
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジメジメとした天気が続く梅雨は、何となく体の 

不調を感じることはありませんか？ ・・・実はそれ 

“梅雨バテ”かもしれません。 

梅雨は湿度が高いため、汗を蒸発させて体温を下げること

が難しくなります。そして体内に熱がこもってしまうと倦怠感

の症状や水分不足となり脳に十分な血液が行かなくなり頭

痛の原因にもなります。 

 

□頭痛や倦怠感など気分がすぐれない 

□水分補給はコーヒーやお酒 

□脇にあまり汗をかかない 

□口の中が乾いている 

□睡眠時間が短い 

□トイレの回数が少ない 

□尿の色が濃い黄色、臭いもキツイ 

 

・こまめな水分補給 

・果物、野菜を積極的に食べる 

・有酸素運動、無酸素運動をバランスよく行う 

  

～おすすめドリンク～ 

○レモン汁・・・大1 ○リンゴ酢・・・小1 ○オリゴ糖・・・大1 

○はちみつ・・・山盛り大1 ○塩・・・ひとつまみ 

梅雨バテにならないよう、栄養補給を 

しっかりとして夏に備えましょう！ 

                       前月号で告知しました９月１９日(日)の『ＭＥＬ 

大縁(宴)会』は、ワクチン接種が思いのほか長 

引きそうと判断し、2022年１月９日(日) 

に延期し、2018年以降開催していな 

い『新年会』と合わせて盛大に行う予定です。 

時期が近づきましたら改めてお知らせしますので、是非ともご家族

の方にもご参加頂ければ幸いです。 

さて話は変わりますが、先月懇意にして頂いている異業種経営者の方

と、ある著者の本を１冊ずつ買って読み、その後お互いの本を交換して計２

冊を読み合うという事をしました。この本の中から興味深い内容を2つだ

け紹介します。 1つ目は“『人生の目的は、自分の為に何かを成し遂げる

という事ではなく、他者に対してどれだけ自分が喜ばれる存在になれるか

である。』” 2つ目は“『掃除・笑顔・感謝（ありがとう）の習慣化をする。』

その積み重ねが幸せを生み出す。” 

この２つを意識し実行することで、自然の法則（天の理）に通じる『徳性』を

養うことに繋がり、良い運気を取り込む習慣にもなると学びました。当社も

これに倣い『６S活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾・作法）』の実行と共に、

日々の生活の中で悪い出来事も良い出来事も、自分自身に起こる全ての

現象に対し、心から『ありがとうございます』と言霊に出して、前向きに物事

を肯定することを習慣化して参りましょう！ 

いつも有難う御座います。 

2021.5.20 代表取締役 橋口智規   

✨Happy Birthday～♪ 

   國持智也さん    28歳 

   朝比奈正人さん   56歳 

   平岡理津子さん   秘密♡ 

   堀木恵子さん        秘密♡ 

 山﨑光浩さん        57歳 

 中村輝美さん    秘密♡ 

 竹下博司さん        51歳 

 三田  剛さん        34歳 

 西野克朗さん        61歳 

 関  香苗さん    秘密♡ 

 渡辺  進さん        66歳 

★結婚記念日★ 

  田宮弘紀さん💛喜美子さん 

 17年 

☆入社日☆ 

  大塚裕太さん   入社1年 

  北川志野さん   入社14年 

  松本稔乃さん   入社1年 

4月号当選者発表！！（23名の応募がありました☆）            

★カロリーメイトゼリー飲料・・・藤牧千花子さん  杉本充子さん 

★ビール券・・・谷川直之さん  

★UCギフトカード・・・奥田友彦さん 

 ★図書カード + 獺祭バームクーヘン・・・羽田幸代さん 

      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。   

★純米大吟醸45 新生獺祭720㎖     1名様 

★消毒用 高濃度エタノール72         1名様 

★オロナミンCドリンク １パック(１０本)   2名様 

★ビール券770円分×2枚            1名様 

★図書カード500円分                1名様 

中京乗務員 石村さんよりプレゼントのご提供頂きました！ 

石村さんの地元山口県に酒蔵がある“旭酒造さん”。看板商

品の日本酒【獺祭(だっさい)】には「山田錦」という酒米

が使われています。コロナの影響で酒の消費量が減った

ことで「山田錦」が余ってしまい、旭酒造さんは少しでも農

家さんの応援になればと「山田錦」を原料に製品開発をさ

れました。その中から今回ご提供頂いたのが、 

  ○米ぬかでつくったバームクーヘン 

    米粉１００%（山田錦白ぬか４０%、コシヒカリ）使用。 

シュガーコーティングに「獺祭50」使用。 

  ○消毒用 高濃度エタノール72 

    山田錦・山田錦（等外）を原料とし発酵、 

蒸留した高濃度エタノール製品 

○純米大吟醸45 新生獺祭 

「美味しくなければ意味がない」獺祭のスタンダード 

山田錦を４５%まで磨いた、米由来の繊細な甘みと 

華やかな香り。 

※バームクーヘンは賞味期限の都合上、４月号当選者の方へプレ

ゼントさせていただきました。 

石村さんありがとうございます！ 

半分以上当てはまる

アナタは・・・ 

梅雨バテ予備軍！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、 浦安営業所長の  さん！！ 

次回は石井さんのご指名で 

神奈川物流センター長の さんです！！

 

次のバトンはだれの手に!? 

東京都大崎の駅から徒歩 

５分。 知る人ぞ知る 

「六厘舎」です！ 

大好きなラーメンやつけ 

麺を食べ歩いていて発見 

したお店です。 

六厘舎は東京駅・上野駅・ス 

カイツリー・大崎駅・羽田空港 

店（現在は閉店）と、都心に 

チェーンを構えるお店です！ 

一度食べたらほかのつけ麺 

は食べられなくなります！ 

東京に寄った際はぜひ！ 
 

※決して六厘舎さんの回し者 

ではありません(笑) 

                          

○行事予定 

☆５月下旬    防災訓練 

☆6/5（土）     清水BC 荷役会議 

☆6/12（土）   班長会議 

☆6/22（火）   革新未来塾（現世代） 

☆6/23（水）        〃    (次世代) 

☆6/28（月）   安全衛生委員会 

○お知らせ 

  6/13（日）に映画「大綱引の恋」の貸切上映会を

開催します！！ 詳しくは次頁の特別号をみてね♪ 

【氏名】 竹内 徹  49歳  

【あだ名】 竹ちゃん 

【好きな食べ物】 魚料理🐟 

【座右の銘（好きな言葉）】 時は金なり 

【千葉県おススメのお店】 

千葉市中央区「串膳」シロギス揚げ 

【石井所長についてどう思いますか？】 いつも笑顔で温和な方 

【丸総についてどう思いますか？】 アットホームな会社 

【どんな人になりたいですか？】 他の人にやさしい人 

【氏名】 野崎 智靖  44歳  

【あだ名】 トモ 

【好きな食べ物】 肉🍖 

【座右の銘（好きな言葉）】 有言実行 

【千葉県おススメのお店】 

浦安市堀江「泉銀」店主がバンドマン 

【石井所長についてどう思いますか？】 大きな人 

【丸総についてどう思いますか？】 活気があって良いと思う 

【どんな人になりたいですか？】 もう少し痩せたい・・・ 

【氏名】 堀木 恵子  💗歳  

【あだ名】 ほりっきー 

【好きな食べ物】 ハンバーグ 

【座右の銘（好きな言葉）】 一期一会 

【千葉県おススメのお店】 

市川市「ひさご亭」餃子 

【石井所長についてどう思いますか？】 明るくて優しくて好き 

【丸総についてどう思いますか？】 まだよくわからない 

【どんな人になりたいですか？】 お金持ち 

【氏名】 村山 孝  47歳  

【あだ名】 むらやん 

【好きな食べ物】 いちご 

【座右の銘（好きな言葉）】 七転八起 

【千葉県おススメのお店】 

佐倉市「福来軒」 

【石井所長についてどう思いますか？】 頼りになる 

【丸総についてどう思いますか？】 アットホームな会社 

【どんな人になりたいですか？】 石井所長みたいな人 

【氏名】 平田 賢  43歳  

【あだ名】 まさっち 

【好きな食べ物】 豆腐 

【座右の銘（好きな言葉）】 一期一会 

【千葉県おススメのお店】 

ピーターパンのメープルランド 

【石井所長についてどう思いますか？】 面白い人 

【丸総についてどう思いますか？】 労務管理がしっかりしてそう 

【どんな人になりたいですか？】 皆に好かれる人になりたい 

【氏名】 石井 正樹  44歳  

【あだ名】 小栗旬 

【好きな食べ物】 ラーメン・つけ麺・・・!? 

【座右の銘（好きな言葉）】 一期一会 

【千葉県おススメのお店】 

千葉県は開拓中なので東京、六厘舎 

【石井所長についてどう思いますか？】 まだまだ勉強中 

【丸総についてどう思いますか？】  

本音も言えるしチャンスも与えてくれる会社 

【どんな人になりたいですか？】  

自分の葬式の時に笑顔で送り出してもらえるような人 

 



 

 

 

 

会長の故郷“鹿児島県薩摩
さつま

川内市
せんだいし

”。そこに４２０年続く歴史と伝統を誇る川内大綱引 

をテーマにした映画で、社会派で知られる佐々部清監督の遺作となる作品です。 

川内大綱引は、慶長年間（1596～1614年）に始まったとされ、一説には関が原の合 

戦の際、第17代島津義弘が兵士の士気を高めるために始めたと言われています。 

綱は365玉の縄を使用しており、長さ400m、直径40cm、重さは7ｔ！ 綱を作る道具 

と行程は“鹿児島県指定無形民族文化財”“薩摩川内市指定無形民俗文化財”に指定さ 

れています。 大綱引当日に綱錬りで作られた大綱を、約3,000人の上半身裸にサラシ 

を巻いた「ハダカ」と呼ばれる男たちが一斉に引き合い、そして相手の「引き隊」を邪魔するために相手陣内に押し込んでいく「押し隊」と呼ば 

れる男たちの、体と体が激しくぶつかり合う様が見る物を圧倒する勇壮な綱引です。 

                              劇中で主演の三浦貴大さんが務めた【一番太鼓】は大綱引きの三役の一つで、統率を取る中心的な役割を 

担った川内大綱引の花形と言える、一生に一度しかできない名誉ある役職なんです。 実はその【一番太鼓】、 

若き日の弊社会長（当時２９才）も務めたことがあるんです！ 在りし日の会長の面影と、川内の人々の心に強く 

根付くこの熱い伝統を皆さんにも知って頂きたく、この度貸切上映会を企画いたしました！！ 是非ともご家族 

の方にもご覧になって頂ければ幸いです♪ 

当日舞台挨拶にプロデューサー兼父親役で出演の【西田聖志郎さん】がゲスト来場！！ 

お問合せ・お申込みは 総務 白圡・石神まで 

 
                                                                                                ↓地図ＱＲコード 

 

 

 

静岡シネ・ギャラリー    
〒420-0857 

静岡県静岡市葵区御幸町１１−１４ 

📞054-250-0283 


