
本通信は、社員の御家族様、取引先様にお届けします。 
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(バンジージャンプに臨む従業員たち) 

従業員たちがまるで小学生のようにワクワクしながらバスに乗り

込んでいく。9月 27日(金)の夜から 10月 30日(月)にかけて、

社員旅行＆アンドリ・リザルの卒業旅行として九州 2泊 4日の旅

が幕を開けた。28日(土)、まず初めの行き先は熊本城である。熊

本県に到着するまで時間があったため、各々がバス内で自分の時

間を過ごしたり、社内レクリエーションで「ビンゴゲーム」を行

った。景品には、スマートフォンから音楽を流せるスピーカーや

某スポーツメーカーの衣類、そして男らしいボディバッグ等の日

常生活に役立つアイテムが多数用意されていた。熊本地震からの

修復工事のため、熊本城内を見学することはできなかったが、熊

本城のあまりに壮大な外観を観て、従業員一同、言葉を失ってい

た。次に一行は熊本県内の山奥にある「五木村」という小さな村

に向かう。この目的地へ向かった理由こそが、今回の旅の最大の

メインイベントである、高さ 66ｍのバンジージャンプをするため

だった あった。時間の都合上、全員飛ぶことはできず、じゃん

けんによって 14人中 6人(有浦、岡野、和田、小椋、布施、吉川)

の勇敢なる戦士が選ばれた。大小さまざまなドラマがあったが、

全員無事に飛ぶことに成功し、(飛んでいる最中の動画は弊社が保

管しておりますので閲覧希望の方はご連絡ください)少し遅めの昼

食に向かった。「旅行の良し悪しは食事で決まる」という社長の名

言から、昼食は熊本県名物である「馬刺し」を、宮崎県へ向かっ

たあとは宮崎名物の「地鶏料理」に舌鼓を打った。夕食の後は、

各々の自由時間を設け、明日に備えて早めにホテルに帰る者もい

れば、もう一軒飲み直すために夜の街に消えるものもいた。29日

(日)、宮崎の朝を優雅に過ごしながら、鹿児島県に向かった。ま

ずは県内屈指のパワースポットである「霧島神宮」へ向かう。同

神宮は、坂本龍馬が新婚旅行で訪れたこととしても有名であり、

縁結びや子宝等のご利益があるそうだ。日本人従業員は参拝や

「恋みくじ」など日本独自の文化を体験していた。宗教上の違い

から実習生たちは参拝することができなかったが、母国では見る

ことのできない光景に興味津々であった。昼食は白ごはんおかわ

り自由の飲食店で、鹿児島名物の豚肉を使用した「トンカツ」や

「海鮮」を満腹になるまで食べつくした。腹ごしらえも済んだと

ころで一行は世界文化遺産でお馴染みの、薩摩の殿様と姫君が愛

した島津家の庭園「仙巌園」に向かう。桜島一望できるすばらし

い景色や、江戸時代当時から変わっていない建物を見学し、昔に

タイムスリップしたようだった。次に向かったのは北九州市にあ

る「知覧特攻平和会館」である。大東亜(太平洋)戦争時に、「特

だったのだ！時間の都合上、全

員飛ぶことはできず、じゃんけ

んによって 14人中 6人(有浦、

岡野、和田、小椋、布施、吉川)

の勇敢なる戦士が選ばれた。 

飛ぶタイミングがわからないこ

とや飛んだあと、スタッフの

方々になかなか引き上げてもら

えないなど、大小さまざまなド

ラマがあったが、全員無事に飛

ぶことに成功し、(飛んでいる最

中の動画は弊社が保管しており

ますので閲覧希望の方はご連絡

ください)少し遅めの昼食に向か

った。「旅行の良し悪しは食事

で決まる」という社長の名言か

ら、昼食は熊本県名物である

「馬刺し」を、宮崎県へ向かっ

たあとは宮崎名物の「地鶏料

理」に舌鼓を打った。夕食の後

は、各々の自由時間を設け、明

日に備えて早めにホテルに帰る

者もいれば、もう一軒飲み直す

ために夜の街に消えるものもい

(飛んでいる時の動画は弊社で保管しておりますので、閲覧希望

の方はご連絡ください)少し遅めの昼食に向かった。「旅行の良

し悪しは食事で決まる」という前田社長の格言から、昼食は熊本

名物である「馬刺し」を、宮崎県へ向かったあとの夕食は宮崎

名物の「地鶏料理」に舌鼓を打った。夕食後は、各々の自由時

間を設け、明日に備えて早めにホテルに帰る者もいれば、もう

一軒飲み直すために夜の街に消えるものもいた。 

29日(日)、宮崎の朝を優雅に過ごしながら、一行は鹿児島県に

向かった。まずは県内屈指のパワースポットである「霧島神

宮」だ。同神宮は、坂本龍馬が新婚旅行で訪れたこととしても

有名であり、縁結びや子宝等のご利益があるそうだ。日本人従

業員たちは参拝やおみくじなど日本独自の文化を体験してい

た。宗教上の違いから実習生たちは参拝することができなかっ

たが、母国では見ることのできない光景に興味津々であった。

昼食はラごはんおかわり自由の飲食店で、鹿児島名物の豚肉を

使用した「トンカツ」や「海鮮」を満腹になるまで食べつくし

た。腹ごしらえも済んだところで一行は世界文化遺産でお馴染

みの、薩摩の殿様と姫君が愛した島津家の庭園「仙巌園」に向

かう。桜島一望できるすばらしい景色や、江戸時代当時から変

わっていない建物を見学し、昔にタイムスリップしたようだっ

た。次に向かったのは北九州市にある「知覧特攻平和会館」で

ある。大東亜(太平洋)戦争時に、「特攻」という人類史上類のな

い作戦で、飛行機もろとも敵艦に体当たり攻撃をした陸軍隊員

の方々の遺品や関係資料を見学した。従業員たちは閉館時間に

なるまで館内を見学し、「隊員のほとんどが自分たちと同年代が

年下だった」や「自分が同じ立場だったらあんな手紙は書けな

い」と感慨にふけっていた。夕食は鹿児島市内に戻り、やはり

ここでも地鶏を堪能し、締めには 10月に帰国する、アンド

リ・リザルの卒業挨拶に感動しながら解散となった。最終日は

早朝に鹿児島を出発し、道中いくつかのサービスエリアでお土

産を買いながら、また、昼食には福岡で博多ラーメンを食べな

がら滋賀県に帰って来た。怒涛の社員旅行を終えた社長は「な

によりみんなが楽しんでいる姿を見ることができて嬉しかっ

昼食はライスおかわり自由の飲食店で、鹿児島名物の豚肉を使用

した「トンカツ」や「海鮮料理」を満腹になるまで食べつくし

た。腹ごしらえも済んだところで一行は、世界文化遺産でお馴染

みの、薩摩の殿様と姫君が愛した島津家の庭園「仙巌園」へ向か

う。桜島が一望できるすばらしい景色や、江戸時代当時から変わ

っていない建物を見学し、昔にタイムスリップしたようだった。

次に向かったのは南九州市にある「知覧特攻平和会館」である。

大東亜(太平洋)戦争時に、「特攻」という人類史上類のない作戦

で、飛行機もろとも敵艦に体当たり攻撃をした陸軍隊員の方々の

遺品や関係資料を見学した。従業員たちは閉館時間になるまで館

内を見学し、「隊員のほとんどが自分たちと同年代が年下だった」

や「自分が同じ立場だったらあんな手紙は書けない」と感慨にふ

けっていた。夕食は鹿児島市内に戻り、やはりここでも地鶏を堪

能し、締めには 10月に帰国する、 

で、飛行機もろとも敵艦に体当たり攻撃

をした陸軍隊員の方々の遺品や関係資料

を見学した。従業員たちは閉館時間にな

るまで館内を見学し、「隊員のほとんどが

自分たちと同年代か年下だった」や「自

分が同じ立場だったら家族にあんな手紙は

書けない」と感慨にふけっていた。夕食

は市内に戻り、ここでも「地鶏」を堪能

し、 締めには 1010月に帰国する、ア

ンドリ・リザルの卒業挨拶に感動しなが

ら解散となった。最終日は早朝に鹿児島

は、福岡県の博多ラーメンを食べながら滋賀県に帰って来た。

こうして怒涛の社員旅行を終えた前田社長は「なによりみんな

が楽しんでいる姿を見ることができて嬉しかった。アンドリ・リザルの

最後の挨拶にも感動したし、個人的にはバンジージャンプがこの旅

のハイライト。特に、飛ぶのを辞退した実習生たちの代わりに、勇敢

に飛んだ小椋にはＭＶＰをあげたい。」と笑顔で語った。 

とにかく従業員たちが無事に帰って来ることができたことにほ

っと胸をなでおろしている。最後に、長距離にも関わらずたっ

た 2人でマイクロバスを運転して頂いた有浦信一、岡野涼輝 

両部長、本当にありがとうございました。 

し、締めには 10月に帰国する、

アンドリ・リザルの卒業挨拶に感

動しながら解散となった。最終日

は、早朝に鹿児島県を出発し、道

中いくつかのサービスエリアでお

土産を買いながら、また、昼食に

は福岡で博多ラーメンを食べなが

ら滋賀県に帰って来た。怒涛の社

員旅行を終えた社長は「なにより

みんなが楽しんでいる姿を見るこ

とができて嬉しかった。アンド

リ・リザルの最後の挨拶にも感動

したし、個人的にはバンジージャ

ンプが一番面白かった。特に、飛

ぶのを辞退した実習生たちの代わ

りに、高所恐怖症にも関わらず勇

敢に飛んだ小椋にはＭＶＰをあげ

たい。」と笑顔で語っていた。と

にかく従業員たちが無事に帰って

(海軍零式艦上戦闘機) 

(桜島を背景に全員で記念写真) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(しらさぎ荘にて郷土料理を堪能) 

飛ぶタイミングがわからなかった

り、飛んだあとにスタッフの方々に

なかなか引き上げてもらえないな

ど、さまざまなハプニングがあった

が、全員無事に飛ぶことに成功し

(飛んでいる時の中の動画は弊社が

保管しておりますので閲覧希望の方

はご連絡ください)少し遅めの昼食

に向かった。「旅行の良し悪しは食

事で決まる」という社長の名言か

ら、昼食は熊本県名物である「馬刺

し」を、宮崎県へ向かったあとは宮

崎名物の「地鶏料理」に舌鼓を打っ

た。夕食の後は、各々の自由時間を

設け、明日に備えて早めにホテルに

帰る者もいれ 
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10月 5日（土）フェリエ南草津 5階の小会議室にて、月次決算報告

会議の後、毎月恒例の MVP発表を行った。実習生からは、3年間お

疲れ様という労いの想いを込めてアンドリとリザルが、そして、日本

人からは、社員旅行の際に、実習生がバンジージャンプを辞退する中、

高所恐怖症にも関わらず勇気を出して飛んだ、大和魂を受け継ぐ男、

「ミスターバンジー」こと、仮設事業部・小椋真里と、社員旅行の計

画を立て、全体を指揮した経営管理部・小西が選出された。次回の

MVP は 11 月 16 日（土）に発表される。MVP 発表の後には、経営

管理部・西原卯宏より社員研修が行われた。今回の研修では実習生も

含む全員で「論語」の素読を行った。写真を見て頂ければわかる通り、

みんな楽しそうに素読していることがおわかりになるだろう。これこ

そ論語にある「これを知る者はこれを好む者に如(し)かず。これを好

む者はこれを楽しむ者に如(し)かず。」であろう。(訳：ある物事にお

いて、その知識を知っている人はそれを好きな人には勝てない。物事

を好きな人はそれを楽しむ人には勝てない) 

〇論語…孔子(中国の思想家・教育者・政治家）とその弟子の会話を

記した書物 

(元気に素読する実習生たち) 

の計画を立て、全体を指揮した経営管理部・小西が選出された。

次回の MVPは 11月 16日（土）に発表される。MVP発表の後に

は、経営管理部・西原卯宏より社員研修が行われた。今回の研修

では、実習生を含む全員で「論語」の素読を行った。写真を見て

頂ければわかる通り、全員楽しそうに、そして時に、苦情を言わ

れそうなほど大きな声で素読していることがおわかりになるだろ

う。これりになるだろう。これこそ論語にある「これを知る者は

これを好む者に如(し)かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如

(し)かず。」であろう。(訳：ある物事において、その知識を知って

いる人はそれを好きな人には勝てない。物事を好きな人はそれを

楽しむ人には勝てない) 

〇論語…孔子(中国の思想家・教育者・政治家）とその弟子の会話

を記した書物 

う。これこそ下記の「親父の留魂録」

で紹介している、「これを知る者はこ

れを好む者に如かず。これを好む者は

これを楽しむ者に如かず。」なのだ！ 

はこれを楽しむ者に如かず。」（論語 雍也  第六）→知る者より好

む者、好む者より楽しむ者が勝っている。という意味。学習でも仕

事でも、”楽しむ域”にいる者には叶わない。好きな事に没頭してい

ると、時間を忘れてしまうことも多々ある。高校球児などはまさに

それで、野球が好きで好きでたまらない。辛い練習も含めて好きな

事なのだ。スポーツに限らず最近の子ども達は、ゲームが好きな子

も多い。食事をする暇を惜しんでゲームに没頭している。そして  

大変上手である。「好きこそ物の上手なれ」なのだ。ゲームで飛び抜

けるのであれば、ゲームで良い。野球で飛び抜けるのなら、野球で

良い。それらを全て平準化していく教育には疑問を覚える。苦手な

事はマイナスにならない程度で取り組み、得意な事・好きな事には

時間を惜しまない。”y＝ax”。”y”は結果、”a”は得意かどうか？得意

であれば”a”の値は大きくなる。最後の”x”は取り組む時間。得意な

事に時間をかければかけるほど、”a”と”x”の掛け算の答えである”y”

は大きくなる。苦手な事に時間をかけるより、得意な事に没頭する

大変上手である。「好きこそ物の上手なれ」なのだ。ゲームで飛び

抜けるのであれば、ゲームで良い。野球で飛び抜けるのなら、野

球で良い。それらを全て平準化していく教育には疑問を覚える。

苦手な事はマイナスにならない程度で取り組み、得意な事・好き

な事には時間を惜しまない。”y＝ax”。”y”は結果、”a”は得意かど

うか？得意であれば”a”の値は大きくなる。最後の”x”は取り組む

時間。得意な事に時間をかければかけるほど、”a”と”x”の掛け算

の答えである”y”は大きくなる。苦手な事に時間をかけるより、得

意な事に没頭する方が、成功への近道と言えよう。 

決算報告会議時にそれぞれ 3年間の想いを流暢な日本語で語った。 

アンドリ…私たちのために卒業旅行(社員旅行)やインドネシア人でも

楽しめることをいつも計画してくれてありがとうございました。仕事やプラ

イベートなことでたくさん迷惑をかけてすみませんでした。足場の仕事は

大変です。でもみんなの仲が良くて、楽しければどんなに辛くても頑張れ

ることを学びました。実習生は日本人のことを良く観察しています。これ

からも日々の行動に自覚と責任を持って、優しく接してあげてください。ま

たチャンスがあれば日本に帰ってきたいと思っているし、みなさんもインド

ネシアに来た時は私たちに連絡してください。おもてなしをします！ 

リザル…3 年間、仕事のことを優しく教えてくれて、また、色々なことを経

験させてくれてありがとうございました。他の会社の実習生の友達と話を

しますが、エムズホールドは楽しくて、みんなも面白くて仮設足場

の会社で一番良い会社だと思います。最後に、私もチャンスがあれ

ば日本に帰ってきたいと思っているので、また会いましょう！私た

ちを大事にしてくれて本当にありがとうございました。 

3 年間、彼らと家族同然に過ごしてきた従業員たちも感慨深げに 2

人を見つめていた。彼らは 23日(水)に飛行機に乗って母国に帰るこ

とになっている。だが、これはさよならではない。愛するタコ坊主

たちよ、また会おう。 

験させてくれてありがとうございました。実習生の友達と話をしますが、

他の会社と比べてエムズホールドは楽しくて、みんなも面白くて、仮設足

場の会社で一番良い会社だと思います。実習生の 4 人(アジ、フィルマ

ン、アアー、カルノ)はもう少し実習の期間があるので、悔いのないように

一日一日を過ごして下さい。特にアアーとカルノは日本語を覚えないと

仕事ができないので、日本語の勉強も頑張ってください。最後に、私も

チャンスがあれば日本に帰ってきたいと思っているので、また会いましょ

う！私たちを大事にしてくれて本当にありがとうございました。 

3年間、彼らと家族同然に過ごしてきた従業員たちも感慨深げに 2

人を見つめていた。仮設事業部長・岡野涼輝は「この 2人の意見が

全て。良いところは今後も継続し、悪いところは今すぐ改善することで、

もっと実習生たちを幸せにしたい」と語った。彼らは 23 日(水)に

飛行機に乗って母国に帰ることになっている。だが、これでさよな

らではない。愛するタコ坊主たちよ、また会おう。人を見つめてい

た。仮設事業部長・岡野涼輝は「この二人の言葉が全て。良いとこ

ろは今後も継続し、悪いところは今すぐ改善することでもっと実習

生たちを幸せにしたい」と語った。彼らは 23 日(水)に飛行機に乗

って母国に帰ることになっている。だが、これでさよならではない。

愛するタコ坊主たちよ、また会おう。ことになっている。だが、こ

れはさよならではない。愛するタコ坊主たちよ、また会おう。 

「これを知る者はこれを好

む者に如かず。これを好む者

はこれを楽しむ者に如かず。」

（雍也  第六）→知る者より

好む者、好む者より楽しむ者

が勝っている。という意味。学

習でも仕事でも、”楽しむ域”

にいる者には叶わない。好き

な事に没頭していると、時間

を忘れてしまうことも多々あ

る。高校球児などはまさにそ

れで、野球が好きで好きでた

まらない。辛い練習も含めて

好きな事なのだ。スポーツに

限らず最近の子ども達は、ゲ

ームが好きな子も多い。食事

をする暇を惜しんでゲームに

もっと実習生たちを幸せにしたい」と、す

でに次を見据えていた。彼らは 23 日

(水)に飛行機に乗って母国に帰る予定

である。しかし、これでさよならではな

い。愛するタコ坊主たちよ、また会おう。 

高所恐怖症にも関わらず勇気を

出して飛んだ、大和魂を受け継ぐ

男、「ミスターバンジー」こと、仮

設事業部・小椋真里と、社員旅行

の計画を立て、全体を指揮した経

営管理部・小西が選出された。次

回の MVPは 11月 16日（土）に

発表される。MVP発表の後には、

経営管理部・西原卯宏より社員研

修が行われた。今回の研修では実

習生も含む全員で「論語」の素読

を行った。写真を見て頂ければわ

かる通り、みんな楽しそうに素読

していることがおわかりになる

だろう。これこそ論語にある「こ

れを知る者はこれを好む者に如

(し)かず。これを好む者はこれを

楽しむ者に如(し)かず。」であろ

う。(訳：ある物事において、その

知識を知っている人はそれを好

きな人には勝てない。物事を好き

な人はそれを楽しむ人には勝て

(前田社長、リザル、アンドリ、西原) 

(左からアンドリ、リザル、小西、小椋、前田社長) 

時間はやはり有限だ。3年間、仮設事業部

を支えてきたアンドリとリザルが一人前

となって羽ばたいていく時が刻一刻と迫

ってきている。弊社初の技能実習生とし

て、嬉しいことも辛いことも全て経験し

てきた彼らは社員旅行の宴会時と、月次

決算報告会議時にそれぞれ 3 年間の想い

を語った。 

アンドリ…私たちのために卒業旅行(社員

旅行)やインドネシア人でも楽しめることを

いつも計画してくれてありがとうございまし

た。仕事やプライベートなことでたくさん迷

惑をかけてすみませんでした。足場の仕事

は大変です。でもみんなの仲が良くて、楽し

ければどんなに辛くても頑張れることを学び

ました。実習生は日本人のことを良く観察し

ています。これからも日々の行動に自覚と責

任を持って、優しく接してあげてください。ま

たチャンスがあれば日本に帰ってきたいと

思っているし、みなさんもインドネシアに来た

時は私たちに一番に連絡してください。おも

てなしをします！ 

リザル…3 年間、仕事のことを優しく教えて

くれて、また、色々なことを経験させてくれて

ありがとうございました。他の会社の実習生

の友達と話をしますが、エムズホールドは

楽しくて、みんなも面白くて仮設足場の

会社で一番良い会社だと思います。最後

に、私もチャンスがあれば日本に帰って

きたいと思っているので、また会いまし

ょう！私たちを大事にしてくれて本当に

ありがとうございました。 

3年間、彼らと家族同然に過ごしてきた従

業員たちも感慨深げに 2 人を見つめてい

た。彼らは 23日(水)に飛行機に乗って母

国に帰ることになっている。だが、これは

さよならではない。愛するタコ坊主たち

よ、また会おう。 

(約 3年前のアンドリとリザル) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親父の留魂録  

アンドリ、リザル旅立ちの時！～愛するタコ坊主たちよ永遠に！～ 

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: reform@mshold.com 

 

ナイスバンジー♥ 

 

 


