
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルコール消毒が当たり前になった現在、 実は 

まだまだ身近な所に菌が潜んでいるのを知っていますか？ 

▼台所のスポンジ▼ 家庭内で最も汚く、 雑菌レベル 

は便座の200,000倍。 雑菌の他にカビや 

大腸菌、 黄色ブドウ球菌なども繁殖するため 

月2～3回交換するのが望ましい。 

▼まな板▼ 便座の200倍の菌。 特に肉も野菜も一緒に

使っている人は要注意。 

▼お金▼ 紙幣1枚には、 なんと平均 

26，000もの細菌が付着していて、 インフルエンザウイル

スが最長17日間生き続けたというデータもある。 

▼スマホ▼ 顔の皮脂や手の汚れ、 置い 

た場所の菌などが付着し、 その菌トイレ 

の10倍以上。 

▼水道の蛇口▼ お風呂場の蛇口は便座の 

約20倍、 キッチンの蛇口は約40倍の 

細菌が繁殖している。 

▼パソコンのキーボード▼ トイレの5倍 

の菌。 特にノートパソコンのキーボード 

は細菌にとって居心地抜群の温度。 

▼ハンドバッグやポーチ▼ 特に化粧ポーチなどに、 裸の

ままブラシ類を入れている方などは要注意。 

▼マットレス▼ 皮膚細胞の死骸、 チリやダニの糞の影響

で、 その重さは10年で2倍になるともいわれている。 

▼レストランのメニュー▼ 多くの人たちが触れるモノであ

りながら、 こまめにキレイにしているレストランは少なく、 トイ

レの100倍以上の細菌が存在している。 

▼カーペット▼ 食べ物のカス、 ペットの毛、 ほこりやダニ

の死骸が沈んでいて、 その汚さはトイレの4000倍。 

 

手洗いした後に手に水分が残って 

いる状態でアルコールをしてしまうと効果が半減 

してしまうそうです。  水分はしっかり拭き取りましょう。 

★結婚記念日★ 

 （清水大型） 佐藤龍矢さん 

    圭子さん     20年 

 （整備） 久保田匡信さん 

    里恵さん   23年 

☆入社日☆ 

（川配大型） 前原裕樹さん 2年 

アンケート8月号で聞きました♬ あなたの「クセ」は？ 

～身体編  触っちゃうんです(;́ ･ω･)～ 

●お腹に手を当てる ●指を鳴らす ●骨をパキパキ鳴らす 

●頭をさわる ●鼻の下をさわる ●芸人のカラテカ矢部君と

同じで、つい手がアソコに行っていつも嫁に怒られます…   

～習慣編  体が勝手に(;̂ω )̂～ 

●寝る時左向きで寝る ●集中すると舌が出る 

●子供を抱っこしてあやしていた時のクセが抜けず、立ってい

ると左右にゆらゆら揺れてしまう ●柔道をやっていたので信

号待ちなどで立っている時、気付くと足払いをしている ●絶

対くさいと思うものほどにおいを嗅ぐ ●メガネを無意識に外

し、そしてかける ●箸を持つ時、箸頭を合わせ、必ず同じ位置

に合わせてしまう（親指・人差し指・付け根の定位置がある） 

●どこに行くにも折りたたみ傘を持って行く（たまに複数本に

なる） ●満腹なのに冷蔵庫を開けてしまう😲 

～番外編 これもクセ！？( ́ 艸 )`～ 

●毎日帰る時、車の鍵を机のどこかに忘れてしまう ●家族が

おならをすると「呼んだ!?」とツッコまずにはいられない ●ビー

ルを水のように飲む ●ダジャレを言う ●対人関係において、

相手の答え・行動を深読みする ●自身全て ●すぐにポチっ

てしまう ●悪口・陰口を叩きます ●リフトのエンジンを切った

ら必ずヘッドライトの OFF を確認するようにクセを付けました 

素晴らしい✨ルーティンも続けるとクセになるんですね！！ 

なかなか自分のクセを見つけるのは難しいというご意見も。 

皆さんご協力ありがとうございました！！ 

✨Happy Birthday～♪ 

   （本社大型）  佐野勝美さん  51歳 

   （ＡＴＫ）         辻正志さん        61歳 

   （清水大型）  瀧健澄さん         35歳 

（開発関東） 竹迫駿介さん   32歳 

（清水大型） 田村学さん       42歳 

（川配荷役） 斎藤修二さん     42歳 

（本社大型） 西ヶ谷章仁さん 70歳 

（本社TR）   松原幸則さん   55歳 

（ＡＴＫ）         鈴木涼さん        25歳 

（本社点呼） 松浦千里さん  71歳 

※ATK→牧之原BC 

内で就労して 

いる丸総の 

派遣社員です 

 

                             社内報の発行もおかげさまで17号目となりました。 

このコラムでは時事的な題材を多く取り上げてき 

ましたが、 ここらで少し趣向を変え、 勝手ながら 

今日までの私の人生変遷を綴りたいと思います。  

気楽に読んで頂き、 皆さんの新たな気づきに繋が 

れば幸いです。 

●  第一話 静岡デビュー  ● 

私が入社したのは17年前の2004年１月５日、 26歳の時でした。 静岡に来

る前は、 川崎市中原区で一人暮らしをしており、 当時お付き合いをしていた恋人

（現在の妻)と週末を一緒に過ごす生活をしていました。 そんな折、 橋口社長（現

会長）から「遊んでないで静岡で仕事を覚えないか？」という内容の電話が突然

かかってきました。 橋口社長は私が入社する5年前から丸総の社長を務めてい

ました。 その電話の内容を週末の就寝前、 思い出したかのように彼女に話し「静

岡県に興味ある？一度一緒に行ってみる？」と聞くと、 「いいんじゃない。」と即答し

たのです。 どうして一瞬でその様に返答したのか、 その時の心境を今でもたまに

聞くのですが、 思い出そうとしても記憶に無いようです。 それは目に見えない存在

にコントロールをされているような「縁の不思議さ」を感じる出来事のひとつです。  

（つづく）             いつも有難う御座います。 

2021.9.14 代表取締役 橋口智規 

 

※入社時に設定した日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月号当選者発表！！（28名の応募がありました☆彡） 

★スーパードライ・・・橋口真理亜さん    ★カルピス・・・辻正志さん 

★野菜飲料・・・野村成三さん             ★缶詰セット・・・東正広さん 

★生茶・・・佐藤邦裕さん 

 

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。   

★アサヒ飲料ウェルチギフト          1名様 

★カゴメ野菜飲料ギフト           1名様 

★キーコーヒードリップオンギフト      1名様 

★ホテイフーズ 缶詰6缶セット    1名様 

★84円 記念切手シート          1名様 

★ 

 

次のバトンはだれの手に!? 

今回は、中京営業所 大型乗務員の  さん！！ 

残念ながらコロナ禍の影響で 

行くことが出来ず・・・(ノД )̀・゚・。 

趣味は 

温泉♨巡りです 

 

【氏名】 西村 康通   37歳   O型 

【長所】自分の意見だけを人に押し付けない 

【短所】怒ると長い  【チャームポイント】目力 

【趣味】子供とゲーム  【特技】秒で眠れる 

【最近のマイブーム】筋トレかな？ 

【学生時代の部活動】バレーボール（中高共に部長やってました）    

【好きな動物】生き物なんでもOK！！ 爬虫類大好き      ✨ 

【会ったことある有名人】渡辺敦子（プリプリのベーシスト）専門学校

の副校長兼講師だった。 シジマール（元清水エスパレス GK）現在

藤枝MYFCスタッフ。 枝村匠馬（藤枝MYFC選手MF）友達の弟。    

【氏名】 石田 裕紀   41歳   A型 

【長所】粘り強い  【短所】ネガティブ思考 

【趣味】バイク  【学生時代の部活動】帰宅部 

【最近のマイブーム】洋楽鑑賞 

【好きなバンド】Rainbow 

【座右の銘（好きな言葉）】Long Live Rock ‘n’ roll 

【人に言える黒歴史】気筒数と燃料方式の区別がついていなかった 

事業施設の中で丸総一広いのが、ここ 牧之原物流センター☆彡  約２４，６００㎡の

敷地に１０，９００㎡の平屋倉庫で、イメージするなら、東京ドーム約半分の敷地にサッ

カーグラウンド1.5面分の倉庫✨・・・え？ 逆にわかりにくい！？ んーっと… 事務所棟

から倉庫の端までの距離が２００ｍあるので、自転車かセグウェ●が欲しくなるような

広さですよ(；。-̀ω-) 

 

次回は東さんのご指名で 

清水営業所 大型乗務員の さんです！！

 

倉庫内をクルクル動き回る働き者のリフト達♪  

倉庫の保管物は飲料が主

で、 他に倉庫の一部工場

だったり、 ペットボトルの原料

（プリフォーム）やパッキング

マシン、 ゲーム機などもありま

す。  

周囲を田んぼと川 

に囲まれ、見上げる 

と高速道路と 

いう立地。 

 

自然豊かで 

虫捕りし放題！！ 

いつぞやは 

スッポンが 

捕れたことも…(笑) 

 

4本爪で同時に 

パレット2つ分を・・・ 

 
2本爪リフトの2倍の 

荷物が運べちゃう    

もちろん、爪を閉じれば 

2本爪にもなるんです      

今は２人の孫に癒しを貰って 

仕事の活力にしています✌ 


