
社員の御家族様、取引先様にお届けします。 

この新聞は就労継続支援 B 型事業所 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション様の協力で発行しています。 

応援してくださるのはエムズホールドだけ

です。本当にありがとうございます。妻が

妊娠している中での仕事、家事、育児の

両立は自分にとっては難しく、家族や従業

員、そして私と関わってくださっている方に

はご迷惑をおかけしました。時には心が折

れそうになりましたが、妻と二人の娘の寝

顔を見ると「明日も頑張ろう」と思うことが

できました。今は無事出産が終わった安

堵感と同時に責任感も感じています。家

族が一人増えましたので、自分と家族 3

人を養っていかなければいけません。これ

からも自分ができることは全力で取り組

んでいこうと思っています。まだまだ未熟

者ですが、これからも私、有浦信一と家族

を温かく見守ってください。よろしくお願い

します。 

今後も家事・育児の負担が増えていく

ことに加えて、8 月からは直下の部下

が 1 名増える予定。来期のリフォーム

事業部は賑やかになりそうだ。7 月か

らの新年度の事業計画を達成し、家

族・部下を幸せにできるかどうか？面

倒見の良い＂育メン”部長・有浦信一の

真価が問われる年になるだろう。 

6 月 8 日（土）弊社会議室にて月次決算報告会議の後、毎月恒例の

MVP 発表を行った。今回は実習生、日本人ともに同数票で計 4 名

が選出された。実習生からは、休みの日でも会議がある時は不満を

漏らさず出席するところが素晴らしいと評価されたリザルと、笑顔

が素敵で日本語を覚えようと必死に努力しているところを評価さ

れたフィルマンが選出された。日本人からは、熱中症になりやすく

なってきたこの時期に全体に対して注意喚起をし、部下を大切にす

る心を持ち、常に気遣いを忘れなかった、仮設事業部・部長岡野涼

輝と、笑顔で優しく、縁の下の力持ちとして従業員をサポートして

いる管理部・小西克明が選出された。選出者には賞状と賞金 5 千円

が授与された。来月のＭＶＰは 7 月 13 日（土）に発表される。 

（左から、小西、リザル、フィルマン、岡野部長、前田社長） 

遡ること 4 月 29 日(月)の深夜、社員共有 LINE に吉報が届いた。

有浦家に待望の第二子が誕生したのである。体重 3200 グラムの元

気な女の子で、母子ともに健康との事。名前は「莉愛(りお)」と名

付けられた。有浦家は約 1 年と半年前にも第一子「由愛(ゆめ)」を

授かっている。2 人の娘を授かった有浦部長は喜びと共に以下のよ

うに語った。―4 月に入ってからこの瞬間を待ちわびていました。

出産前から出産後にかけて、嬉しい時や辛い時を家族とともに乗り

越えた今、改めて私が伝えたいのは「感謝」の気持ちです。まず一

番に家族へこの気持ちを伝えたいです。ありがたいことに母子とも

に健康でこの人生の大きな出来事を乗り越えることができました。

お腹を痛めて生んでくれた妻や元気一杯で生まれてきてくれた娘に

は感謝の気持ちしかありません。ありがとう。次に、エムズホール

ドのみんなにも感謝の気持ちを伝えたいです。従業員には無理にお

願いをして、出勤を少し遅らせてもらったり、早く帰らせてもらっ

たりしました。そんな状況の中でも娘が生まれた際には、深夜にも

関わらず心から祝福してくれました。イチ社員のためにこんなに親身に

なって、会社全体で応援してくださるのはエムズホールドだけです。本当

にありがとうございます。妻が妊娠している中での仕事、家事、育児の両

立は自分にとっては難しく、家族や従業員、そして私と関わってくださ

っている方にはご迷惑をおかけしました。時には心が折れそうにな

りましたが、ぐっすり眠っている妻や娘の寝顔を見ると「明日も頑

張ろう」と思うことができました。今は無事出産が終わった安堵感

と同時に責任感も感じています。家族が一人増えましたので、自分

と家族 3 人を養っていかなければいけません。これからも自分が

できることは全力で取り組んでいこうと思っています。まだまだ未

熟者ですが、これからも私、有浦信一とその家族を温かく見守って

ください。よろしくお願いします。 

家事・育児の負担が軽減されたことに加えて、責任感をも身に付け

た同部長。従業員からはすでに「言動や行動が変わってきている」

との声もチラホラ聞こえ始めている。今後もリフォーム事業部部

長・有浦信一から目が離せない。 

早朝から弊社の会議室は賑やかだ。リザル、アンドリ、アジ、フ

ィルマンの 4 名の実習生が 7 月 7 日(日)に行われる日本語能力

試験(JLPT)に向けて勉強中である。リザルは N2 を受験し、他 3

名は N3 を受験する。以下に N2 の問題を記載する。 

★問「率直」という言葉の使い方として適切なものを１つ選べ。 

① あの人は率直に仕事をする。 ② あなたの住所を率直に書いて

ください。③ 皆さまのご意見を率直にお書きください。④ 苦情には

率直に対応します。―N2 になってくると日本人でも思わず「う～

ん」と考えてしまうような難しい問題も頻出される。20 歳前後

で、母国を離れて単身日本で暮らすことだけでも大変であるの

に、彼らはさらに勉強を重ね、小さな島国の言語を習得しようと

している。いつも陽気でニコニコしている印象がある実習生だ

が、裏ではたゆまぬ努力を続けている。実は彼らはとっても頑張

り屋さんなのである。 

している。いつも陽気な印象があ

る実習生だが、裏では必死にたゆ

まぬ努力を続ける頑張り屋さん

なのである。 

（左から、リザル、フィルマン、アンドリ、アジ） 

ドのみんなにも感謝の気持ちを伝えたいです。

従業員には無理にお願いをして、出勤を少し遅

らせてもらったり、早く帰らせてもらったりし

ました。そんな状況の中でも娘が生まれた際に

は、深夜にも関わらず心から祝福してくれました。イ

チ社員のためにこんなに親身になって、会社全体で

応援してくださるのはエムズホールドだけです。本

当にありがとうございます。妻が妊娠している中で

の仕事、家事、育児の両立は自分にとっては難しく、

家族や従業員、そして私と関わってくださってい

る方にはご迷惑をおかけしました。時には心が

折れそうになりましたが、ぐっすり眠っている

妻や娘の寝顔を見ると「明日も頑張ろう」と思

うことができました。今は無事出産が終わった

安堵感と同時に責任感も感じています。家族が

一人増えましたので、自分と家族 3 人を養って

いかなければいけません。これからも自分がで

きることは全力で取り組んでいこうと思ってい

ます。まだまだ未熟者ですが、これからも私、

有浦信一とその家族を温かく見守ってくださ

い。よろしくお願いします。 

家事・育児の負担が軽減されたことに加えて、

責任感をも身に付けた同部長。従業員からはす

でに「言動や行動が変わってきている」との声

もチラホラ聞こえ始めている。今後もリフォー

ム事業部部長・有浦信一から目が離せない。 

顔を見ると「明日も頑張ろう」と思うことができました。今は無事出

産が終わった安堵感と同時に責任感も感じています。家族が一人

増えましたので、自分と家族 3人を養っていかなければいけませ

ん。これからも自分ができることは全力で取り組んでいこうと思っ

ています。まだまだ未熟者ですが、これからも私、有浦信一と家族

を温かく見守ってください。よろしくお願いします。 

今後も家事・育児の負担が増えていくことに加えて、8 月か

らは直下の部下が 1 名増える予定。来期のリフォーム事業部

は賑やかになりそうだ。7 月からの新年度の事業部計画を達

成し、家族・部下を幸せにできるかどうか？面倒見の良い＂

育メン”部長・有浦信一の真価が問われる年になるだろう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左から莉愛ちゃんと由愛ちゃん) 

(部長・有浦信一) 

日本語版 / インドネシア語版 

5 度月間ＭＶＰ発表！～優しさがポイント！？～ 七夕に願いを…。～全員合格を目指して！

～ 
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6 月 14 日(金)、草津山田郵便局様にスペースをお借りして、リフォーム事業

部による「お家のお悩み無料相談会」を開催した。この取り組みを提案した同

部長有浦信一は以下のように総括を述べた。―このイベントの一番の目的は地

域の方々に弊社のことを知ってもらうことです。多くの地域の方々にとっては

エムズホールドが何をしている会社なのかわからない方が多いです。このよう

なイベントを通して地域の方々に少しでも弊社のことを知って頂けたらと思

い企画しました。結果的に、イベントは大成功で、何名かのお客様にご相談を

頂き、1 名のお客様に工事のお見積もりの依頼を頂きました。しかしながら反

省点が多いことも事実です。今回の反省を次に活かしてさらに多くの方々に弊

社のことを知って頂けるように頑張ります。次回は 7 ああああああああああ

7 月 12 日 (金)、草津上笠郵便局様にて同じイベントをあああああああああ

トを行う予定です。粗品やお菓子もご用意しておりますのあああああああああ

すので、休憩がてら涼みに来るだけでも結構です。 

どうぞお気軽にお越しください。 

現在は郵便局を中心にイベントを行っているが、今後は活動範囲を広げていっ

て飲食店やイオンモールなどの大型商業施設等でも行っていきたいと同部長

は青写真を描く。イベントと聞けばゴミレンジャーが黙っているはずがない。

彼らが友情参加する日もそう遠くないはずだ。 

ご意見・ご感想等ありましたらご連絡ください。 

TEL: 077-574-8276  

FAX: 077-574-8228 

MAIL: info@mshold.com 

 

していき、将来的には、実習生が近隣の

方々に彼らの母国語を教える日が来るこ

とも…。夢は膨らむばかりである。 
(道路の整備をするアンドリとフィルマン) 

月次決算報告会議の後、管理部・西原卯宏より社員研修が

行われた。今回学んだことは大きく分けて 4 つ。無料通信

アプリ「LINE」より西原から毎朝従業員の元に送信される

「五徳(仁・義・礼・知・心)」と「武士道(惻隠と忖度)」

についての復習と、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」と西

郷南洲翁遺訓より「命もいらず、名もいらず、官位も金も

いらぬ人は、仕末に困るものなり。この仕末に困る人なら

では、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。」

の意味について学んだ。弊社では毎月、報告会議の後に必

ず社員研修を行い、従業員の人間力向上を目指している。

毎回、西原より問題が出題され、挙手制により解答が求め

られるが、最近では実習生の方が発言が多く、日本人従業

員が控えめな気がする。良い見方をすれば「惻隠の情が」

働いているように見えるが…。次回こそは積極的な発言を

期待したい。 

毎回西原より問題が出題され、挙手制により解答が求め

られるが、最近では実習生の発言が多く、日本人従業員

が控えめな気がする。良い見方をすれば「惻隠の情」が

働いているように見えるが…。次回こそは積極的な発言

を期待したい。社員以外の方でも参加は大歓迎である。 
(発言するフィルマンと従業員たち) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人は、ジグソーパズルのピースだ。それぞれに凸凹がある。凸

凸どうし、凹凹どうしでは上手く噛み合わない。凸凹を無理に

嵌め込もうとすると、ピースは傷付き壊れてしまう。自らが進化

して凸を凹に変形させたり、自らと噛み合うピースを探せると良

いのだが、そうもいかない。これは人間関係に置き換えられる。

合わない人に、何とか合わせようと試みる。これは、ピースの凸

凹の進化だ。しかしどうしても合わない事がある。無理に合わ

せると、凸凹が壊れてしまう。心が病んでしまう場合も多い。兎

角人間関係は難しいものだが、無理に他人に合わせる必要も

あるまい。自分に合う場所、形が噛み合うピース（人）を探し続

けるのが人生であろう。人生は正にジグソーパズルである。 

 

親父の留魂録  

6 月 16 日(日)、弊社社宅付近で自治会の掃除があり、弊社からは

実習生 4 名と管理部・西原卯宏が参加した。元気にテキパキと掃除

をする実習生をみた自治会の方々からはたくさんの感謝の言葉を

頂いた。実習生は毎週土曜日にも社宅周辺の清掃を行っているが、

自治会の方々と共同で何かを行うのは今回が初である。このような

自治会のイベントに参加し、近隣の方々と良好な関係を築くことが

実習生にとって大切なのである。近年、技能実習生を含め、様々な

国から多くの外国人が日本に移り住んでいるが、彼らが日本の文化

や社会のルールを理解できておらず、騒音を出したり、ゴミの出し

方を間違えたりする等で近隣の方々とトラブルを起こすケースが

多々ある。近隣の方々が注意しようにもお互いに言葉を理解できな

いので関係性は悪化するばかり。最悪の場合その地域を追い出され

ることにもなりかねない。その点、弊社の実習生は近隣の方々との

関係も良好で自治会長様から「いつも元気な声であいさつをしてく

れるし、進んでゴミ拾いもしてくれている」とお褒めの言葉も頂い

ている。地域の方々の理解と協力があって弊社の実習生が快適に生

活することができる。これからも積極的にこのようなイベントに参

加していき、将来的には、実習生が近隣の方々に彼らの母国語であ

るインドネシア語を教える日が来ることも…。夢は膨らんでいくば

かりである。 

M’s Café   ～地域の方々とほっとするひと時～ 

 

 

(待機する有浦信一氏 @草津山田郵便局) 

〇自治会清掃に全力参加！ 

～これもなにかの縁ダカラ。～  

 
多く報告されている。近隣の方々が注意してもお互いに言葉を理解

できないので関係性は悪化するばかり。最悪の場合、その地域を追

い出されることにもなりかねない。その点、弊社の実習生は近隣の

方々との関係も良好で、自治会長様から「いつも元気な声であいさつ

をしてくれるし、進んでゴミ拾いもしてくれている」とお褒めの言葉も頂

いている。地域の方々の理解と協力があって弊社の実習生が快適に

生活することができる。これからも積極的にこのような行事に参加

していき、将来的には、実習生が近隣の方々に彼らの母国語である

インドネシア語を教える日が来ることも…。夢は膨らんでいくばか

りである。 

 


