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伊藤

心

」

敏彦

(株)MUJIN(ムジン)というロボットを作る会社の社長が TV 番組の中で、２０３０年までに倉庫内作業の完全無人化をする
と言っていました。
近い将来長距離トラックは、高速道路を何台も縦列して自動運転で走る事が出来る様になります。荷卸しもパレット化が
進み、無人リフトが遠隔で操作され、自動で検品、納品が出来る様になるでしょう。倉庫内のピッキング等もロボットがする
様になり、人手は不要になってくると思います。
人力で行う作業はほとんどなくなっていく世の中、土木、農業、工業、すべての作業が人に代わってロボットによる自動
化が進んでいくでしょう。
医療も遠隔で診察し、手術さえもロボットを使い遠隔でできる時代を目指しています。日頃のコミュニケーションも SNS
が中心で、どこにいても誰とでもつながる時代はもうすぐです。
人間が便利になる事を欲求する心には際限がありません。もっと、もっと…と。欲求に終わりはありません。
しかしその先に、一人一人が本当に心の底からやりがいや生きがい、働きがい、幸せを感じられる世界があるのでしょう
か。
不便なことは手間がかかり時間がかかったために、達成感や満足感が得られたのではないでしょうか。
楽になる事は大切ですが、それが当たり前ではないという事で、楽になった事に対する感謝の気持ちを持つことが大切
ではないのでしょうか。
身体を使うから時間はかかりますが、身体を使う事で体力はつき、根性はつきます。環境が悪いために達成感はひとし
おのものがあります。無人化、自動化、という言葉を聞くたびに、人が大切にされない社会になっていく世の中に近付いて
いる様な気がするのは私だけでしょうか。人を機械と同様に扱い、効率ばかりを優先する事は、社会をよりよくしているので
しょうか。
ロシアは戦争で多くのウクライナの人を殺しています。ロケットがない時代だと、自分自身にも大きな打撃を受けていたに
違いありません。簡単に人が殺せる事も、簡単に人に代わるロボットが増える事も、技術の進化という意味では同じかもし
れませんが、効率化の先に本当の人間としての幸せが見つけられる世の中、見出さなければいけない時代だからこそ、
無駄の中に人間らしさを忘れない様にしなければいけません。
なぜなら人間には心があるから…
心を伝えるためには時間がかかります。心を伝えるためには、会いに行ったり、メールより手紙の方が伝わります。自動
化、効率化も大切ですが、心を伝え、心を配り、心から感謝しあえる事がこれからの時代、より大切にされるべき時代にな
っていくと思います。
心の時代…

総務本部長

「尾張陸運㈱はどんな会社？・2024 年問題？
（その 2）
」

K

先月号で「2024 年問題」の要点として ①時間外労働時間の上限規制 ②月 60 時間超の時間外労働
の割増賃金引上げ を掲載しました。今月号ではトラック運送業界の検討課題と尾張陸運㈱の大方針をお伝えします。
トラック運送業界が「2024 年問題」を乗り切るためのポイント
① 「労働時間短縮（＝残業時間短縮）に伴い従業員の賃金が大幅な減額にならない仕組み」
② 「頑張った社員が正当に報われる賃金体系」＝モチベーションの維持
③ 「（運賃が上がらない中で）人材確保のために賃金水準を上げる必要がある場合に、人件費増による財務的影響を
極力軽減できる仕組み」（残業代へのハネ、社保負担増大を防止）
④ 「法的なメリットを活用しつつ、労働時間ではなく、働いた実績と貢献度で処遇して職場の生産性を高める仕組み」
⑤ 「人事評価結果を毎月の賃金に反映し、従業員のモチベーションを上げて会社が求める人材像に近づけていく仕
組み」
⑥ 「コンプライアンスを重視し、効率的かつ訴えられない仕組み」
以上の観点で現行の賃金体系を再点検し、2024 年問題に向けて早急な検討を行う必要があります。
そこで、尾張陸運㈱の 2024 年問題に向けての大方針をお伝えします。
① 現在の人件費総額は下げない。
② 毎年、年間所得を増額する。（生産性の向上・経営努力）
③ 働いた実績と貢献度を反映できる賃金体系（業績給の導入など）
この大方針を基に、尾張陸運㈱として 2024 年問題に向けて検討・協議を進めていきます。

経理本部長

I

皆さんいつもありがとうございます。
新型コロナウイルスの感染がまた徐々に増えつつあります。コロナウイルスに対抗する薬ができても、ウイルスも生き残り
をかけどんどん変異。デルタ～ベータ～アルファ・・・オミクロン。個人でできることは、「感染しない」感染させない」ための
基本行動を徹底することが大切。また、感染しても重症化しないために免疫力を低下させないよう、日々、健康や体調の
維持に努めていなければ。と思っています。
社内でも多くの方が感染または濃厚接触でお休みされています。お休みされている方も大変ですが、その仕事フォロ
ーする方。本当にお疲れ様です。全社員で協力し合いこの状況下でも、仕事を止めることなく動いていることに感謝しま
す。ありがとうございます。
社会保険・雇用保険に関して、4/25 の給料より健康保険料率 0.01％↑ 介護保険料 0.08％↓ 結果 40 歳未満の方
は増額。40 歳以上の方は減額となりました。雇用保険料は、2022 年 4 月より（0.5/1000）アップしますが、社員の方の負
担分に変更はありません。0.5/1000 とは 0.0005％とわずかかも知れませんが、全社員分となるとかなりの経費増。
軽油代金と同様、同じ仕事をしていて売上は変わらないのに経費増。利益減。
その状況を打開する為にはやはり無駄な経費をなくすこと。事故を無くすことです。
事故をして良いことなんてひとつもありません。
皆さん安全運転よろしくお願いします。

玄関前の花壇
K さん

S さん ありがとう！

業務本部長

M

みなさんもマイカーでガソリンスタンドに行けば燃料が高騰していることに
気が付くと思います。
業務で使用するトラックに給油する軽油も同じで、昨年と同時期と比較して全
社で￥3,000,000 も月単位で上がっています。これは純粋に￥3,000,000 の
利益が減っているという事実なのです。
残念ながら我々の力では原油価格を下げることはできません。燃料の使
用量を減らす努力をするしかないのです。以前にはトラック研修センターでエ
コドライブ走行の実技の研修が実施されていたのですがコロナ禍もあり中々、研修に行けない状況もあるため、簡単です
がエコドライブ走行とはどのような運転なのかまとめてみました。
① アクセルはふんわりと

車を発進するとき、アクセルをゆっくり、ふんわりと踏むようにすると、10%程度の燃費が改善すると言われています。具
体的には、最初の 5 秒で時速 20km 程度が目安。こうすることで安全運転にもつながり、一石二鳥ですね
② 加速・減速の少ない運転を

無駄な加速・減速は、燃費を悪くします。理想としては、一般道路なら時速 60km 以下、高速道路なら時速 80km 程度
を保つこと。加速・減速の少ない運転をするためにも、車間距離にゆとりを持ち、先の交通状況や道路状況を把握した「か
も知れない運転」をしましょう。
③ 減速時はアクセルを早めに離す

信号等で停止しなければならない場合は、速やかにアクセルから足を離しましょう。
早めの行動を心掛けることで、2%程度の燃費の改善が期待できます。アクセルが
OFF の状態で走行すると、燃料の供給が制限されるので、アイドリングに必要な燃料
だけが供給され、さらに効果的です。信号だけでなく下り坂でも同様です。下り坂で
はアクセルを踏む必要ありません。
④ エアコンは適切に使用

実は車のエアコンは車内を冷却・除湿するだけの機能なのです。ですので、冬場暖房のみが必要なときは、エアコンス
イッチを OFF にして、無駄な燃料は使わないようにしましょう。
冷房が必要なときは、なるべく車内を冷やしすぎないように気をつけてください。必要以上に設定温度を下げると、燃費
が著しく悪化する場合もあります。
⑤ 無駄なアイドリングは NG

荷物の積み下ろしや待ち合せ等で駐停車するちょっとの時間なら……という意識があるかもしれませんが、アイドリング
が実は燃料を浪費しています。10 分間のアイドリングでは、130cc 程度の燃料を消費すると言われています。駐車中はア
イドリングストップを心掛け、エンジンを確実に止めてください。
※ 車種別 1 分間当たりの燃費 中型：20cc トラック大型：30cc

⑥ 計画的な運転を

渋滞に巻き込まれたり、道に迷ったりするなど無駄な運転はもちろんエコではありません。そうならないためにも出かけ
る前には、行先までのルートをしっかりと確認し、時間に余裕をもって出発を。渋滞・交通規制の情報は出発前、走行中常
にチェックしておきましょう。
とはいえ、「渋滞に巻き込まれたくないから・・・。」と必要以上に早く出発することも避けてください。
⑦ タイヤの空気圧にも注意

タイヤの空気圧は適正値よりも低下すると燃費が悪化するため、自動車
メーカーより指定された適正値に調整しましょう。タイヤの空気圧は車によ
って様々。大抵の車は運転席のドアを開けたところにタイヤの空気圧の適
正値が記載してありますので、そこで適正値を確認してください。そして、
運転する際にはタイヤの空気圧を点検する習慣をつけましょう。余分な物
は車から降ろす。
車の燃費は、車の総重量によって大きく影響されます。重ければ重いほど燃料の浪費が進みます。例えば 100kg の荷
物を乗せたまま走ると 3%程度燃費が悪化すると言われています。
エコドライブは、一人一人の自覚と意識が何よりも大切です。その燃料も会社の経費になると考えると、なるべく抑えて
おきたいポイントですよね。そのためにも、車の燃費について常日頃から把握して、エコドライブの効果を実感し意識を高
めましょう。地球だけではなく、経費的にも優しいエコ、今日から実践してみませんか。
主として環境と燃費を問題として取り上げられることが多いエコドライブですが、私は交通事故を起こす確率が格段に減
り、また、万が一事故を起こしてしまった場合でも最小限にとどめることができると思い、エコドライブを実践しています。
くれぐれも交通の流れを無視した極端な低速走行や長時間をかけての発進等、他人に迷惑をかける自己満足・自分
本位の「エゴドライブ」にならないように注意しましょう！

業務副本部長

T

皆さんのおかげで繁忙期も無事に終わりました。ありがとうございます。
これから来期に向けた事業計画を作成していきますが、来期は様々な新しいチャレンジが始まります。
そこで皆さんの中から、この先管理者としてやってみたい方や管理者を目指している方を募りたいと考えています。現在、
管理者の方でもいいですし、班長や一般社員の方でも構いません。自薦でも他薦でも受け付けますので、ぜひ挑戦して
ほしいと思います。やっていただく業務は瀬戸市北部の倉庫（旧 E 工場）で約 2,000 坪の倉庫管理です。平屋倉庫では
社内一大きな倉庫です。この 8 月より本格的に稼働する予定ですので、一から部署を作っていくやりがいがあると思いま
す。もちろん大変なこともたくさんありますが、自分の成長を感じる喜びを体感してください。
もう一つ、全社に向けて安全活動をする安全管理者も募集します。今、社内の中で年間１００件を超える事故が起きて
いますので、これを打破してくれる勇猛果敢な方が必要です。各部署にて横乗り指導や交通安全活動、講習会や指導な
ど事故を無くすためにすることは無限にあります。我こそは事故削減が出来るという方はぜひ声を上げてください。
以上二つの公募をします。
連絡は本社業務管理、T まで連絡をください。

S

営業副本部長

皆様お疲れ様です。
コロナ感染がまだまだ油断できない状態です。熱くなってきましたが、マスクの着用など、荷主ルールは守りつつ、水分
補給等健康管理をお願いします。
3 月の実績報告と 4 月、5 月以降の計画報告をさせていただきます。
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営業利益

50 期 3 月予算対比）49 期 277,815（千円）に対し 50 期 282,403（千円）
■次月以降の課題

（昨年度比率 101.6％）

・事故防止及び意識レベルの向上

■5 月以降の売上、利益減少リスク

・連休明けの全体的な荷量の低下、トヨタ減産に伴う売り上げ減

■増収戦略
・4 月 16 日より某家具配送開始
・5 月下旬より、T 物流定期便開始予定
・5 月より瀬戸北センター本格稼働に向けた顧客獲得
繁忙期に関わった皆様、大変お疲れ様でした。皆様の頑張りもあり昨年を上回る過去最高の売上結果となりました。4
月もまだ連休前で荷量が多い商材もありますので、引き続き緊張感を持って業務をお願いします。
しかし、毎年ですが 5 月の連休明けからは、荷量も落ち、閑散期になり数字が落ちる時期になります。
仕事量が落ちるのに変わらない労働時間や高速の利用、出勤にするためだけなどと、全てが利益低下に直結しますの
で、配車管理者の方は意識しコントロールをお願いします。
また、今年は新小牧物流センターを新設します。今尾張陸運の拠点は・尾張旭市・日進市・愛西市・各務ヶ原市と 4 つ
の営業所と瀬戸市・小牧市の家庭紙センターがあります。
新小牧物流センターに向け今後の取り組みとしては、「拠点の強み」を強化します。愛知県岐阜県をローカル輸送でき
るよう現状の業務の精査をし、発着点に重点を置き配置転換をします。また、従業員の皆様の住まいに対して営業所の異
動も考えております。
2024 年問題や、会社を永続させるために、時代の変化にも対応しつつ、常に会社の「理念」に基づき仕組みを変えて
いきます。閑散期はそういった「未来のために」必要な時間を作るチャンスでもあります。
数字を作る、事故をしない、仲間を作る、など結果にこだわっていきましょう。

尾張陸運 岐阜営業所通信

各種講習会の実施
４月後半～５月上旬のＧＷを利用し、車両整備・省エネ・リフトの３項目の講習会を行う予定です。
車両整備講習：実際の車両を使い１ヶ月点検を中心に整備講習を行います。
未講習の人（新人さん）
・受講希望者、各班長が選任します。
省エネ講習会：車両に講師の横乗りで運転をし、省エネ運転の実技講習です。
毎月の燃費結果の悪い人、デジタコ点数の悪い人が対象です。
今期に入って各データより班長が選任します。
リフト講習会：リフトについての座学と操作や安全確認の実技を行います。
リフト経験の浅い人、リフト操作に不安のある人が対象です。
各班長が選任します。
実施日時・受講者については、各班長から連絡を入れてもらいます。
受講される方はスキルアップに繋がる講習会ですので、真剣に取り組みましょう。

ソフトボール開幕
岐阜営業所の K さんが、以前から仲間内でやっていたソフトボールリーグが開幕しました。
K さんの誘いに乗って今では、A さん・S さん・I さん・H さんの５人が参加しています。
日頃の運動不足解消・ストレス解消には良いスポーツだと思います。

日曜日にＷヘッダーをやる時もあるそうです。（元気ですね！）

終った後は、事前に決めたお店で食事会も楽しみの一つの様です。

興味のある方は、K 監督まで。

NEBC Report

From Nagoya East Butsuryu Center

進学や進級、就職とライフステージの変わることの多い
4 月。パート従業員が多い名古屋東も本人や家族のライフ
ステージの変化で退職される方、新しく入社される方と人
の入れ替わりが激しい季節でもあります。
託児を利用して働きたい方の入社も多く、企業内保育所
の「ひまわりこども園」では入園したての子どもたちの泣
き声が響く日も…。一方、放課後を中心に小学生を預かる
「たけのこ学園日進教室」では 3 人の新 1 年生が入所。
11 日には入所式が行われました。新入生は自己紹介で名
前や通う小学校、小学校で頑張りたいことなどを発表。上
級生からたけのこ学園の様子を教えてもらっていました。
新生活に慣れるまでは皆さん大変かと思いますが、体調
を崩さず頑張りましょう！！

一方、さみしいお別れも…。昨年 11 月からセンター長代

T さんのデスクが…消えた‼

理として直接ご指導いただいていた T さんですが、4 月か

↓ここにありました…涙↓

らは本社を拠点にした遠隔でのご指導となりました。3 月
下旬には M 副センター長と K 副営業所長の間にあったデ
スクもなくなり、本格的なお別れモードに。
T さん、これまでお世話になりました。
いつでも名古屋東へいらしてくださいね！

～新入社員紹介～
N さん

Q4.好きな食べ物

かなりの偏食で嫌いな食べ物が多いの

Q1.担当業務

ですが、好物は特にありません。

倉庫（M 様担当）

Q5.尾張陸運での目標

Q.2 前職

当面の目標は「守・破・離」を正しく理

錦の飲み屋で働いていました

解できるように、先輩方の言葉に神経を

Q.３趣味や特技

とがらせていきたいです。

11 年間やった野球はするのも

Q6.メッセージ

観るのも好きです。読書も好き

1 日でも早く仕事を覚え、皆さんの役に

で、好きな作家は東野圭吾です

立てるよう精一杯頑張りますので、ご指
導のほど宜しくお願い致します。

私の仕事

其の十八
輸送と倉庫、こども園など様々な仕事が集う名古屋東物流セン
ター。私の仕事では、名古屋東で働く社員にスポットをあて、それぞ
れの仕事のこだわりや熱い思いをお伝えします。

(題字は本人)

親子 3 人で目指す大型ドライバー

H さん親子

老若男女 200 名近いパートが働く名古屋東物流センターだ

が、10 代はそう多くない。貴重な若手の一翼を担うのが、K と
S の兄弟だ。父、A は名古屋東で大型ドライバーとして働いて
いる。
きっかけは幼いころからトラックドライバーに憧れていた K
の「夢につながれば」と A が声をかけたこと。2 か月間は研修
という形で A の運転するトラックで助手を務め、今年 1 月から
倉庫での勤務がスタートした。
助手として乗った大型は「想像以上に怖かった」が、その大
型を自在に操る父の姿は「すごいどころじゃない」
。一層、ドラ

イバーへの憧れが募った。
K が倉庫で担当するのは酒の出荷作業。商品が詰まったオリ
コンをパレットに積み上げて、1 階の出荷場へと運ぶ。酒は助
手として何度も運んだ商品で「ドライバーは時間との勝負。何
枚積むかを聞いて必要な枚数をすぐに持っていけるように」と
気を引き締める。ドライバーの積み忘れを防ぐためパレットに
張る紙に何枚目のパレットかを書くなど、助手の経験を活かし
た業務改善にも取り組んでいる。
今年 3 月からは弟の S が入社。先に働く兄を見て「きついの

だろうと思っていた」というが「一度、仕事をして自分がこれ
からどうしたいか考えたい」と中学卒業を待って現場に飛び込
んだ。現在は Y 様で商品のピッキングやオリコンの積み上げを
担当。将来の夢はやはり、ドライバーだ。
通勤手段を持たない K と S は A の配車に合わせて早朝に出
勤。A が早く配送から戻った日には、2 人の業務が終わるのを
待つこともある。帰りの車内は仕事の話が尽きないというが、
A は「現場のことはリーダーに相談すべき」として、具体的な
アドバイスをしないといい、
「親として伝えられることは『健康

で安全に作業をする』ということだけ」と笑う。
倉庫での仕事を経験してもドライバーへの夢は変わらない
という 2 人。目指すは父のような大型ドライバーだ。大型免許
を取得できるのは早くて K が 3 年後、S で５年後だが、5 年後
には A もまだ 50 歳。親子３人そろって大型に乗る日も夢では
ない。

(敬称略)

名古屋西営業所通信
3 月度のありがとうスタンプ表彰者
名前

G さん

ニックネーム

G ちん

担当業務

ドライバー

前職

キッチン家具製造

入社のきっかけ インディードを見て
好きな食べ物

白米

趣味・特技

釣り

性格

マイペース

1 年後の目標

無事故無違反

3 年後の目標

頼られるドライバー

木の実はっけん！

は O さんです。
おめでとうございます！

クローズ
アップ

名古屋東物流センター

N

パ

さ

ー

ト

さ

ん

ん

今月は誰にしようか考えた末、文章を作る表現力に長けた N さん、私と同じで普段はインタビューする側の方
です。かわら版を見ている人ならば東物流センターのページに違和感を覚えるのではないでしょうか。だって元プ
ロだもの。ずば抜けてるもの。N さんの前職は新聞記者なのです。
今年皆さんにお配りした 50 周年記念のパンフレット内のインタビュー記事も彼女が作ったものです。
どんな方が作っているのか紹介も兼ねて作ってみました。
先ずは尾張陸運に来た経緯をお願いします。
「私、元々東京にいて主人の転勤で 2018 年 4 月にこっちに来たんですよ。その時妊娠していたので仕事も
やめて、かといって再就職もできず。その後子供が生まれて 2020 年 1 月くらいに働きたいな、と思って。そ
れまでも在宅でライターをやっていたんですけど、在宅だから内職扱いになって子供を保育園に預ける事はで
きなくて、かといって親戚とかも近くにはいないしと思っていたら、託児所付きの職場っていうのをたまたま
見つけて、家からも 15 分位だし、事務って未経験だけど雇ってくれるのかなと思いながら応募したら受け入
れてくださって。
」

保育園が決め手なんですね？今もお子さん、ここにいるんですか？
「いえ、3 月に卒園して春から幼稚園に通っています。
」

ここにお子さんを預けてのお仕事、いかがでした？
「最初はドライバーさんとのコミュニケーションに戸惑いましたね。共通の話題もないし、「お疲れさまで
す」の後続ける言葉が思いつかなくて。今はもう 2 年目なので親しくしてくれるドライバーさんも増えました。
後は自分の環境の違いからですが、独身でバリバリ仕事していた頃は自分のペースで何時まででも仕事してい
られたけど、必ずお迎えの時間までに終わらせなきゃいけないから、仕事に慣れてない時や新しい仕事が急に
舞い込んできた時、来客やトラブルなどイレギュラーが発生した時なんかの時間配分が難しかったです。どう
やってこの仕事を 17 時までに終らせようかと悪戦苦闘でした。」

あー、なるほど！そういう事情思いつかなかったです。
「あと、遊戯室に行くときに社内を横切るもんだから、たまたま私が仕事している所を見つけちゃって、大
泣きして大変でした。
」

「お母さん、そこにいるのになんで来てくれないのー（泣）
」ってかんじですね？（笑）
「そうなんですよ。それ以来先生も配慮して下さって、すぐに通り過ぎるように先頭で歩かせてくれたり、
私も見つからないように隠れたり、先生が見えないように横で歩いてくれたり（笑）
」

それでも小さなお子さんいても仕事ができるメリットは大きいですものね。

東物流センターの玄関わきにあった可
愛い花壇。
たけのこ学園のお子さんが育ててるん
ですって。
思わず足を止めてしゃがんで写真まで
撮ってしまいました。

今はここでどんな業務をしているんです？
今は S 様での予約の管理と、月水金はドライバーさんの積み残し積み忘れが無いかのチェック、積み込んでる
状態を見て次に入ってくるトラックの予約時間に積み終わるかチェックと間に合いそうになかったら連絡を入
れたりとか、タイヤの伝票出し、少し前までパートさんの管理もやっていました。それとかわら版と文章を書く
仕事を頼まれたりもします。

結構な量ありますね。
N さんの文章は本当に雑誌読んでいるみたいで、その後に自分の文章読むと小学生の作文みたいだなっ
て（笑）
でも 10 年間仕事をしてきたプロ。ベテランさんですもの
ね。
いえいえ、本社の中ではまだまだ下っ端でしたね。
どこの企業でも本社勤務はベテランさんばっかりが居る
所だからですね。
ちょっとプライベートな事を聞きますが、その頃の趣味
は？
食べ歩き飲み歩きですかねー。
仕事の帰りに飲みに行ったり、休みの日もみんなでご飯
食べてお昼からビール飲んだりとか（笑）
あ、お酒が好きなんですね？
そうなんですけど本当に飲みにいけてなくて。場所柄ってこともあるけど、近所に友達もいないし。家で
ビール飲むくらいで、外に飲みに行ったのって最後いつだろうってくらい前なんですよ。
あー、今は我慢期間ですね。今現在のご趣味は？
今…なんだろう。読書も好きだったんだけどなかなか読めないし。
休みの日なんかは？家族でお出かけですか？
そうですね、うちは基本的に主人がお出かけ大好きだから、公園とか動物園とかどこかしら行ってます
ね。
お子さん小さいと、自分の趣味よりお子さん優先になっちゃいますよね！
では最後にこの会社のここが良いですよ！って売り込むとしたら、やっぱり託児？
それもそうですけど、これは人によるかもしれないけど「パートだからあなたはこの仕事だけやって」で
はなくて、かわら版でも好きに作らせてくれるし、ここはこうしたらどうですか？って提案にも「それやっ
てみようか！」って返事がもらえるし、考えて働かせてくれるところですね。
基本的に仕事をするのが好きなので、そういうやり方の方が私には合ってます。
独身の頃に大きな会社にいた N さん。インタビュー以外にも、企業とは？組織とは？なんて話や、新聞社の
仕事内容や記者が作った記事が掲載されるまでの流れやら、知らない世界のいろんなお話聞かせていただいて、
ありがとうございました。
本当に勉強になりました。
そしてプライベートでのアルコールが足りてないご様子。
そろそろコロナもそれほど怖いウイルスじゃなくなってきてるし、気候も暖かくなってきてるし、飲みに行
く機会がある方は N さんのお誘いを忘れずに！
こんな感じで社員だけではなく、パートさんやアルバイトさんにもインタビューしていきたいと思っていま
すが、インタビューしてほしい人がいましたら晴丘 O までご連絡ください。

