
今月のアンバサダーは、ネスト祭りでもお世話になりました！トラックなどの車両にステッカーの貼付
け・カーラッピング等を行い、企業の認知度UP、ブランドPRのお手伝いをしてくださる株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社から、
常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役 吉川吉川吉川吉川 義篤さん義篤さん義篤さん義篤さんです！
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「一体感」のある、温かいネストさん！「一体感」のある、温かいネストさん！「一体感」のある、温かいネストさん！「一体感」のある、温かいネストさん！

株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社

常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役吉川吉川吉川吉川 義篤義篤義篤義篤さんさんさんさん

上村運送様時代からのお付き合いです上村運送様時代からのお付き合いです上村運送様時代からのお付き合いです上村運送様時代からのお付き合いです
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■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

吉川吉川吉川吉川 義篤義篤義篤義篤さんさんさんさん
株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社

ネストさんとの会社としてのお付き合いは古く、上村運送様の時代、

トラックにペンキで文字を書いていた頃からのお付き合いです。そこ
から少し期間があき、2010年に私が近代社に入社して間もないころ、
飛び込み営業で訪問させて頂き再びお付き合いが始まりました。迫社
長には仕事のお付き合いだけでなく、「若いのにぽっちゃりし過
ぎ！」と“ダイエット計量クラブ”、そしてトータルビジネスサポート
の仲間にも入れていただきました。

私が初めていただいたお仕事が、ネストFactoryの看板のご依頼でし
た。飛び込み営業をしてから1年半通わせて頂いてのことでしたので、
とても印象に残っています。

当時より、迫社長からはことあるごとに、「近代社の『提供してい
る価値』は何か？『顧客』はだれか？」を問われ続きてきました。そ
の問いに少しは答えることが出来、少しは「しゃんとしてきた」と
思って頂けたのかなと思っています。いまだに「まだまだつまらんの
～」と言われることも多いですが・・・。

初めて頂いたお仕事は忘れません。初めて頂いたお仕事は忘れません。初めて頂いたお仕事は忘れません。初めて頂いたお仕事は忘れません。

これまで以上に、突っ走ってください！これまで以上に、突っ走ってください！これまで以上に、突っ走ってください！これまで以上に、突っ走ってください！

ラッピング・ステッカー・
看板 こと
近代社

「一体感」「一丸」というのが、ネストさんのイメージです。

ネストの歌にある～そんな心のふれあいを みんなで大事に育てよう
～を実践され、温かい会社だなと感じます。その中でもネスト祭りで、

若手の方から、役職・年齢が上の方までお互いに称えあって、祭りを
全員で盛り上がられていて「素敵」な会社だな～、うちもこんな会社
を目指したいと刺激をもらっています。
これまで通り、これまで以上に！「一丸」な会社で、どんどん突っ

走って、突き抜けていって下さい。そこに、少しでも追いつけるよう
に、私も頑張ります！

４月１８日

川上 忠光さん（本社）

長女「川上川上川上川上 瑞稀（みずき）瑞稀（みずき）瑞稀（みずき）瑞稀（みずき）

ちゃんちゃんちゃんちゃん」

【♡ご出産♡】【♡ご結婚♡】 【♡資格取得♡】
４月１０日

玉寄 裕哉さん（川崎夜光）

長女「玉寄玉寄玉寄玉寄 心寧（ここね）心寧（ここね）心寧（ここね）心寧（ここね）

ちゃんちゃんちゃんちゃん」

４月２日

時光 竜司さん（本社）が

ご結婚されました✨
お相手は、３年前からのお付

き合いの加奈さんです。奥様

の優しいところが大好きだそ

うです♡竜司さん加奈さん、

末永く、お幸せに(＾＾)！♡

＜本社＞

阿部阿部阿部阿部 雄也雄也雄也雄也さん

＜福山＞

森田森田森田森田 洋平洋平洋平洋平さん

福山営業所

先月の社内報で
お名前が漏れて
いました。
すみません(><)

三河営業所

茨城営業所

夜光TC

川崎TC

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 3.76㎞
8ｔ 中村　格久 (ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ) 5.26㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 9.69㎞

2ｔ・3ｔ 伊豫田　朋磁 (三河営業所) 9.76㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 槌田　茂喜 (岡山営業所) 8.62㎞
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6/7 中谷　博之 43 山口営業所

6/7 岸本　佳美 41 岡山営業所

6/9 宮田　恭宏 42 熊本営業所

6/17 山﨑　篤彦 47 本社_馬木

6/20 小野　淳隆 47 岡山営業所

6/22 中村　隆志 44 本社_馬木

6/26 西原　慎治 46 関西営業所

6/27  福田　二美 56 熊本営業所

6/30 伊藤　輝政 41 本　　　部

6/30 松本　明 42 山口営業所

6/30 三上　亮 50 夜光TC



～頑張る木こりのお話し～～頑張る木こりのお話し～～頑張る木こりのお話し～～頑張る木こりのお話し～

昔々、一人の木こりが材木屋に仕事を探しに行った。給金は良く
仕事の条件も良さそうだったので木こりはそこで働くことにした。

最初の日、親方のところへ挨拶に行くと、親方は斧を一本渡して、
森の一角を割り当てた。木こりはやる気満々で森に向かい、その日
一日で１８本の木を切り倒した。「良くやったな」と親方は言った。
「この調子で頼むぞ」と。その言葉に励まされて、翌日はもっと頑
張ろうと早めに寝た。

翌朝は誰よりも早く起きて森へ向かった。ところがその日は努力
も虚しく１５本が精一杯だった。「疲れているに違いない」そう考
えた木こりはその日、日暮れとともに寝ることにした。夜明けが来
ると、１８本の記録を超えてやるぞ！と心に決めて床を出た。とこ
ろがその日は１８本どころかその半分も切り倒せなかった。

次の日は７本、そのまた次の日は５本、そして最後には夕方に
なっても２本目の木と格闘していた。

なんと言われるだろうとびくびくしながらも、木こりは親方に正
直に報告して「これでも力の限りやっているんです」と誓った。
親方は木こりに尋ねた。「最後に斧を研いたのはいつだ？」

「斧を研く？研いているヒマはありません。木を切るのに精一杯で
す」

（ホルヘ・フガイ寓話より引用）

気合いを入れて、時間をかけて、頑張れば頑張ったぶんだけ成果
が上がる・・・・と言う訳ではないのが、この木こりであり、私た
ちであります。単純に斧を振り回す力や時間を増やせばいいと言う
訳ではない。刃を研くこととそれにかける時間も必要であるという
ことを理解しなければなりません。では私たちにとって「斧の刃を私たちにとって「斧の刃を私たちにとって「斧の刃を私たちにとって「斧の刃を
研く」とはどういう事か？研く」とはどういう事か？研く」とはどういう事か？研く」とはどういう事か？・・・「もっと良い方法は無いか？」

今回の2つの話は、どちらも過去に何度も社内でお話しした事です
が、簡単に言うと「興味を持つこと」は追求すること！探究心と向
上心をもって物事に取り組むと結果は全然変わると言うことです。
目的のために執る手段を間違えてはいけません。そうしなければ、
この頑張る木こりのようになるのです。私たちも気がつかないうち
に日々の業務に無意識で取り組んでいるとこんな事になるというこ
とです。もう一度「私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め
ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？」という
ことを、考える時期なのかもしれません。

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

平成３０年５月
代表取締役社長 迫慎二

今月のトピック今月のトピック今月のトピック今月のトピック

営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み

トランクルーム事業トランクルーム事業トランクルーム事業トランクルーム事業 拡大しています！拡大しています！拡大しています！拡大しています！
「ポパイボックス」の名称で展開していたネストのコンテナ型のレンタルトラ
ンクルームですが、名称新たに「ネストBOX」として生まれ変わりました！
設置場所は、広島３カ所（中区西川口・東区矢賀・東区福田）で１００室近く
を展開しており、広島県外では ◎宮城県 ◎秋田県 に進出します。

ご利用モデルとしては、「荷物を整理したいとき」「引越し・リフォーム時の
保管」「季節ものやバイクの収納」など、お客様の使いたいときに使いたいよう
にご利用いただけます！お困りの事、お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ
ネストの「ネストBOX」を♪専用サイトからもお申込みできるようになりました
ので、ぜひ一度ご覧ください（^^）！
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今年も５月第２日曜日（母の日）に、
当社のビッグイベント「ネスト祭り」が
開催されました！このネスト祭りは、本
社社屋が現在の広島市東区馬木の地に移
転し、地域の皆様へのご挨拶・日頃の感
謝の想いをお返しするために始まりまし
た。近隣住民の皆様、関係企業の皆様の
ご理解とご協力のもと毎回多くの来場者
様でにぎわっています！ここ数年は会場
を２カ所に分け、メイン会場にステージ
を設けてステージパフォーマンスを行っ
ておりましたが、今年はテーマのSHINKA
の通り、規模も進化させよう！というこ
とで、２会場（会場の敷地も拡大）&ダ
ブルｽﾃｰｼﾞに挑戦しました！新聞・ラジ
オ・テレビ等でも宣伝し、来場目標は去
年の倍の４０００名を見込んで準備を進
めていましたが、なんと当日の天気予報
は１４年目にして初の雨(´；A；`)・・

トランクルーム事業担当、入社２年目の渡邉です。
事業の拡大に伴い、入社1年目に担当として抜擢していた
だきました！

まだまだ分からないことが多く、皆さんに助けていただき
ながら進めています。

大きな事業に携われることに感謝し、手探りながらですが、
これからさらに事業拡大していくことが出来るよう全国飛
び回って頑張ります！

ですが、そのような天候にも関わらず
ご近所の皆様、そして遠方からも沢山の
お客様にお越し頂くことができました！

ステージイベントも、呉市から「呉氏」、
北広島町から「花田舞太郎」などが来て
くれ、ゆるキャラショーでお祭りを盛り
上げてくれました。

本社の社員も、通常業務のある中全員
で協力してお祭りの準備を行い、当日は
遠方営業所からも、マネージャー始め何
人もの社員が応援に駆けつけ、本社ドラ
イバーも業務の合間を縫って参加し、皆
で当日の対応にあたりました。利益の出
るイベントではないにも関わらず、これ
だけ社員が一致団結し全力で取り組む姿
は誇れるものであり、お祭り自体も、１
つの企業のイベントから、“地域のお祭
り”になっていっている！と感じることが
できました。皆さんお疲れ様でした！

【お礼のご挨拶】
ご協力いただきました企業の皆様、ご出演いただきました皆様、そして
社員の皆さん、今年もお力添え頂きありがとうございました。雨天となり
どうなることかとおもましたが、皆様のお陰で成功とすることができまし
た。来年はさらに盛り上げましょう！今後とも引き続き、宜しくお願い致
します！

実行委員長 石原 宏美 副実行委員長 藤谷 豊昭

ネストBOX 広島 検索

【トランクルーム事業担当より】

わたなべ そら
保管で困ったことがあれば保管で困ったことがあれば保管で困ったことがあれば保管で困ったことがあれば
なんでも私にご相談ください！なんでも私にご相談ください！なんでも私にご相談ください！なんでも私にご相談ください！

笑顔で写ってくれた社員のみんな♡

「“興味興味興味興味”が幸運を呼ぶが幸運を呼ぶが幸運を呼ぶが幸運を呼ぶ“」
～昆虫学者と商人のお話し～～昆虫学者と商人のお話し～～昆虫学者と商人のお話し～～昆虫学者と商人のお話し～

昆虫学者とその友人の商人が、話をしながら公園を散歩していた。
突然、昆虫学者は何かを耳にしたらしく、足を止めた。
「どうしたんだ？」と、商人は昆虫学者に訊いた。

「聴こえるか？コオロギの鳴き声だ。それもとびきり上等な大コオ
ロギだ」昆虫学者は嬉しそうにはしゃぎながら言った。

商人は耳を傾け、しばらくの間じっと耳をすませていたが、「オレ
には何も聴こえないよ！」と言った。

「ちょっと待っててくれ」昆虫学者はそう言って、近くの林に走っ
て行った。
間もなく彼は大きなコオロギを見つけて戻ってくると友人に言った。

「ほらね、白い歯で紫色に輝く大きな羽のコオロギだ。これは将軍
クラスだよ！どうだい、僕の聞き間違いじゃなかったろう？」
「ホントだ。君の言ったとおりだ。……ただ、君はコオロギが鳴い
ているのを聴き取っただけでなく、その種類まで言い当てた！どう
してそんなことができるんだ？」

「集中して聴いていればちゃんと聴きわけられるんだよ」昆虫学者
はそう答えた。

それから二人は公園を出て、大通りの混みあう歩道を歩きはじめ
た。商人はふと足を止めると、かがみこんで地面に落ちているコイ
ンを拾い上げた。

昆虫学者はわきめもふらずまっすぐ歩き続けている。彼にはコイ
ンの落ちる音はまったく聞こえていなかった。

・・・昆虫学者の興味は虫にあるからコオロギの鳴き声が聞こえる。
・・・商人の興味はお金にあるからコインの落ちる音が聞こえる。
・・・自分たちの興味のあるところに自分たちの宝があるのである。
・・・自分の宝が何なのか？がわかれば興味を持つ事が大切になる。

（水煮 三国志 より）

仕事に臨む姿勢を
見つめ直そう



～頑張る木こりのお話し～～頑張る木こりのお話し～～頑張る木こりのお話し～～頑張る木こりのお話し～

昔々、一人の木こりが材木屋に仕事を探しに行った。給金は良く
仕事の条件も良さそうだったので木こりはそこで働くことにした。

最初の日、親方のところへ挨拶に行くと、親方は斧を一本渡して、
森の一角を割り当てた。木こりはやる気満々で森に向かい、その日
一日で１８本の木を切り倒した。「良くやったな」と親方は言った。
「この調子で頼むぞ」と。その言葉に励まされて、翌日はもっと頑
張ろうと早めに寝た。

翌朝は誰よりも早く起きて森へ向かった。ところがその日は努力
も虚しく１５本が精一杯だった。「疲れているに違いない」そう考
えた木こりはその日、日暮れとともに寝ることにした。夜明けが来
ると、１８本の記録を超えてやるぞ！と心に決めて床を出た。とこ
ろがその日は１８本どころかその半分も切り倒せなかった。

次の日は７本、そのまた次の日は５本、そして最後には夕方に
なっても２本目の木と格闘していた。

なんと言われるだろうとびくびくしながらも、木こりは親方に正
直に報告して「これでも力の限りやっているんです」と誓った。
親方は木こりに尋ねた。「最後に斧を研いたのはいつだ？」

「斧を研く？研いているヒマはありません。木を切るのに精一杯で
す」

（ホルヘ・フガイ寓話より引用）

気合いを入れて、時間をかけて、頑張れば頑張ったぶんだけ成果
が上がる・・・・と言う訳ではないのが、この木こりであり、私た
ちであります。単純に斧を振り回す力や時間を増やせばいいと言う
訳ではない。刃を研くこととそれにかける時間も必要であるという
ことを理解しなければなりません。では私たちにとって「斧の刃を私たちにとって「斧の刃を私たちにとって「斧の刃を私たちにとって「斧の刃を
研く」とはどういう事か？研く」とはどういう事か？研く」とはどういう事か？研く」とはどういう事か？・・・「もっと良い方法は無いか？」

今回の2つの話は、どちらも過去に何度も社内でお話しした事です
が、簡単に言うと「興味を持つこと」は追求すること！探究心と向
上心をもって物事に取り組むと結果は全然変わると言うことです。
目的のために執る手段を間違えてはいけません。そうしなければ、
この頑張る木こりのようになるのです。私たちも気がつかないうち
に日々の業務に無意識で取り組んでいるとこんな事になるというこ
とです。もう一度「私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め私たちの仕事の目的は何で、お客様は何を求め
ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？ていて、私たちがやらなければならないことは何なのか？」という
ことを、考える時期なのかもしれません。

社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ社長メッセージ

平成３０年５月
代表取締役社長 迫慎二

今月のトピック今月のトピック今月のトピック今月のトピック

営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み営業所の取り組み

トランクルーム事業トランクルーム事業トランクルーム事業トランクルーム事業 拡大しています！拡大しています！拡大しています！拡大しています！
「ポパイボックス」の名称で展開していたネストのコンテナ型のレンタルトラ
ンクルームですが、名称新たに「ネストBOX」として生まれ変わりました！
設置場所は、広島３カ所（中区西川口・東区矢賀・東区福田）で１００室近く
を展開しており、広島県外では ◎宮城県 ◎秋田県 に進出します。

ご利用モデルとしては、「荷物を整理したいとき」「引越し・リフォーム時の
保管」「季節ものやバイクの収納」など、お客様の使いたいときに使いたいよう
にご利用いただけます！お困りの事、お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ
ネストの「ネストBOX」を♪専用サイトからもお申込みできるようになりました
ので、ぜひ一度ご覧ください（^^）！

第１３回ネスト祭り第１３回ネスト祭り第１３回ネスト祭り第１３回ネスト祭り
～ＳＨＩＮＫＡ～～ＳＨＩＮＫＡ～～ＳＨＩＮＫＡ～～ＳＨＩＮＫＡ～ 第

十
三
回
ネ
ス
ト
祭
り

初
の
雨
天
で
も
、
大
成
功
！

今年も５月第２日曜日（母の日）に、
当社のビッグイベント「ネスト祭り」が
開催されました！このネスト祭りは、本
社社屋が現在の広島市東区馬木の地に移
転し、地域の皆様へのご挨拶・日頃の感
謝の想いをお返しするために始まりまし
た。近隣住民の皆様、関係企業の皆様の
ご理解とご協力のもと毎回多くの来場者
様でにぎわっています！ここ数年は会場
を２カ所に分け、メイン会場にステージ
を設けてステージパフォーマンスを行っ
ておりましたが、今年はテーマのSHINKA
の通り、規模も進化させよう！というこ
とで、２会場（会場の敷地も拡大）&ダ
ブルｽﾃｰｼﾞに挑戦しました！新聞・ラジ
オ・テレビ等でも宣伝し、来場目標は去
年の倍の４０００名を見込んで準備を進
めていましたが、なんと当日の天気予報
は１４年目にして初の雨(´；A；`)・・

トランクルーム事業担当、入社２年目の渡邉です。
事業の拡大に伴い、入社1年目に担当として抜擢していた
だきました！

まだまだ分からないことが多く、皆さんに助けていただき
ながら進めています。

大きな事業に携われることに感謝し、手探りながらですが、
これからさらに事業拡大していくことが出来るよう全国飛
び回って頑張ります！

ですが、そのような天候にも関わらず
ご近所の皆様、そして遠方からも沢山の
お客様にお越し頂くことができました！

ステージイベントも、呉市から「呉氏」、
北広島町から「花田舞太郎」などが来て
くれ、ゆるキャラショーでお祭りを盛り
上げてくれました。

本社の社員も、通常業務のある中全員
で協力してお祭りの準備を行い、当日は
遠方営業所からも、マネージャー始め何
人もの社員が応援に駆けつけ、本社ドラ
イバーも業務の合間を縫って参加し、皆
で当日の対応にあたりました。利益の出
るイベントではないにも関わらず、これ
だけ社員が一致団結し全力で取り組む姿
は誇れるものであり、お祭り自体も、１
つの企業のイベントから、“地域のお祭
り”になっていっている！と感じることが
できました。皆さんお疲れ様でした！

【お礼のご挨拶】
ご協力いただきました企業の皆様、ご出演いただきました皆様、そして
社員の皆さん、今年もお力添え頂きありがとうございました。雨天となり
どうなることかとおもましたが、皆様のお陰で成功とすることができまし
た。来年はさらに盛り上げましょう！今後とも引き続き、宜しくお願い致
します！

実行委員長 石原 宏美 副実行委員長 藤谷 豊昭

ネストBOX 広島 検索

【トランクルーム事業担当より】

わたなべ そら
保管で困ったことがあれば保管で困ったことがあれば保管で困ったことがあれば保管で困ったことがあれば
なんでも私にご相談ください！なんでも私にご相談ください！なんでも私にご相談ください！なんでも私にご相談ください！

笑顔で写ってくれた社員のみんな♡

「“興味興味興味興味”が幸運を呼ぶが幸運を呼ぶが幸運を呼ぶが幸運を呼ぶ“」
～昆虫学者と商人のお話し～～昆虫学者と商人のお話し～～昆虫学者と商人のお話し～～昆虫学者と商人のお話し～

昆虫学者とその友人の商人が、話をしながら公園を散歩していた。
突然、昆虫学者は何かを耳にしたらしく、足を止めた。
「どうしたんだ？」と、商人は昆虫学者に訊いた。

「聴こえるか？コオロギの鳴き声だ。それもとびきり上等な大コオ
ロギだ」昆虫学者は嬉しそうにはしゃぎながら言った。

商人は耳を傾け、しばらくの間じっと耳をすませていたが、「オレ
には何も聴こえないよ！」と言った。

「ちょっと待っててくれ」昆虫学者はそう言って、近くの林に走っ
て行った。
間もなく彼は大きなコオロギを見つけて戻ってくると友人に言った。

「ほらね、白い歯で紫色に輝く大きな羽のコオロギだ。これは将軍
クラスだよ！どうだい、僕の聞き間違いじゃなかったろう？」
「ホントだ。君の言ったとおりだ。……ただ、君はコオロギが鳴い
ているのを聴き取っただけでなく、その種類まで言い当てた！どう
してそんなことができるんだ？」

「集中して聴いていればちゃんと聴きわけられるんだよ」昆虫学者
はそう答えた。

それから二人は公園を出て、大通りの混みあう歩道を歩きはじめ
た。商人はふと足を止めると、かがみこんで地面に落ちているコイ
ンを拾い上げた。

昆虫学者はわきめもふらずまっすぐ歩き続けている。彼にはコイ
ンの落ちる音はまったく聞こえていなかった。

・・・昆虫学者の興味は虫にあるからコオロギの鳴き声が聞こえる。
・・・商人の興味はお金にあるからコインの落ちる音が聞こえる。
・・・自分たちの興味のあるところに自分たちの宝があるのである。
・・・自分の宝が何なのか？がわかれば興味を持つ事が大切になる。

（水煮 三国志 より）

仕事に臨む姿勢を
見つめ直そう



今月のアンバサダーは、ネスト祭りでもお世話になりました！トラックなどの車両にステッカーの貼付
け・カーラッピング等を行い、企業の認知度UP、ブランドPRのお手伝いをしてくださる株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社から、
常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役 吉川吉川吉川吉川 義篤さん義篤さん義篤さん義篤さんです！

６⽉１⽇〜３⽇ 山小屋合宿研修

６⽉２２⽇ 所⻑会議
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「「「「見見見見せるせるせるせる防衛運転防衛運転防衛運転防衛運転・・・・避避避避けるけるけるける事故事故事故事故！」！」！」！」
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「一体感」のある、温かいネストさん！「一体感」のある、温かいネストさん！「一体感」のある、温かいネストさん！「一体感」のある、温かいネストさん！

株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社

常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役吉川吉川吉川吉川 義篤義篤義篤義篤さんさんさんさん

上村運送様時代からのお付き合いです上村運送様時代からのお付き合いです上村運送様時代からのお付き合いです上村運送様時代からのお付き合いです
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■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

吉川吉川吉川吉川 義篤義篤義篤義篤さんさんさんさん
株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社株式会社近代社

ネストさんとの会社としてのお付き合いは古く、上村運送様の時代、

トラックにペンキで文字を書いていた頃からのお付き合いです。そこ
から少し期間があき、2010年に私が近代社に入社して間もないころ、
飛び込み営業で訪問させて頂き再びお付き合いが始まりました。迫社
長には仕事のお付き合いだけでなく、「若いのにぽっちゃりし過
ぎ！」と“ダイエット計量クラブ”、そしてトータルビジネスサポート
の仲間にも入れていただきました。

私が初めていただいたお仕事が、ネストFactoryの看板のご依頼でし
た。飛び込み営業をしてから1年半通わせて頂いてのことでしたので、
とても印象に残っています。

当時より、迫社長からはことあるごとに、「近代社の『提供してい
る価値』は何か？『顧客』はだれか？」を問われ続きてきました。そ
の問いに少しは答えることが出来、少しは「しゃんとしてきた」と
思って頂けたのかなと思っています。いまだに「まだまだつまらんの
～」と言われることも多いですが・・・。

初めて頂いたお仕事は忘れません。初めて頂いたお仕事は忘れません。初めて頂いたお仕事は忘れません。初めて頂いたお仕事は忘れません。

これまで以上に、突っ走ってください！これまで以上に、突っ走ってください！これまで以上に、突っ走ってください！これまで以上に、突っ走ってください！

ラッピング・ステッカー・
看板 こと
近代社

「一体感」「一丸」というのが、ネストさんのイメージです。

ネストの歌にある～そんな心のふれあいを みんなで大事に育てよう
～を実践され、温かい会社だなと感じます。その中でもネスト祭りで、

若手の方から、役職・年齢が上の方までお互いに称えあって、祭りを
全員で盛り上がられていて「素敵」な会社だな～、うちもこんな会社
を目指したいと刺激をもらっています。
これまで通り、これまで以上に！「一丸」な会社で、どんどん突っ

走って、突き抜けていって下さい。そこに、少しでも追いつけるよう
に、私も頑張ります！

４月１８日

川上 忠光さん（本社）

長女「川上川上川上川上 瑞稀（みずき）瑞稀（みずき）瑞稀（みずき）瑞稀（みずき）

ちゃんちゃんちゃんちゃん」

【♡ご出産♡】【♡ご結婚♡】 【♡資格取得♡】
４月１０日

玉寄 裕哉さん（川崎夜光）

長女「玉寄玉寄玉寄玉寄 心寧（ここね）心寧（ここね）心寧（ここね）心寧（ここね）

ちゃんちゃんちゃんちゃん」

４月２日

時光 竜司さん（本社）が

ご結婚されました✨
お相手は、３年前からのお付

き合いの加奈さんです。奥様

の優しいところが大好きだそ

うです♡竜司さん加奈さん、

末永く、お幸せに(＾＾)！♡

＜本社＞

阿部阿部阿部阿部 雄也雄也雄也雄也さん

＜福山＞

森田森田森田森田 洋平洋平洋平洋平さん

福山営業所

先月の社内報で
お名前が漏れて
いました。
すみません(><)

三河営業所

茨城営業所

夜光TC

川崎TC

10ｔ 木村　信夫 （ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ） 3.76㎞
8ｔ 中村　格久 (ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ) 5.26㎞
4ｔ 橋西　一雄 (本社) 9.69㎞

2ｔ・3ｔ 伊豫田　朋磁 (三河営業所) 9.76㎞
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 槌田　茂喜 (岡山営業所) 8.62㎞

「「「「雨雨雨雨のののの日日日日はははは安全速度安全速度安全速度安全速度とととと視界視界視界視界にににに注意注意注意注意しようしようしようしよう！」！」！」！」
～～～～ 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 ～～～～

6/7 中谷　博之 43 山口営業所

6/7 岸本　佳美 41 岡山営業所

6/9 宮田　恭宏 42 熊本営業所

6/17 山﨑　篤彦 47 本社_馬木

6/20 小野　淳隆 47 岡山営業所

6/22 中村　隆志 44 本社_馬木

6/26 西原　慎治 46 関西営業所

6/27  福田　二美 56 熊本営業所

6/30 伊藤　輝政 41 本　　　部

6/30 松本　明 42 山口営業所

6/30 三上　亮 50 夜光TC


