
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車での移動やテレワーク、リモート会議が増えた今、 

イヤホンを使う機会も増えたのではないでしょうか？ それ

に伴い、外耳炎に罹る人が増えているそうです。 

 

 

耳の入り口から鼓膜までを結ぶ 

通り道を「外耳道」といいます。  

外耳炎とは何らかの刺激によって 

外耳道の皮膚が傷つき、そこから 

細菌が感染して炎症を起こす病気 

です。 初期症状としては、痒みや軽い痛みがあります。 進行

すると強い痛みや聞こえの悪さ、細菌の繁殖により外耳道や

鼓膜付近にカビが生えることもあります。 

そうならないためには・・・ 

○長時間での使用は避ける 

○大音量にしない 

○フィットしすぎるイヤホンに注意 

○耳に直接触れる部分は常に清潔に保つ  

これらのことに注意して使用しましょう。 
 

耳アカは、食事をしたりおしゃべりをしたりして

アゴを動かすことで、自然に外に排出されるので基本的

には頻繁に耳掃除をしなくてもいいそうです。 

                     『継続は力なり』小さく微かな行動の積み重ね 

でも、時が経つにつれ周りに大きな影響を与 

える程の存在に成り得ます。 広報委員 

会メンバーを中心に作成している『社 

内報お結びだより』もこの6月号発行で丸 

1年が経ち、2年目は更なる成長発展を目指し革新して参ります。 

さて、東京オリンピック２０２０も開催に向けて着実に動き始めました。 弊

社のお客様である大塚倉庫様本部のクロスドック晴海の周辺には、選手村

を中心にした各運営サポートセンターが連なり、大会始動に向けた運用テ

ストが始まった様です。 先日クロスドック晴海でのイベントにお招きいただ

いた際、日本フェンシング協会元会長の太田雄貴さん（現会長は武井壮さん）

が登壇され、東京オリンピック２０２０の楽しみ方についてとても興味深い話

をされました。 ①時差がない。 ②興味を持っていなかった競技を身近に

感じる事が出来る。 ③パラリンピック開催の重要性。 ④発言する場を考え

よ。 ①②はそのままですが、③のパラリンピックについては肉体と工学技

術との進歩発展や、選手として、人間として、4年先はもうこの世にいない

かもしれないという一期一会の真剣さがある。 ④は、物事を本気で変えた

いのであれば、しっかりとその声が中央に届く立場に身を置きなさい、とい

うものでした。 太田さんもご自身の言霊の通りに、会長の座を譲り次の立

場に身を置く挑戦を始められたのでしょう。兎に角、母国でのオリンピック

開催は貴重な経験です。いろんな批判も多いですが、やると決めたらオー

ル日本で結束を図り、真剣に応援をして参りましょう！ 

いつも有難う御座います。 

2021.6.21 代表取締役 橋口智規    

✨Happy Birthday～♪ 

   井上和良さん         45歳 

  鈴木悠生さん       秘密♡ 

  今井明人さん        39歳 

  黒田早紀さん    秘密♡ 

  渡邉貴之さん        48歳 

  荒井貴信さん        45歳 

 野呂豊勝さん        53歳 

  渡邉英行さん        32歳 

★結婚記念日★ 

  増井克己さん💛良美さん 

 24年 

☆入社日☆ 

   高木美彰さん   入社3年 

 山本七海さん   入社2年 

 藤原康彦さん   入社１２年 

アンケート5月号で聞きました！  

あなたは『どっち派』? 集計結果発表～！！ 

●食べるなら？ 

きのこの山 or たけのこの里 

当初『たけのこの里』が圧倒的に優勢 

かと予想されていたので意外な結果に。 

きのこの山派…手にチョコが付かない 

食べやすさと“チョコ感”。 

たけのこの里派…サクサクのクッキーとチョコの一体感。 

チョコと一緒に溶ける感じがいい。 

●目玉焼きには？ 

 しょうゆorソース 

ゆずれない！その他派は 

コショウ、コショウ醤油、 

ポン酢、ソース醤油、 

マヨネーズ、ケチャップ、 

マヨケチャ。変わり種では 

“マジックソルト”や“マキ 

シマム“（宮崎の 

万能スパイス➡） 

是非お試しあれ～♪ 

●あなたは？ 

愛されたい or 愛したい 

半数が『愛されたい』という結 

果に。愛に飢えた大人たちが多 

いのでしょうか？(;̂ ω )̂少数派 

回答で『どっちももういい…』 

…一体何があったのでしょうか 

(;́ ･ω･)！？ 

あなたが聞きたい『どっち派？』に多数のご意見いただき

ました。早速今後の『どっち派』アンケートで使わせていた

だきます(｡･Д･)  ゞご協力ありがとうございました！！ 

★先月号の当選者と、今月号のプレゼントは裏面へ♪ 

※入社時に設定した日です 

 

外耳炎(外耳道炎) 

きのこ

１９人

４３%

たけ

のこ

２５人

57%

しょうゆ

17人

40%

7人

１６％

ソース

４人

１０％

塩こしょう

マヨ ３人

醤油

塩 2人

その他

９人

21%

愛されたい

１９人

49%
愛したい

１４名

36%

どっちも

６人

15%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のバトンはだれの手に!? 

次回は荒木さんのご指名で 

川崎配送センター 大型乗務員の さんです！！

最近ハマっているのは『ディーゼル』という 

アメリカのブランドです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょいイイおやじ？なセンター長 頑張ります！(๑ و•̀ω•́) و✨ 

今回は、 神奈川BCセンター長の  さん！！ 

5月号当選者発表！！（44名の応募がありました☆彡）            

★純米大吟醸 獺祭・・・荒木進矢さん 

★消毒用エタノール・・・今井明人さん 

★オロナミンC・・・小澤和人さん  市川宗誉さん 

★ビール券・・・白圡誠子さん  

★図書カード・・・野埼智靖さん 

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。   

【氏名】 昆 智康  39歳  

【あだ名】 昆ちゃん 

【好きな食べ物】  

焼肉・ステーキ🥩・ハンバーグ 

【好きな言葉】 運否天賦 

【神奈川おススメのお店】 

元祖ニュータンタンメン京町本店もつ焼きごう(綱島) 

【荒木所長についてどう思いますか？】  

意見を聞いてくれて的確に対応してくれている 

【丸総についてどう思いますか？】  

コンプライアンスがしっかりしていて働きやすい 

【どんな人になりたい？】  

下の人の事も考えられる人の気持ちがわかる人 

【氏名】 塩野 美紀  💛歳  

【あだ名】 佐々木さん 

【好きな食べ物】 プリッツ 

【好きな言葉】 前途洋  々

【神奈川おススメのお店】 

あざみ野 胡楼亭(四川風担々麺の店)🍜 

【荒木所長についてどう思いますか？】 ポチっとモンスター 

【丸総についてどう思いますか？】 温かい会社 

【どんな人になりたいですか？】 お笑い芸人 

【氏名】 谷川 直之  46歳  

【あだ名】 たにやん 

【好きな食べ物】 肉🍖 

【好きな言葉】 一挙両得 

【神奈川おススメのお店】 

東神奈川「市場食堂 もみじや」 

【荒木所長についてどう思いますか？】 優しい人 

【丸総についてどう思いますか？】 良い会社 

【どんな人になりたいですか？】 偉大な人 

【氏名】 久保 猛  51歳  

【あだ名】 クボッチ 

【好きな食べ物】 おにぎり🍙 

【好きな言葉】 なんとかなるさ 

【神奈川おススメのお店】 

家系ラーメン🍜 

【荒木所長についてどう思いますか？】 良い人 

【丸総についてどう思いますか？】 まだわかりません 

【どんな人になりたいですか？】 普通の人 

【氏名】 溝田 宣章  49歳  

【あだ名】 みぞっち 

【好きな食べ物】 マカロニサラダ🥗 

【好きな言葉】 マイペース 

【神奈川おススメのお店】 

天龍 銀柳街店 

【荒木所長についてどう思いますか？】  

現場のコミュニケーションを大事にする人 

【丸総についてどう思いますか？】 これからの会社 

【どんな人になりたいですか？】 やさしい人 

【氏名】 荒木 進矢  51歳  

【あだ名】 アレックス 

【好きな食べ物】 刺身・焼き鳥🍺 

【好きな言葉】 仕事は楽しく 

【神奈川おススメのお店】 

ラウンジ SUWA ごう（全部川崎） 

【荒木所長についてどう思いますか？】  

痩せてよかった（病気でしたが） 

【丸総についてどう思いますか？】  

入社して12年ですが急成長したように思います 

【どんな人になりたいですか？】  

どこかの島に行きたい（無人島ｗｗ） 

物 流  センター 

★オロナミンCドリンク １パック(１０本)   3名様 

★もち吉 お煎餅詰合せ        1名様 

★ビール券770円分×2枚    1名様 



６.１３（日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              ６/１３（日）静岡シネ・ギャラリーを貸し切り、特別上映会が催されました。 主催である橋口会 

長の故郷“鹿児島県薩摩川内市”を舞台に、地元の古き伝統行事『川内大綱引』を取り上げた作 

品です。 劇中で主演の三浦貴大さんが務めた【一番太鼓】は、若き日の会長も務めた経験があり、 

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！ そんな思い入れの 

強いこの作品をぜひ皆に観てもらいたいという熱い“お祭り男”の粋な計らいに、当日はこの映画のプ 

ロデューサー兼主人公父親役で出演の【西田聖志郎さん】、居酒屋“綱ごごろ”店主で大綱引司会役の 

【升毅さん】、主人公の鳶の師匠・幼馴染みの妻役【安倍萌生さん】が舞台挨拶に駆け付け、会場を盛り上げ 

て下さいました！ 
                                       

                                         ～当日残念ながら参加できなかった方も、上映会に参加した方にも会長より     ！！～ 

                                            ★『大綱引の恋』オリジナル 本格芋焼酎2本セット・・・・・・1名様 

★『大綱引の恋』出演者サイン入りパンフレット・・・・・・・・・・2名様 
                                       

アンケートを出してくれた方の中から抽選でプレゼントします！！ 

出したことのある方も、出したことのない方も、この機会にぜひご応募ください。お待ちしております♪ 


