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大 半を吹雪 の中新聞を 抱えて
配 りました ︒また︑雪 を掻き
分 けて歩い たので遭難 したよ
う だったと 語っていた スタッ
フ の配達終了 は 時︒ 他店Ａ
Ｓ Ａは︑ 時近くかか っても
配 り切れな い所があっ たとも
聞きます︒
私は車で 遠いエリア の配達
と チェーン トラブルの 援護︑
バ イクの回 収︑合間に 第２日
曜 古紙回収 中止のチラ シを作
成 し︑遠く 住んでいる スタッ
フ を送り一段 落したのが 時
でした︒
■９日 日( の)朝刊〜
休み予定 のスタッフ も出勤
し総出です︒当店には︑朝日・
日 経・毎日 ・神奈川・ 東京の
５ 社分のト ラックが配 送に来
ま す︒道路 状況の悪化 を考慮
し ︑各新聞 社も印刷時 間を通
常 の２〜３ 時間繰り上 げ輸送
体制の変更を行いました︒
店前でチ ェーンが外 れ雪に
ハ マってし まったトラ ックを
助けて 〜 分のロスタイム︑
また店着予定時間を大きくオー
バ ーするト ラックもあ り︑全
て の新聞が揃 ったのが２ 時
40

分でした︒
バ イク転倒を 予測し全 ての
新聞 にラッピン グをして おき
まし たが︑一番 早くスタ ート
出来 て３時過ぎ でした︒ これ
まで の経験で最 悪の積雪 量︑
㎝平均から吹 き上げで ㎝
近い 所もありま した︒そ んな
状況 下︑バイク に積み切 れな
かっ た新聞は︑ 店へ取り に戻
るロ スを無くす ため︑中 継地
点を設け車で運んでおきます︒
靴 にスパイク をはめ肩 紐で
新聞 を抱え︑ま た大半を 歩い
て配 達いたしま した︒昔 の新
聞少 年のようね とお声か けさ
れた 方もいらっ しゃった そう
です ︒早朝から 皆様が雪 掻き
を始 めておられ たのは︑ 何よ
りの救いでした︒

17

いう気持 ちで一杯い っぱいで
した︒
また様 々なご指摘 やお叱り
のお言葉 もいただき ました︒
これを教 訓に︑配達 体制の反
省点を挙 げ︑また同 じような
状況にな りましても ︑最小限
の被害に 抑えること が出来る
よう改善 いたしたい と存じま
す︒
今後︑ 尚一層ご愛 読者のみ
なさまに 喜んで頂け るＡＳＡ
をめざし まして︑精 進を重ね
てまいり ますので︑ どうぞご
愛顧を頂 きますよう お願い申
し上げます︒
平成 年２月

店長安達

この原 稿を締めて いる 日
金( も) 雪 が積 もっ て きて おり
ます ︒ 日 土( 朝) 刊 はチ ラシ
も多く増 刷もあり︑ 積雪と路
面凍結の 中の配達と なり︑大
幅な遅配 が予想され ます︒こ
ちらにつ きましても ︑併せて
お詫び申 し上げたい と存じま
す︒
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時半 に 配 達 終了 ︵ 周 辺 の
新聞販売店に終了時間 を聞いてみ
ますと︑店の規模や地 形などの差
がありますが︑ 時〜 時の間と
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の 事 ︶︒ 全 スタ ッ フ ︑前 日 夕
刊の 疲労も残し 全身筋肉 痛で
身悶 えておりま すが︑大 きな
怪我もなく無事でした︒
終 日電話は鳴 りやみま せん
でし た︒遅配と 古紙回収 中止
の事 情説明をさ せていた だき
まし たが︑新聞 を楽しみ にし
てい らっしゃる 方の多さ に感
激も しながら︑ 申し訳な いと
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雪 の日 配 達 のお 詫 び
日頃 よ りＡ Ｓ Ａ 三ツ 境 北部
をご愛顧 頂きまし て誠にあり
がとうございます︒
この度 は︑今月 ８日に降り
始めまし た大雪に より︑８日
夕刊並び に９日朝 刊の遅配と
いう事態 でご迷惑 をおかけい
たしまし たこと︑ あらためま
してお詫 び申し上 げます︒ま
た皆様よ り︑寛大 なるご理解
をいただ けました こと︑心よ
り深く感謝申し上げます︒
雪の多 い地方の 配達員へ対
する尊敬の念を抱くと同時に︑
今回は積 雪の中の 配達の弱さ
を痛感し た次第で す︒今月の
さわイン 日誌は︑ 皆さまへの
お詫びと 当日の状 況報告も兼
ねまして ︑別紙に て綴らせて
いただきました︒
■８日 土( の)夕刊〜
開始は 時︒バ イク用タイ
ヤチェー ンを前後 輪完全装備
し挑みま したが︑ 移動出来る
距離に限 界があり ました︒轍
のある通 りを選ん でバイクで
進み︑停 めたら周 辺を歩いて
配るの繰り返しです︒
あるス タッフは バイクが雪
に埋もれ 移動出来 なくなり︑
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