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新型コロナをきっかけにオンラインで始まったプロジェクトを紹介！
３、4 月の一斉休校、4 月からの緊急事態宣言による店舗の相次ぐ休業。経験したことのない状況下で、
多摩地域から社会が元気になるプロジェクトが始まりました。ぜひご視聴ください！

オンラインで完結！「子どもが教える学校」
「子どもが教える学校」は「従来の学校と逆転の発想 × 完全オンライン企画」で、
休校中の子どもをもつママの間で話題となり SNS を中心に拡がった。
「子ども先生」
は 3 回の講習を経て、これまでに小学校 2 年生から大学生までのべ 50 人が誕生し
ている。5 月に行われた zooｍを使った授業では、3 日間で 300 人を超える大人と
子どもが参加。「助けたい！動物と人と地球」「あつまれどうぶつの森を一緒にやろ
う」など、子ども先生がそれぞれ興味をもっているテーマを PowerPoint を使っ
てプレゼンした。「なわとびの楽しさを伝えたい」では、小学校 4 年生のたいよう
くんが 5 歳から始めたなわとびの魅力を紹介。素材の特徴や、なわを持たない「エ
アなわとび」練習法を動画で紹介し、チャット上は「分かりやすい！」
「動画も用
意してくれてありがとう！」などライブ感のある投稿でにぎわった。
発起人は小学校 2 年生の子どものママである鈴木深雪さん。3 月末、新型コロナ
感染拡大のため学校に行けない子どもを対象に、オンラインでプレゼンテーション
講座を開講した。彼らの実践の場として「子どもが教える学校」は産声をあげた。
5 月 29 日の授業の様子。子どもがゼロから

作った資料を映して大人に講義する。あな
どるなかれプレゼンの完成度は高い。子ど
も同士の質疑応答も積極的に行われた。

7 月 4，5 日の授業は誰でも無料参加がで
きる。左記 QR コードから「優

先登録」をすると予約案内が
登録メールに届く。

「発表する」というミッションを持った子どもたちは、鈴木さんの講習で自分の
言葉を使って資料を作り上げる力を手に入れた。子どもの姿に、
寄り添う親の心も成長する。最新の授業をぜひ視聴してほしい。
「子どもが教える学校」主宰 鈴木深雪さん（日野市在住）
大手印刷会社に勤めた後独立。経営者や事業主の思考やアイディアを聞き取り
整理する「ヒモ解き職人」を屋号とし、WEB 完結での仕事を構築している。

休業中に始めたインスタが人気に「立川高松接骨院」
４月７日に発令された緊急事態宣言から約 1 か月、立川高松接骨院も休業を余儀
なくされた。施術を受けられないお客様へ向け、11日にはSNSを通してエクササイ

つばさホールディングス（THQ）のファサードには多摩産材と世界各国の材、廃材が使用されています

ズ動画の配信を開始。短時間ですぐに実践したくなるコンテンツが人気をよび、イ

上部にはめ込まれた昭和の手作りガラスは、グループの歴史の幅広さを物語ります

ンスタグラムでは３か月でフォロワーが290 人に増えた。
出演はいずれも柔道整復師、鍼師、灸師、あんまマッサージ指圧師などの国家資
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格をもつトレーナー陣だ。緊急事態宣言の期間はスポーツチームの合宿・試合サポー
トなど出張業務も中止になったが、各トレーナーは手書きのボードメッセージを

月号

SNS に投稿した。院長の町野さんは「今出来る事を‼ 忘れないで笑顔

皆で乗り

越えましょう」と励ました。

vol.7 2020

SNSでは「手首・前腕ストレッチ」や「お尻ストレッチ」
「股関節脱力エクササイズ」
など、リラックス系のエクササイズのほか、４月 25 日から５月７日にかけてはリレー形式の「応急処置法 1 〜６」を配信。
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家庭にある道具を使った誰にでもできる簡単な手当方法を紹介した。顔文字付きのキャプションには院内の明るい雰囲気が
伝わる。エクササイズの動画編集は新型コロナの影響で休業になった期間にスタッフ達が覚えた。
運営は都内に９店舗治療院をもつ株式会社ケッズトレーナー。公的な機関が証明した確かな技術に、ケッズトレーナーの
メソッドを加えたスポーツマッサージを提供する。現在は通常通り営業をしているので SNS に出演するト
レーナーのマッサージをぜひ受けに行こう。zoom によるオンラインセミナーも開催していく予定だ。
立川高松町接骨院（Instagram）
立川市高松町 3-13-15 3F
TEL: 042-522-8885

2020 年７月 1 日発行

Group Policy

仲間が先、自分は後。与えるものが与えられる。信頼が先、指名は後。期待に応えると選ばれる。

Group Principles of Conduct

“A”「当たり前のことを」

“B”「馬鹿みたいに」 “C”「ちゃんとやりきる！」

立川高松町接骨院

院長

町野走一（小金井在住）

健康や運動をサポートするイベントやセミナー（ヨガ教室、腰痛教室など）も
開催しています。地元の方の元気と笑顔を広げていく治療院を目指します。

発行部数 700 部

制作・発行／つばさホールディングス株式会社

TEL042-512-5161

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-38-5 立川ビジネスセンタービル 11F
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各拠点マップ 2020！

コンパス紫竹山

私が働いてます!
鈴木隆子

コンパスウォーク

コンパスウォークのロゴのポーズ
をリクエストしたら、快く応えて
くださいました！

コンパスウォーク小金井店で働いている鈴木隆子さんは81歳。80代とは思えない立
ち振る舞いでテキパキと施設内を動き回ります。スタッフから付いたあだ名は「小金
井のマザーテレサ」。「利用者さんの家庭や病気に対する悩みを完全に解決できるわけ
ではありませんから、傾聴したり共感したりして、今をつづけていくとプラスアルファ
で何か良いことがあるよ、と伝えています」と鈴木さん。一言一言が心に響きます。

コンパスウォーク紫竹山
【住 所】950-0914 新潟県新潟市
中央区紫竹山 3-9-1
【telephone】025-278-8411
【最寄駅】JR 線「新潟駅」

（2020 年６月現在のデータです）

自由で爪が切れない方がいれば、施術を待つ時間に爪切りをします。「健康にしてあげることはできないけれど、寄

恵実物流株式会社 新潟支社
【住 所】950-0862 新潟県新潟市
東区竹尾 2-19-7
【telephone】025-279-3111
【最寄駅】JR 線「新潟駅」

り添い、生活がしやすくなるお手伝いをして、自立の気持ちがめばえてきたら、押し上げてあげるのが私の役目です」
と話す鈴木さん。
40 年勤めた病院を一昨年退職して、大好きなテニスやZUMBA、
教養講座など、毎日やりたいことをして 1 年程経った頃、「何かしら
社会とつながっていたい」という気持ちが再び芽生えたと言います。

イチバンチョウパーキング



れたサービスを生み出しています。「若い看護師さんの募集がくるま
で」と、短期間のつもりで働き始め既に 1 年が経ちました。小金井
のマザーテレサ、鈴木さんの活躍はまだまだ続きそうです。

コンパス国分寺

Tachikawa HQ

コンパスウォーク国分寺
【住 所】185-0035 東京都国分寺市
西町 5-14-38-103
【telephone】042-571-8808
【最寄駅】西武拝島線「東大和市駅」
バス約 10 分

タチカワ ヘッドクオーター

20台

つばさホールディングス株式会社
【telephone】042-512-5161
つばさロジスティクス株式会社
【telephone】042-506-1151
つばさマネジメント株式会社
【telephone】042-506-1313
【住 所】190-0012 東京都立川市曙町
2-38-5 立川ビジネスセンタービル 11F
【最寄駅】JR 線「立川駅」徒歩約５分

つばさロジスティクス株式会社

【telephone】042-520-0140

恵実物流株式会社（食品輸送）
富士輸送株式会社 立川営業所
【住 所】190-0033 東京都立川市一番町
4-39-3 正光平成ビル 402
【最寄駅】西武拝島線「武蔵砂山駅」
徒歩約 15 分

恵実物流株式会社 千葉支社
【住 所】340-0811 埼玉県八潮市
2-1098-1-1F
【telephone】048-994-3313
【最寄駅】つくばエクスプレス「八潮駅」
バス約 10 分

恵実物流株式会社 埼玉営業所
【住 所】359-0023 埼玉県所沢市
東所沢和田 2-23-5-1F
【telephone】04-2951-1555
【最寄駅】JR 武蔵野線「東所沢駅」
徒歩約 11 分

今、コンパスウォークでの勤務は「すごく幸せ」なのだそうです。
スタッフ一人一人が「敬護」の理念にぴったりあてはまり、連携のと

チバ ムービングディヴィジョン

トコロザワ ムービングディヴィジョン

ニイガタ ムービングディヴィジョン

Ichibancho Parking

Chiba MovingDivision

Tokorozawa MovingDivision

Niigata MovingDivision

週 2 回、8:30 〜17:30 のシフトで利用者さんのケアにあたり、利用者さんを迎える
とバイタル（脈拍・呼吸・血圧・体温などの健康状態を知る数値）をとり、片手が不

2020年4月より新体制となった、
つばさホールディングスの最新拠点マップです。

コンパス小金井
コンパスウォーク小金井
【住 所】184-0014 東京都小金井市
貫井南町 1-5-1
【telephone】042-316-7110
【最寄駅】JR 線「武蔵小金井駅」
バス約 10 分

 

Komagata Base
コマガタベース

つばさロジスティクス株式会社
【telephone】042-513-8131
【住 所】190-1202 東京都西多摩郡
瑞穂町大字駒形富士山 525-1

富士輸送 東京 LOC



富士輸送株式会社 東京 LOC
【住 所】175-0091 東京都板橋区
三園 2-11-4
【telephone】03-5383-1500
【最寄駅】都営三田線「西高島平駅」
徒歩約 15 分

 

TFS

タマフードサプライ

私が働いてます!
リブライズ

林

芳子

江東区の閑静な住宅街にある築 41 年のマンション、リフォーム
を終えた２LDK の物件で書類を片手に施工後のチェックを行うの
は、今年４月、リブライズに入社した林芳子さん。専門学校を卒
業後、設計事務所など 15 年間経験を積んだ後、つばさグループの
一員となりました。林さんの担当は再販物件の管理。不動産事業
者様からの要望を図面におこし、施工を担当する現場監督へ伝達します。この日は施工店に渡した図面と仕様が実
際の物件と合っているか、現場監督と共に２時間ほどでチェックしていきます。全ての水回りに水を張って同時に
排水したり、建具の開閉具合、通信状況の確認など「不動産事業者様から物件をお預かりして工事をさせていただ
いているので、お返しする前の事実確認は漏れがないように気をつかいます」と林さん。
一見綺麗に見える室内も、壁や床の小さな汚れに次々に青いマスキングテープが貼ら
れていきます。
全部屋のチェックが終わると、現場監督にその場で修正箇所の指示をしていきます。
適格にすばやく指示しながらも、施工側の目線に立った言葉選びでおだやかな空気を作
り出す林さん。不動産事業者様と購入されるお客様が安心・納得される物件づくりを目
指します。
管理担当のため現場に赴くのは２週間に１度ほど。昭島市にあるオフィスでは、CAD
で図面をおこしたり、仕様書や見積書等の書類作成を担当します。
パートナー会社との連携でお客様との商談に参加することもあり、リブライズの期
待の新入社員として、活躍の場が増えていきそうです。
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株式会社多摩フードサプライ
【住 所】190-0182 東京都西多摩郡
日の出町平井 23−4
【telephone】042-588-0789
【最寄駅】JR 五日市線「秋川駅」
徒歩約 20 分 バス約 10 分





Nishisuna Base
ニシスナベース

つばさロジスティクス株式会社
【住 所】190-0034 東京都立川市
西砂町 3-28-1
【telephone】042-531-0031
【最寄駅】JR 八高線・西武拝島線
「拝島駅」 徒歩約 20 分

Mihoricho Parking

ミホリチヨウパーキング



Takiyama Base
タキヤマ ベース

【住 所】192-0003

東京都八王子市
丹木町 1-546

5-6台

【住 所】196-0001 東京都

昭島市美堀町 3-14-10

Liverise

リブライズ

リブライズ株式会社
【住 所】196-0001 東京都昭島市
美堀町 5-1-16
【telephone】042-519-1935
【最寄駅】JR 八高線・西武拝島線
「拝島駅」 徒歩約 15 分

多摩車両
株式会社カーライフサービス多摩車両
【住 所】196-0001 東京都昭島市
美堀町 4-3-1
【telephone】042-542-7755
【最寄駅】JR 八高線・西武拝島線
「拝島駅」 徒歩約 15 分

IVY

アイビー

株式会社 IVYロジスティクス 本社

【住 所】223-0057 神奈川県

横浜市港北区新羽町2884
【telephone】045-534-0651
【最寄駅】地下鉄ブルーライン
「新羽駅」

Sagamitana Base
サガミタナベース

つばさロジスティクス株式会社
【住 所】252-0244 神奈川県相模原市
中央区田名 7191-7
【telephone】042-764-3401
【最寄駅】JR 相模線「番田駅」

Yotuya Base
ヨツヤベース

つばさロジスティクス株式会社
【住 所】183-0035 東京都府中市
四谷 2-18-1
【telephone】042-319-9351
【最寄駅】JR 南武線「西府駅」
徒歩約 20 分

3M

スリーエム

株式会社スリーエムトランスポート

【住 所】192-0373 東京都

八王子市堀之内 2-6-1
【telephone】042-689-5583
【最寄駅】京王相模原線
「京王堀之内駅」

Tokyo MovingDivision

トウキョウ ムービングディヴィジョン

恵実物流株式会社 東京支社
【住 所】183-0012 東京都 府中市
押立町 1-3-22-2F
【telephone】042-330-3300
【最寄駅】京王線「武蔵野台駅」
徒歩 11 分

富士輸送 本社
富士輸送株式会社 本社
【住 所】165-0025 東京都中野区
沼袋 1-34-4
【telephone】03-5942-8131
【最寄駅】西武新宿線「沼袋駅」
徒歩約１分

Moving BHQ

ムービング ビジネスヘッドクオーター

恵実物流株式会社 本社
【telephone】042-354-7011

組合
つばさトラック事業協同組合
【telephone】042-306-9280

Five minutes

株式会社ファイブミニッツ
【telephone】042-354-2287

コンパス府中
コンパスウォーク府中
【telephone】042-362-1066
【住 所】183-0006 東京都府中市緑町
1-16-1 松山ビル
【最寄駅】JR 京王線「府中駅」
徒歩約 13 分

２

実践！ 会社でのお客様対応
ポイントは３つ！

教えて！芦田先生
ビジネスマナー講座
6 月からホールディングスの CWO に就任した
芦田純子先生のビジネスマナー講座 3 回シリーズ！

POINT 1「明るく」

マスクをしている時は目じりを少し下げて、外

０期生ヘルスケア
プロジェクト

目のストレッチ

1

2

シリーズ１

している時は口角を上げて、歓迎の表情を作り

「マナーって何？〜来客対応」

ます（鏡でチェック！）。

また声のトーンは電話に出る時のイメージで少

会社では様々なシーンでビジネスマナーが必要

し高めに意識しましょう。胸をはって腹式呼吸

とされますね。そもそも「マナー」とは何でしょ

で声を出すと声量も出やすくなります。

眉毛の下にあるくぼみを、親
指で外側へ 10 回ほど押す。

鼻の付け根を、親指と人差し

指でつまむように上へ 4 回ほど
押す。

う？ 基本となる心がまえを知るとマニュアルに
頼らず、臨機応変なビジネスマナーが実践できま
すよ。
「マナー」を考える際「気配りとけじめ」を

3

4

を受け、0期生の研修の多くは在宅で行いました。
慣れないパソコン業務、毎日のオンラインミー
ティングで体育会系の彼ら 4 名が陥ったのは「運

な気持ち？ 皆さんはきっと、コミュニケーショ

動不足」
「疲労蓄積」
「精神不安」
。

ンをとる相手を既に大事に想っていると思いま
のある人」と印象づけることができます。対面で
もオンラインでも、まずは目の前の人と長く付き

これらを解消すべく家の中で簡単に、短時間で
こめかみを人差し指でやさしく
10 回ほど押し回す。

合っていきたい、そのためには？ と考えてみま

下まぶたから指 1 本分下を人差

できる３つのメニューを彼ら自身が企画、実践し

回す。

場でも気軽にできるメニューを、社内報で紹介し

し指でやさしく10 回ほど押し

「けじめのある人」とは、個人としての好き嫌い

肩甲骨のストレッチ

でなく、組織の一員として、また会社の代表とし

あなたは会社の代表です！

て気配りのできる人のことです。

じぎを心がけます。手の甲を相手に見せないように、適した角

ナーを鍛えておきましょう。

「語先後礼」あいさつの後、相手におへそを正対させて美しいお
度でご案内しましょう。

自分の言いたいことが伝わるためにも心のマ

ました。その結果、実施前と後で効果を実感！職
ます。凝ってる体、ほぐしましょう！

しょう。
POINT 2「礼儀正しく」

凝ってる体、ほぐしましょう！
４月の新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言

意識しましょう。相手はどうされたら嬉しい？ 嫌

す。それを適切な形や言葉に表すことで「気配り

新しい生活様式で、、

1

2

3

まっすぐに立ち、両手を肩に

ひじを真上から真横に、自然

ひじで円を描いて、肩甲骨が

をする。

しも同様に。各20 回行おう。

POINT 3「お待たせしない」

その日の来客予定は社内共有できていますか？

みんながパッと知れる環境づくりをしましょう。
のせる。ひじは正面に向ける。

私たち 4 人が 10 日間実施しました。
実施前と後の精神面の
−5 から
指数が改善しました！
芦田 純子

つばさホールディングス株式会社 CWO

このたび CWO（チーフ・ウェルネス・オフィサー：最高健康責任者）の大役を仰せつかりました。皆様の心身の健康、そして健全な
職場環境のためのサポートが私の役目です。お一人おひとりが、ご自身の強みや持ち味を十分に発揮していただき、さらに活躍してい
ただくために、様々な角度からお役立ちができるように努めて参ります。どうぞ気軽にお声がけください！よろしくお願いいたします。

−6 から

＋２

＋２

な呼吸でリズミカルに外回し

0 から

＋3

告知

−10 から

＋3

動くのを意識しよう。反対回

掲載しきれなかった
メニューは 7 月配信
の ﬂapWEB 版で
紹介！ お楽しみに！

※通常な状態を０として、テレワーク研修で疲労した状態と、10 日間実施した後の状態を数値表示しています。

７月

B版

特別号 WE

配信決定！

コロナの影響下でのグループの取り組み
やお楽しみコンテンツを配信します。

t��bas� �r���

つばさトラストクリエイション
5
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猪股社長 から今月 のひとこと
二〇二〇年も半年が過ぎ、 折り返しの七月とな
りました。 新型コロナウィルスの終息は目途が立た
ず、 世界でも今なお感染拡大をし続けています。
私達を取り巻く環境も激変しました。 潮が満ち
ている満潮時は隠れて見えにくく、 干潮になると
見えてくるものがあります。 人々の感覚は今研ぎ
澄まされていて、 家族 ・仕事 ・同僚 ・お客様との
当たり前の時間に、 かけがえのない感謝を抱いてい
るのではないでしょうか。
コロナ以降に関しては、 それ以前の考えは通用し
なくなることを経営者だけでなく誰しもが感じてい
ることではないかと思いますが、 二〇二五年問題
につながる人口減少による市場縮小は現実に起こ
り始めていますので、 新型コロナ感染拡大がなかっ
たとしても日本は過渡期にあるといえます。 文明

経営企 画室 から
執行役藤木義紀

つばさホールディングスの外部顧問として、 二〇一
八年より企業イメージの統一や内部構築、 つばさト
ラック事業協同組合の運行システム事業、 新型コロ
ナ感染拡大で影響を受けた拠点の助成金手続など
業務全般のコンサルティングを含めた関わりをさせて
いただきました。 六月からは、 つばさマネジメント
の執行役として、 取締役会での決定事項について責
任をもって執行していきます。
これまでのつばさホールディングスは、 組織再編の
ために設立され枠組みを整える準備期間だったとい
えます。 厳しい言い方ですが、 現状は本来の機能が
発揮されているとはいえない状況だと思っておりま
す。 私自身、 六月から優先順位をつけた確実な執
行を求められており、 身の引き締まる日々を過ごし
ていますが、 新型コロナ感染拡大の影響で策定の遅
れていた事業計画が定まる九月からは、 事業会社に
対して具体的にお役立ちをする組織となっていきま
す。ＡＢＣの徹底はより一層求められるでしょう。
組織の未来については猪股代表が明確なビジョンを
お持ちですので、アフターコロナの新しい時代と共に、
今後も拡大するつばさグループを役員の方々と形成
していきます。 従業員一人一
人がつばさグループで良かった

�!
当グループのＢＣＰ対応について

内閣官房国土強靭化推進室が制定した

共有し、 各社での取組み方法も追ってご案内します。

リエンス認証」取得も目指していきます。 随時進捗を

ク事業協同組合で取組み始めました。 将来的に 「
レジ

築と事業継続計画 (
ＢＣＰ)の策定を、 つばさトラッ

への対応として、 事業継続マネジメント (
ＢＣＭ)の構

事業を中断させる様々な脅威 (
自然災害、
人為災害等)

T��ic
レジリエンス認証

イドライン﹂に基づき︑
﹁一般社団法人

﹁国土強靭化貢献団体の認証に関するガ

レジリエンスジャパン推進協議会﹂が︑
事業継続に関する取り組みを積極的に
行っている企業等を認証する制度︒

木とり工房ショールーム

的に発展しているように見えている自分の国の貧困
に、 多くの人が気付いているでしょう。
全国規模からローカルへ、 クローズからオープン
へ、 支配から連結へと、 われわれは日本や国内産
業の構造のイノベーションをせまられています。 多
くの変化と多くの不確実性の未来に、 自分で情報
を選択し、 自分で考え、 行動する時代です。
私 が日 本 を動 かすことなどできませんが、 自 分

東京都昭島市美堀町 5-1-16
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TEL：042-519-1935

と思 える組 織 体 にな るよう、

組合の BCP 対応図（作成中）

コラボ相談会受付中 リブライズ株式会社

ができる事をひとつひとつ思考し、 つばさグループ

コンセプトは「40 歳のネコが見守る家」

尽力いたします。

コラボ第一弾進行中

の仕組み化を進めていきます。 お客様に選んで頂
ける企業体へと進化挑戦し続けていきましょう。

はじまる、新しい家づくり。

