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イベントのお知らせ☆

地域の皆様、関係者様方への日頃の感謝の恩返しの想いを込めて
毎年開催しているネスト祭りを今年も開催致します！多くの方にご
協力いただき盛大なお祭りを企画していますので、ぜひ皆様お越し
ください！社員一同、お待ちしております（＾＾）☆

第１３回 ネスト祭り開催

ネストアンバサダーVol.8

開催日：2018年5月13日(日)
時 間：10：00～16：00
場 所：ネスト馬木本社

(東区馬木7-1984)
参 加：無料
手 段：広島駅から無料ｼｬﾄﾙ有

（9：30～ 30分間隔）

↓詳細はWebにて公開中！↓

来月の予定

5月安全スローガン
「見せる防衛運転・避ける事故！」

～ 安全衛生企画室 ～

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 3.75㎞
8ｔ 中村　格久 (ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ) 5.26㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 9.65㎞

2ｔ・3ｔ 高橋　優輝 (山口営業所) 9.47㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 槌田　茂喜 (岡山営業所) 8.78㎞

5月13日 第13回ネスト祭り

5月21日 本社５Ｓ発表会

5月25日 安全衛生・所⾧会議

5月26日 夢志の巣塾 発表会

5月28日 ５Ｓ結果・テーマ発表

来月のお誕生日★

広島から全国へ、憧れのお手本企業に！

小松家

小松 満里さん

今月のアンバサダーは、マツダズームズームスタジアムの裏の『守護神』として活躍され、看護・ブライダ
ル・イベント・プロモーション活動・パーソナリティなど多岐にわたるステージでマルチに活動されている
小松家（こまつや）の小松満里さんです！

ネストさんとは長いお付き合いをさせていただいていますが、始まりは広島で開催された『トラック引き
レース』の立ち上げを迫社長に付いてさせて頂いたことです。社長をはじめ、亡き会長や、相談役、副社長、
長年にわたりお勤めの社員の皆さんの人間性に惚れこみました。引越し専門の業者でも残念な思いをした経
験があり、それから引越しは安心してお任せできるネストさんにお願いしており、引越しの荷造りなどをサ
ポートする『ネストのサポートレディー』としても私自身もお手伝いさせて頂いてきました！

人間性に惚れ込んだお付き合いです

地域密着型の企業で、以前は相談役が中心になりお昼は賄いがあったり、ご近所様とのお付き合いからネスト祭り、年末のお餅つき、社
員皆さんが一丸となって取り組む姿が素晴らしいと思います。何よりフード部門が展開している昔ながらの『たこ焼き』も広島フードフェ
スティバル会場で大行列。ネストの役員、社員の皆さんが全力で取り組まれている様子が印象深いです。引っ越しのそうだんを受けたら必
ずネストさんに相談させて頂いています。以前友人宅の引越しをネストに発注し、手伝っていた時、近所で別の引っ越し業者さんが血相変
えて、「どうやってもベッドを室内から運び出せないがどうしたらいいのか」と…繫忙期でもバイトだけでまわす事なく、ネストのベテラ
ンのアドバイスにより無事不可能が可能に！やっぱりネストは丁寧に素早く対応して素晴らしい！と評価を頂き、鼻高々でした。

不可能を可能にするネストに、鼻高々です！

挨拶もきちんと出来る素晴らしい先輩社員さんの姿を見て、後輩の皆さんが長く勤めて、それぞれが幅広く愛社自慢してくれ、ネストの
リクルートに繋がり、益々家族的な楽しい職場になって欲しいです。困った時は、とにかく『ネスト』に相談して解決!『町の生活トータ
ルサポーターネスト』!広島から全国への、憧れのお手本企業となって行って欲しいです。

ネスト祭り2018 検索

■ネストアンバサダー

小松 満里さん
小 松 家（こまつや）

本社・馬木

大阪営業所

岡山営業所

川崎・夜光



下半身不随となりました。それから本当にコツコツと地道
にリハビリを続けて二本足で立ち、歩き、登山やゴルフも
出来るようになりました。これまでの人生を振り返ると山
あり谷あり、紆余曲折で波瀾万丈な人生でありました。私
の人生体験そのものが「積小為大」であり、目的を明確に
して一歩一歩前進していけば、必ず目的のゴールに着く。
リハビリも会社経営も同じです。コツコツ！こつこつと確
実に前進すること。小さいことを積み重ねること。私のそ
の体験談を新入社員に伝えることがネストマンとして大事
なことを伝えることになる。との思いで2時間もかけて真剣
に伝えました。念ずれば花ひらくではありませんが、真剣
な想いは伝わるモノで笑顔と涙の研修になりました。感動
してしまいました。ありがとうございます。

第１３回 ネスト祭り を開催いたします

一昨年､復活した「ネスト祭り」ですが、ネストヴィレッ
ジの完成でつばめ交通さんのバス部門が同居することにな
り、本社の周囲、福木地域の皆様への「地域貢献」の目的
で、今年も開催します。日時は５月１３日（日曜日）です
。今年のテーマは「SHINKA」（進化、心火、真価、深化
、神化）としました。実行委員長は入社３年目４９期入社
の石原さん。副実行委員長は入社２７年目２４期入社の藤
谷さんです。社員の皆さん、家族の皆さん、友人知人をお
誘い合わせの上お越し下さい。よろしくお願い致します。

社長メッセージ

新年度「第５１期」がスタートしました。

今年当社には８名の新入社員を迎え「変化を楽しみ、変
化を好む経営」を実践し、日本一楽しい会社を目指し、次
の50年に向けて歩み始めました。

今年は初めて留学生の採用を致しました。中国とベトナ
ムから日本に来て勉強した、優秀な2名です。偏差値教育や
ゆとり教育だとのんびりしたことを言っている日本人に比
べて、本気度が違います。私たちも考え方を変えて生きな
ければならないと感じます。

昨年度第50期の成績は、目標としていた「第50期・売上
50億・経常5億」には届かず、売上42億、経常利益1億とな
りそうです。反省点も色々ありますが、関連会社の統廃合
や福利厚生面の充実や新規営業所の出店などもあり、前向
きな経営活動の成果なので満足しているところです。引き
続き今期第51期は各営業所の目標を集計して57億円の売上
高と5億円の経常利益を目指して経営活動を推進していきま
す。「もっと良い方法は無いか！」を合い言葉に、向上心
を持って物事に取り組みましょう。今期もよろしくお願い
致します。

「積小為大」を伝え続ける思い

私の座右の銘である「積小為大」を新入社員研修で発表
しました。二宮尊徳の言葉で「小さな事の積み重ねが大き
な成果を作る」と言う意味なのですが、今から11年前の平
成19年5月31日の夜、私は太平洋上で海難事故に遭い、脊髄
損傷という大けがをして 平成３０年４月

代表取締役社長 迫慎二

第51期スタートに際し
改めて“積小為大”の想いを

Kataoka Yo

今月のトピック ＊ 新入社員のご紹介 ＊

営業所の取り組み

世界初？！ペッパー司会の入社式
今月１日に本社のある広島の“ホテルグランヴィ

ア”にて平成３０年度入社式を開催致しました。今年

の式の進行は、なんとロボットのペッパー君！初の
試みにドキドキでしたが、開式から社長あいさつ、
先輩社員歓迎の言葉など最後まで滞りなく進行し、
無事世界初？！となる大役を果たしてくれました(^^)
式では社員一人一人に社長から社章と直筆のメッ
セージ色紙が贈られ、最後に1人ずつ元気に決意表明
をしてもらいました！

#ペッパー司会の入社式 #世界初?!

#直筆メッセージ贈呈 #決意表明 #マジ緊張

今年ネストには神奈川・岡山・広島・福岡の営業所に、合計８名の方が入社されました。入社式から新入
社員研修期間の５日間は全員そろって広島本社にて研修を受け、そこから各営業所に配属し、現在はそれぞ
れの営業所にて業務に励んでくれています。これから宜しくお願いします。

５日間の研修・社会人スタート！

入社式後から５日まで５日間、広島本社にてビッシリ！研修がありました。職務上の規約等の座
学から、屋外での安全講習、頭と体を使ったグループワークなど様々な研修を通し、日に日に皆さ
ん顔が疲れていっていましたが‘(^^;)５日間を通して、同期の繋がりもでき、研修を終え実務に移っ
た際には、入社式よりも一回り頼もしい表情に見えました♪

フォローアップ制度として、入社一年目には年間を通して今後も研
修の機会をつくっています。日々の業務と研修を通して、仲間であり
ライバルでもある同期と磨き合って成長してくれることを願っていま
す（＾＾）☆

上司・先輩社員の皆さんもしっかりサポートしてくれますので、な
んでも相談してくださいね！一緒に頑張りましょう✨

仙台営業所 ２２００坪増床！
仙台市宮城野区に構えていた仙台営業所を、今月より若林区卸

町に移転致しました。倉庫はこれまで使用していた敷地に加え、
８００坪の倉庫が新たに増床となりました。この移設・増床によ
り、仙台営業所は２２００坪増の総保有敷地面積約２６００坪と
なりました！

新倉庫ではレンタル倉庫事業も展開し、今後はレンタル用コン
テナを設置し、倉庫の貸出なども行っていく予定です。また、こ
れから大型洗車機も設置し、自社トラックだけでなく外部利用も
計画しています。 広い倉庫で、更なる事業展開となるよう、仙
台営業所川村部長を先頭に、営業所の皆さん、益々頑張っていき
ましょう！

〒984-0015仙台市若林区卸町4丁目6-6
Tel：022-355-7581 Fax：022-355-7832
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参 加：無料
手 段：広島駅から無料ｼｬﾄﾙ有

（9：30～ 30分間隔）

↓詳細はWebにて公開中！↓

来月の予定

5月安全スローガン
「見せる防衛運転・避ける事故！」

～ 安全衛生企画室 ～

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 3.75㎞
8ｔ 中村　格久 (ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ) 5.26㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 9.65㎞

2ｔ・3ｔ 高橋　優輝 (山口営業所) 9.47㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 槌田　茂喜 (岡山営業所) 8.78㎞

5月13日 第13回ネスト祭り

5月21日 本社５Ｓ発表会

5月25日 安全衛生・所⾧会議

5月26日 夢志の巣塾 発表会

5月28日 ５Ｓ結果・テーマ発表

来月のお誕生日★

広島から全国へ、憧れのお手本企業に！

小松家

小松 満里さん

今月のアンバサダーは、マツダズームズームスタジアムの裏の『守護神』として活躍され、看護・ブライダ
ル・イベント・プロモーション活動・パーソナリティなど多岐にわたるステージでマルチに活動されている
小松家（こまつや）の小松満里さんです！

ネストさんとは長いお付き合いをさせていただいていますが、始まりは広島で開催された『トラック引き
レース』の立ち上げを迫社長に付いてさせて頂いたことです。社長をはじめ、亡き会長や、相談役、副社長、
長年にわたりお勤めの社員の皆さんの人間性に惚れこみました。引越し専門の業者でも残念な思いをした経
験があり、それから引越しは安心してお任せできるネストさんにお願いしており、引越しの荷造りなどをサ
ポートする『ネストのサポートレディー』としても私自身もお手伝いさせて頂いてきました！

人間性に惚れ込んだお付き合いです

地域密着型の企業で、以前は相談役が中心になりお昼は賄いがあったり、ご近所様とのお付き合いからネスト祭り、年末のお餅つき、社
員皆さんが一丸となって取り組む姿が素晴らしいと思います。何よりフード部門が展開している昔ながらの『たこ焼き』も広島フードフェ
スティバル会場で大行列。ネストの役員、社員の皆さんが全力で取り組まれている様子が印象深いです。引っ越しのそうだんを受けたら必
ずネストさんに相談させて頂いています。以前友人宅の引越しをネストに発注し、手伝っていた時、近所で別の引っ越し業者さんが血相変
えて、「どうやってもベッドを室内から運び出せないがどうしたらいいのか」と…繫忙期でもバイトだけでまわす事なく、ネストのベテラ
ンのアドバイスにより無事不可能が可能に！やっぱりネストは丁寧に素早く対応して素晴らしい！と評価を頂き、鼻高々でした。

不可能を可能にするネストに、鼻高々です！

挨拶もきちんと出来る素晴らしい先輩社員さんの姿を見て、後輩の皆さんが長く勤めて、それぞれが幅広く愛社自慢してくれ、ネストの
リクルートに繋がり、益々家族的な楽しい職場になって欲しいです。困った時は、とにかく『ネスト』に相談して解決!『町の生活トータ
ルサポーターネスト』!広島から全国への、憧れのお手本企業となって行って欲しいです。

ネスト祭り2018 検索

■ネストアンバサダー

小松 満里さん
小 松 家（こまつや）

本社・馬木

大阪営業所

岡山営業所

川崎・夜光


