
トラック野郎に影響を受けてトラック野郎に影響を受けてトラック野郎に影響を受けてトラック野郎に影響を受けて

私に 生まれつき重度 心臓障害があり運動 禁止され、
運転免許もありません。
8歳 頃テレビで菅原文太主演 「トラック野郎」を観てから、
画用紙でデコトラやいろんな車種
を30年以上作り続けています。

2年半前に家具を購入した時、た
またまネストが配送に来て、そ
時作成していたネスト トラックを
お渡ししました。それを社長が見
られた がきっかけで入社させて
頂くことになり、ペーパークラフト
を通じて、ネスト 交通安全に対
する取り組みへ 広報活動を行
っています。今、本社 玄関と、

ネストファクトリー （弊社が運営
する家具・雑貨 お店）に40台くらい展示してあります。

ネスト こんな会社ネスト こんな会社ネスト こんな会社ネスト こんな会社

社長を初め、皆さん気軽に声をかけてく
ださり、明るくて優しくて大好きです。また、５ 活動も精力

的に行っている で会社がいつも綺麗です。

今後 抱負今後 抱負今後 抱負今後 抱負

会社に出社すること あまりありませんが、近所でもネスト
トラック よく目にとまります。綺麗に洗車されて車止めして
あるトラックを見ると、自分まで嬉しくなります。今後も体調に
気をつけながら頑張っていきます で、宜しくお願いします。
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トラックをトラックをトラックをトラックを
作り続けて作り続けて作り続けて作り続けて30303030年年年年

本社本社本社本社

伊藤伊藤伊藤伊藤 輝政輝政輝政輝政

今月 アンバサダー 、本社を南区東雲に構え「ＬＰガス・
灯油 販売と住宅リフォーム事業」を展開されている柴田燃
料商会 、いつも明るくユ～モア溢れる柴田社長です♪

高校生 時に、実 出会っていました高校生 時に、実 出会っていました高校生 時に、実 出会っていました高校生 時に、実 出会っていました

もう２４年程前になるでしょうか、私が中小企業家同友会に入
会した時に、迫社長（当時 統括部長だったかな）と出会っ
た が始まりです。が、実 崇徳高校 １年上 先輩だった
事が分かり、「校内で何度もすれ違っていたんです ぇ」と、
世間 狭さを感じたも でした。

それから色々とご一緒することがありましたが、今でも会話
まで鮮明に覚えている思い出 、今から２１、２年前でしたか、
ネストさんがまだＪＲ天神川駅 近くに事務所を構えられて
いた時 事です。私が、ある企画を考える に切羽詰ってい
た を見て業を煮やした迫社長が「ちょっと来いっ 」。。。事
務所へ行くと、当時、あまりパソコンに馴染みが無かった私

目 前でパソコン（しかもマック ）を使い、僅か３０分程度
で企画書を作ってしまわれた に 驚かされました。

とにかく社員さんがパワフルとにかく社員さんがパワフルとにかく社員さんがパワフルとにかく社員さんがパワフル

ネストさんを外側からしか見る事しか出来ませんが、
「とにかく、社員さんがパワフルに考え、パワフルに会社づ

くりをしている会社」
と言う印象を強く感じます。当たり前 事ですが、会社や仕
事に対して不満を持っている社員さんもいるでしょう。それで
も会社 そこに働く社員さん達によって創られていきます。兜

緒を締めながら、益々前進して下さい

＼＼＼＼ ガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへ ／／／／
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柴田柴田柴田柴田 脩司脩司脩司脩司さんさんさんさん

index

生まれつき心臓に障害を抱え、現在当社にて「ペーパーク
ラフト」を通じて広報活動業務を担っている伊藤さん。日々
業務と今後 抱負をインタビューしました（＾＾）

／／／／様々な種類 乗り物がぎっしり様々な種類 乗り物がぎっしり様々な種類 乗り物がぎっしり様々な種類 乗り物がぎっしり ＼＼＼＼
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これまでも当社で 「広島東洋カープ野球

観戦」を始め、他 企業と ちょっと違う福

利厚生を提供してきましたが、なんとこ た

び ★キャンピングカー★シャトルカー★キャンピングカー★シャトルカー★キャンピングカー★シャトルカー★キャンピングカー★シャトルカー

★プレジャーボート 貸出・使用★プレジャーボート 貸出・使用★プレジャーボート 貸出・使用★プレジャーボート 貸出・使用が福利

厚生 一つとして新たに加わることとなりま

した。右 社長メッセージ内でも紹介されて

いますが、キャンピングカー 東日本（仙台

営業所）と西日本（広島本社）に１台ずつ、

シャトルとボート 広島に備えてあります。

「「「「秋 道、点けて安全・照らして安心秋 道、点けて安全・照らして安心秋 道、点けて安全・照らして安心秋 道、点けて安全・照らして安心」」」」～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

／／／／「マリンハーバー吉浦」にて保管「マリンハーバー吉浦」にて保管「マリンハーバー吉浦」にて保管「マリンハーバー吉浦」にて保管＼＼＼＼
して頂いています（広島県呉市）して頂いています（広島県呉市）して頂いています（広島県呉市）して頂いています（広島県呉市）

本社にて「ネストを語る会」開催本社にて「ネストを語る会」開催本社にて「ネストを語る会」開催本社にて「ネストを語る会」開催

わたし 理想 ネストとわたし 理想 ネストとわたし 理想 ネストとわたし 理想 ネストと

平成２９年８月
代表取締役社長 迫慎二

魅力あるネストを目指して魅力あるネストを目指して魅力あるネストを目指して魅力あるネストを目指して

週休3日制を導入することを検討したいと思います。

1週間40時間を基本に考えて1日 稼働時間を10時間

にして4日稼働、3日休日にしたら業務 回らないだろう

か？考えてみましょう。私 可能で ないかと思います

。今期から年間休日数を増やしたばかりな で、更に

大変かもしれませんが「働き方改革」 情勢下で求人

活動を強化するために 、もっともっと魅力的な職場と

労働環境を改善しなければならないと考えています。

さらに、福利厚生 充実を図りたいと思います。レクレ

ーション的な要素も含んで【国産キャンピングカー国産キャンピングカー国産キャンピングカー国産キャンピングカー2222台台台台】

（いすゞ製とトヨタ製）と【シャトルカーシャトルカーシャトルカーシャトルカー１台１台１台１台】（10人乗りハ

イエース）と【プレジャーボートプレジャーボートプレジャーボートプレジャーボート1111艇艇艇艇】（ヤマハ製２7フィート

）を配備しました。キャンピングカー 東日本に一台、西

日本に一台な でどこ 営業所 社員でも使用可能で

す。ボートとシャトルカー 広島本社周辺 営業所に限

られる ですが、今後も営業所単位 業績向上により

順次配備していこうと思います。ぜひモチベーションを

高くして業務に取り組んでもらいたいと思います。利用

に関して 担当所長に問い合わせて下さい。また、それ

ぞれに利用規程があります で、詳しく 本社総務ま

で問い合わせて下さい。

そ 他にも継続してネストを語る会（コンパ）を開催しま

す。魅力ある会社をテーマにもっとこんな事がしたい、こ

んな良いこと 無いかと議論を深めていきたいと思いま

す。そこで出てきた意見をもとに、これから 会社経営

を改善していきたいと思います。企業 社会 公器で

あり、会社 社員全員で参加して作り上げるも であり

ます。これからも物流業 社会貢献に誇りをもって精進

して行きたいと考えます。社員 皆さんも今以上に良い

会社を目指して知恵を絞り、創意工夫を重 ていきまし

ょう。よろしくお願いします。

車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★

近年、法定外福利費を「大きな負担」と捉える企業が増加する中、なぜこん

なにも福利厚生を充実させる か？そこに 当社が掲げる経営理念 ひと

つ、「社会生活 向上に貢献する企業」という想いがあります。こ 理念に

「社員一人ひとり 、社会人として・一個人として 生活がより豊かになるよう

企業として貢献できるよう取り組んでいこう」という想いが込められています。

イベントシーズン 夏・秋です で、どんどん活用して楽しみましょう★

ネストに船がやってきたネストに船がやってきたネストに船がやってきたネストに船がやってきた

社会生活 向上に貢献する企業 であるために社会生活 向上に貢献する企業 であるために社会生活 向上に貢献する企業 であるために社会生活 向上に貢献する企業 であるために

8/7

8/19
更に強固な一枚岩に更に強固な一枚岩に更に強固な一枚岩に更に強固な一枚岩に

先月 岡山営業所・出島営業所に続き、今月７日と19日に、本社にてネストを

語る会（通称：ネストコンパ）が開催されました。１つ テーマについて役員も１つ テーマについて役員も１つ テーマについて役員も１つ テーマについて役員も
社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、
個人個人も成長し、組織としても更に強固になる個人個人も成長し、組織としても更に強固になる個人個人も成長し、組織としても更に強固になる個人個人も成長し、組織としても更に強固になる
ことを目的として行っている がネスト コンパです。

「私 理想 ネストと ？」というテーマで、今回
なんと２日に分け、総勢５９名（ ）で行った本社

コンパ。本社馬木営業所 増田マネージャー増田マネージャー増田マネージャー増田マネージャーに
感想を伺いました＾＾♪

「こ 度 本社にてネストを語る会を開催して頂きありがとうございました。総
勢５９名ということで、特例（？）で２回に分けて開催して頂いたおかげで普段な
かなかゆっくりと話をすること ないドライバーとも向き合って話をし、それぞれ
思いを聞くことができ、本当によい時間になったと思います。参加者 皆さん
も事前に、「自分 理想とするネストと なんだろう・・？」とじっくり考えてコンパ
に臨んだ で、一人ひとり熱く想いを語ることができました

ご多用 中社長にもご参加いただき、社長 思いも改
めて社員全員に伝わったと思います。こ 大所帯をまと
める 大変でしたが、皆さんにもご協力いただき、私自
身も良い経験になりました。これを機に本社馬木営業所
が更に強固な一枚岩になれるよう全員で協力していきま
しょう 次回 開催もぜひお願い致します 」

利
用
の
流
れ

①①①①利用希望 方 まず、所属営業所マネージャー所属営業所マネージャー所属営業所マネージャー所属営業所マネージャーにににに
申請希望を申し出る。（直接本社総務に申請 できません。）

②②②②利用規則をよく確認し、「利用許可証」「利用許可証」「利用許可証」「利用許可証」に必要事項を記入
し提出する。

③③③③キャンピングカー・シャトル 事前講習事前講習事前講習事前講習を受ける。

★利用料 【ボート￥５００ボート￥５００ボート￥５００ボート￥５００】【キャンピングカー・シャトル￥無償キャンピングカー・シャトル￥無償キャンピングカー・シャトル￥無償キャンピングカー・シャトル￥無償】

本社馬木営業所マネージャー本社馬木営業所マネージャー本社馬木営業所マネージャー本社馬木営業所マネージャー 増田増田増田増田 道郎道郎道郎道郎
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６月２５日

横田裕太さん(出島営業所）

長男 「横田 雅貴（まさき）くん」

８月９日

南京極 光さん（本社）

次女 「南京極 凪（なぎ）ちゃん」

9݆16ೖ ໂࢦ૧ग़ʀݜर

9݆25ೖ ϋηφαϱϏʤՑӨۂॶʥ

9݆11ೖ ̪̓නճʤຌऀʥ

9݆15ೖ ॶௗճ٠

１０人まで乗れて、社内も広々快適★１０人まで乗れて、社内も広々快適★１０人まで乗れて、社内も広々快適★１０人まで乗れて、社内も広々快適★

研修 様子 、当社ＨＰにて

随時更新中です♪
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これまでも当社で 「広島東洋カープ野球

観戦」を始め、他 企業と ちょっと違う福

利厚生を提供してきましたが、なんとこ た

び ★キャンピングカー★シャトルカー★キャンピングカー★シャトルカー★キャンピングカー★シャトルカー★キャンピングカー★シャトルカー

★プレジャーボート 貸出・使用★プレジャーボート 貸出・使用★プレジャーボート 貸出・使用★プレジャーボート 貸出・使用が福利

厚生 一つとして新たに加わることとなりま

した。右 社長メッセージ内でも紹介されて

いますが、キャンピングカー 東日本（仙台

営業所）と西日本（広島本社）に１台ずつ、

シャトルとボート 広島に備えてあります。

「「「「秋 道、点けて安全・照らして安心秋 道、点けて安全・照らして安心秋 道、点けて安全・照らして安心秋 道、点けて安全・照らして安心」」」」～～～～ 安安安安 全全全全 衛衛衛衛 生生生生 企企企企 画画画画 室室室室 ～～～～

／／／／「マリンハーバー吉浦」にて保管「マリンハーバー吉浦」にて保管「マリンハーバー吉浦」にて保管「マリンハーバー吉浦」にて保管＼＼＼＼
して頂いています（広島県呉市）して頂いています（広島県呉市）して頂いています（広島県呉市）して頂いています（広島県呉市）

本社にて「ネストを語る会」開催本社にて「ネストを語る会」開催本社にて「ネストを語る会」開催本社にて「ネストを語る会」開催

わたし 理想 ネストとわたし 理想 ネストとわたし 理想 ネストとわたし 理想 ネストと

平成２９年８月
代表取締役社長 迫慎二

魅力あるネストを目指して魅力あるネストを目指して魅力あるネストを目指して魅力あるネストを目指して

週休3日制を導入することを検討したいと思います。

1週間40時間を基本に考えて1日 稼働時間を10時間

にして4日稼働、3日休日にしたら業務 回らないだろう

か？考えてみましょう。私 可能で ないかと思います

。今期から年間休日数を増やしたばかりな で、更に

大変かもしれませんが「働き方改革」 情勢下で求人

活動を強化するために 、もっともっと魅力的な職場と

労働環境を改善しなければならないと考えています。

さらに、福利厚生 充実を図りたいと思います。レクレ

ーション的な要素も含んで【国産キャンピングカー国産キャンピングカー国産キャンピングカー国産キャンピングカー2222台台台台】

（いすゞ製とトヨタ製）と【シャトルカーシャトルカーシャトルカーシャトルカー１台１台１台１台】（10人乗りハ

イエース）と【プレジャーボートプレジャーボートプレジャーボートプレジャーボート1111艇艇艇艇】（ヤマハ製２7フィート

）を配備しました。キャンピングカー 東日本に一台、西

日本に一台な でどこ 営業所 社員でも使用可能で

す。ボートとシャトルカー 広島本社周辺 営業所に限

られる ですが、今後も営業所単位 業績向上により

順次配備していこうと思います。ぜひモチベーションを

高くして業務に取り組んでもらいたいと思います。利用

に関して 担当所長に問い合わせて下さい。また、それ

ぞれに利用規程があります で、詳しく 本社総務ま

で問い合わせて下さい。

そ 他にも継続してネストを語る会（コンパ）を開催しま

す。魅力ある会社をテーマにもっとこんな事がしたい、こ

んな良いこと 無いかと議論を深めていきたいと思いま

す。そこで出てきた意見をもとに、これから 会社経営

を改善していきたいと思います。企業 社会 公器で

あり、会社 社員全員で参加して作り上げるも であり

ます。これからも物流業 社会貢献に誇りをもって精進

して行きたいと考えます。社員 皆さんも今以上に良い

会社を目指して知恵を絞り、創意工夫を重 ていきまし

ょう。よろしくお願いします。

車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★車内に ベッド・トイレ・調理場も完備★

近年、法定外福利費を「大きな負担」と捉える企業が増加する中、なぜこん

なにも福利厚生を充実させる か？そこに 当社が掲げる経営理念 ひと

つ、「社会生活 向上に貢献する企業」という想いがあります。こ 理念に

「社員一人ひとり 、社会人として・一個人として 生活がより豊かになるよう

企業として貢献できるよう取り組んでいこう」という想いが込められています。

イベントシーズン 夏・秋です で、どんどん活用して楽しみましょう★

ネストに船がやってきたネストに船がやってきたネストに船がやってきたネストに船がやってきた

社会生活 向上に貢献する企業 であるために社会生活 向上に貢献する企業 であるために社会生活 向上に貢献する企業 であるために社会生活 向上に貢献する企業 であるために

8/7

8/19
更に強固な一枚岩に更に強固な一枚岩に更に強固な一枚岩に更に強固な一枚岩に

先月 岡山営業所・出島営業所に続き、今月７日と19日に、本社にてネストを

語る会（通称：ネストコンパ）が開催されました。１つ テーマについて役員も１つ テーマについて役員も１つ テーマについて役員も１つ テーマについて役員も
社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、社員も全員で考え、意見を交わし合うことで、
個人個人も成長し、組織としても更に強固になる個人個人も成長し、組織としても更に強固になる個人個人も成長し、組織としても更に強固になる個人個人も成長し、組織としても更に強固になる
ことを目的として行っている がネスト コンパです。

「私 理想 ネストと ？」というテーマで、今回
なんと２日に分け、総勢５９名（ ）で行った本社

コンパ。本社馬木営業所 増田マネージャー増田マネージャー増田マネージャー増田マネージャーに
感想を伺いました＾＾♪

「こ 度 本社にてネストを語る会を開催して頂きありがとうございました。総
勢５９名ということで、特例（？）で２回に分けて開催して頂いたおかげで普段な
かなかゆっくりと話をすること ないドライバーとも向き合って話をし、それぞれ
思いを聞くことができ、本当によい時間になったと思います。参加者 皆さん
も事前に、「自分 理想とするネストと なんだろう・・？」とじっくり考えてコンパ
に臨んだ で、一人ひとり熱く想いを語ることができました

ご多用 中社長にもご参加いただき、社長 思いも改
めて社員全員に伝わったと思います。こ 大所帯をまと
める 大変でしたが、皆さんにもご協力いただき、私自
身も良い経験になりました。これを機に本社馬木営業所
が更に強固な一枚岩になれるよう全員で協力していきま
しょう 次回 開催もぜひお願い致します 」

利
用
の
流
れ

①①①①利用希望 方 まず、所属営業所マネージャー所属営業所マネージャー所属営業所マネージャー所属営業所マネージャーにににに
申請希望を申し出る。（直接本社総務に申請 できません。）

②②②②利用規則をよく確認し、「利用許可証」「利用許可証」「利用許可証」「利用許可証」に必要事項を記入
し提出する。

③③③③キャンピングカー・シャトル 事前講習事前講習事前講習事前講習を受ける。

★利用料 【ボート￥５００ボート￥５００ボート￥５００ボート￥５００】【キャンピングカー・シャトル￥無償キャンピングカー・シャトル￥無償キャンピングカー・シャトル￥無償キャンピングカー・シャトル￥無償】

本社馬木営業所マネージャー本社馬木営業所マネージャー本社馬木営業所マネージャー本社馬木営業所マネージャー 増田増田増田増田 道郎道郎道郎道郎
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６月２５日

横田裕太さん(出島営業所）

長男 「横田 雅貴（まさき）くん」

８月９日

南京極 光さん（本社）

次女 「南京極 凪（なぎ）ちゃん」

9݆16ೖ ໂࢦ૧ग़ʀݜर

9݆25ೖ ϋηφαϱϏʤՑӨۂॶʥ

9݆11ೖ ̪̓නճʤຌऀʥ
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１０人まで乗れて、社内も広々快適★１０人まで乗れて、社内も広々快適★１０人まで乗れて、社内も広々快適★１０人まで乗れて、社内も広々快適★

研修 様子 、当社ＨＰにて

随時更新中です♪



トラック野郎に影響を受けてトラック野郎に影響を受けてトラック野郎に影響を受けてトラック野郎に影響を受けて

私に 生まれつき重度 心臓障害があり運動 禁止され、
運転免許もありません。
8歳 頃テレビで菅原文太主演 「トラック野郎」を観てから、
画用紙でデコトラやいろんな車種
を30年以上作り続けています。

2年半前に家具を購入した時、た
またまネストが配送に来て、そ
時作成していたネスト トラックを
お渡ししました。それを社長が見
られた がきっかけで入社させて
頂くことになり、ペーパークラフト
を通じて、ネスト 交通安全に対
する取り組みへ 広報活動を行
っています。今、本社 玄関と、

ネストファクトリー （弊社が運営
する家具・雑貨 お店）に40台くらい展示してあります。

ネスト こんな会社ネスト こんな会社ネスト こんな会社ネスト こんな会社

社長を初め、皆さん気軽に声をかけてく
ださり、明るくて優しくて大好きです。また、５ 活動も精力

的に行っている で会社がいつも綺麗です。

今後 抱負今後 抱負今後 抱負今後 抱負

会社に出社すること あまりありませんが、近所でもネスト
トラック よく目にとまります。綺麗に洗車されて車止めして
あるトラックを見ると、自分まで嬉しくなります。今後も体調に
気をつけながら頑張っていきます で、宜しくお願いします。
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発行人 迫 慎二
株式会社ネストロジスティクス
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株式会社ネストロジスティクス
〒732-0031 広島県広島市東区馬木7-1984
TEL(082)883-0700 FAX(082)883-0701 ネスト広島 検索検索

社員 ご紹介社員 ご紹介社員 ご紹介社員 ご紹介 ネストアンバサダーネストアンバサダーネストアンバサダーネストアンバサダーVol.Vol.Vol.Vol.3333

ネスト 社員さんネスト 社員さんネスト 社員さんネスト 社員さん
とにかくパワフルとにかくパワフルとにかくパワフルとにかくパワフル

柴田柴田柴田柴田 脩司脩司脩司脩司社長社長社長社長
株式会社株式会社株式会社株式会社 柴田燃料商会柴田燃料商会柴田燃料商会柴田燃料商会

トラックをトラックをトラックをトラックを
作り続けて作り続けて作り続けて作り続けて30303030年年年年

本社本社本社本社

伊藤伊藤伊藤伊藤 輝政輝政輝政輝政

今月 アンバサダー 、本社を南区東雲に構え「ＬＰガス・
灯油 販売と住宅リフォーム事業」を展開されている柴田燃
料商会 、いつも明るくユ～モア溢れる柴田社長です♪

高校生 時に、実 出会っていました高校生 時に、実 出会っていました高校生 時に、実 出会っていました高校生 時に、実 出会っていました

もう２４年程前になるでしょうか、私が中小企業家同友会に入
会した時に、迫社長（当時 統括部長だったかな）と出会っ
た が始まりです。が、実 崇徳高校 １年上 先輩だった
事が分かり、「校内で何度もすれ違っていたんです ぇ」と、
世間 狭さを感じたも でした。

それから色々とご一緒することがありましたが、今でも会話
まで鮮明に覚えている思い出 、今から２１、２年前でしたか、
ネストさんがまだＪＲ天神川駅 近くに事務所を構えられて
いた時 事です。私が、ある企画を考える に切羽詰ってい
た を見て業を煮やした迫社長が「ちょっと来いっ 」。。。事
務所へ行くと、当時、あまりパソコンに馴染みが無かった私

目 前でパソコン（しかもマック ）を使い、僅か３０分程度
で企画書を作ってしまわれた に 驚かされました。

とにかく社員さんがパワフルとにかく社員さんがパワフルとにかく社員さんがパワフルとにかく社員さんがパワフル

ネストさんを外側からしか見る事しか出来ませんが、
「とにかく、社員さんがパワフルに考え、パワフルに会社づ

くりをしている会社」
と言う印象を強く感じます。当たり前 事ですが、会社や仕
事に対して不満を持っている社員さんもいるでしょう。それで
も会社 そこに働く社員さん達によって創られていきます。兜

緒を締めながら、益々前進して下さい

＼＼＼＼ ガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへガス・電気・住宅リフォーム ことなら柴田燃料商会さんへ ／／／／
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柴田柴田柴田柴田 脩司脩司脩司脩司さんさんさんさん

index

生まれつき心臓に障害を抱え、現在当社にて「ペーパーク
ラフト」を通じて広報活動業務を担っている伊藤さん。日々
業務と今後 抱負をインタビューしました（＾＾）

／／／／様々な種類 乗り物がぎっしり様々な種類 乗り物がぎっしり様々な種類 乗り物がぎっしり様々な種類 乗り物がぎっしり ＼＼＼＼
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９月生まれ みなさん★９月生まれ みなさん★９月生まれ みなさん★９月生まれ みなさん★

＼＼＼＼ ／／／／
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