 

3位 ： 平岡さん【清水】 

4位 ： 高木さん【本社】 

5位 ： 石川さん【清水】 


