
社員の御家族様、取引先様にお届けします。 

また、本通信は就労継続支援 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。 

【経営理念】全従業員と社会のために、私たちの行動哲学をもとに一つとなり、すべての力を最大限に活かすこと。 

(講師として語る岡野涼輝) 

1月 23日(水)、少年センター・あすくる草

津(以下あすくる)会議室にて、3 名の講師

の方をお招きして、第 2回「あすくる草津」

青年支援サポーター研修会が行われた。講

師の内訳は滋賀県の公立中学校で教諭、草

津市立少年センターでの指導主事を経て、

2006年より教頭、2010年より校長。2014

年に定年退職後、草津市の公立幼稚園で嘱

託園長をされた、水野靖枝先生。2 人目は

以前あすくるにて勤務をされ、学生時代の

弊社仮設事業部長・岡野涼輝を一対一で指

導して頂いた佐野正明先生。そして最後は、

あすくる出身で現在弊社従業員である、岡

野涼輝であった。 

 

議題例 子どもたちと関わる際の注意点とは何か？  

A. 1対 1でとことん向き合うこと。ここには居場所があるとい

うことを感じさせること。子どもたちとは同じ立ち位置で同じ

時間を共有すること。子どもたちをよく観察し、できたことに対

しては具体的に評価をしてあげること(承認欲求) 

講師・岡野涼輝へ質問 

Q.1 当時、学校を途中で抜けて、あすくるに来ることへの抵抗

感はなかったのか？  

A. 当時はあすくるに来ることが本当に楽しくて、学校を抜け出すこ

とへの罪悪感や抵抗感は全くありませんでした。ここにおられる、佐

野先生と一緒に卓球をしたことが今でも楽しかった思い出として記

憶に残っています。 

Q.2 エムズホールド株式会社で長く働き続けられる理由 

A. 何より出会いが大切だと思います。私にとっては前田社長です。

社長に対しての尊敬と憧れが、エムズホールドで長く仕事を続ける

大きなモチベーションの１つとなっています。 

・前田社長に対しての質問 

質問①従業員に対してどのように接してこられているか？→1

人の人間として接してきただけで、変わったことはなにもして

いない。 

そして、最後にはあすくる草津所長・中谷仁彦氏から「時が流れ

ていくのと同じように、子どもたちの様子も変わってきている。

昔はあすくるに関わる子どもたちといえば、やんちゃで自己主

張が激しい子どもたちが多かったが、最近では、引きこもり傾向

の子どもたちが増えてきている。彼らに対する接し方を考え、模

索していくことが今後の課題である」と締めくくって研修が終

了した。研修前は「自分は講師として何かを話せる立場の人間で

はない」と不安を感じていた岡野部長。しかしながら、当日を迎

えると、打って変わったように、講師として立派に人の前に立

ち、自分の意見を述べることができた。このような成功体験を積

み重ねていくことが大きな成長に繋がっていくのだ。この貴重

な経験は彼の今後の人生において、とても良い経験になったに

違いない。最後に水野靖枝先生が書籍として出版されている「し

ゃぼん玉のいのち」より心に残った一節紹介させて頂く。 

「いくつでも 悩みの多く 人と人 支えの多く それも人な

り」 (しゃぼん玉のいのち / 水野靖枝) 
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はサポータースタッフ(大学生や主婦などの一般の方々であすく

るに関わってくださる方々、現在 14 名)、サポーター且つ現滋賀

県会議員 白井幸則様、あすくるの先生方、そして弊社からは前田

社長、管理部・西原卯宏が参加した。研修は主に対義(質問)形式で

行われ、現代の子どもたちの観点から様々な議論がなされた。 
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対する接し方を考え、模索していくことが今後の課題である」と締めく

くって研修が終了した。研修前は「自分は講師として何かを話せる立

場の人間ではない」と不安を感じていた岡野部長。しかしながら、

当日を迎えると、打って変わったように、講師として立派に人の前

に立ち、自分の意見を述べることができた。このような成功体験を

積み重ねていくことが大きな成長に繋がっていくのだ。この貴重

な経験は、彼の今後の人生においてとても良い経験になったに違

いない。最後に水野靖枝先生が書籍として出版されている「しゃぼ
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(青年支援サポーター研修会の様子) 

ん玉のいのち」より心に残った一節

を紹介させて頂く。 

「いくつでも 悩みの多く 人と人 支え

の多く それも人なり」  

(しゃぼん玉のいのち / 水野靖枝) 

 

「通信に掲載してください！」と仮設事業部

長・岡野涼輝の熱烈なアピールがあった

ので、今回予定していた記事を差し替え

て掲載させて頂く。本通信の 2019年 7月

号にも掲載させて頂いたが、弊社仮設事

業部と同部長・岡野涼輝が元請様である、

住友林業ホームテック株式会社 安全協

力会様から徹底した安全管理と丁寧で真

摯な勤務態度に関して表彰を受けた。 

受賞により、  ありがたく頂いた賞金

で、従業員たち全員に安全靴をプレゼン

トした。真新しい安全靴を履いた同事業

部・布施樹乃は「頑張れば頑張った分だけ

評価してくれて、このようにカタチで還元して

くれる会社は多くないと思う。この新しい安

全靴で 2020 年もたくさんの賞を頂けるよ

うに頑張ります！」と子どものようにはしゃ

いでいた。 

受賞により、ありがたく頂いた賞金で、会社から従業員全員

に安全靴をプレゼントした。真新しい安全靴を履いた同事業

部・布施樹乃は「頑張れば頑張った分だけ評価してくれて、この

ようにカタチで還元してくれる会社は多くないと思う。この新しい

安全靴で、2020 年もたくさんの賞を頂けるように頑張ります！」

とまるで少年のようにはしゃいでいた。 

 

(表彰記念品と安全靴) 
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本通信は「アリキタリはオモロナイ！」を合言葉に編集者の独断と偏見で制作しております。 

 

態」を宣言した(1月 31日現在)。ここではコロナウイルスとはど

んなウイルスなのか？またどのように感染し、私たちはどのよう

に感染を防いでいけば良いのか？を考察する。 

〇コロナウイルスとは→人や動物の間で広く感染症を引き起こす

ウイルスで、感染症を引き起こすものはこれまで６種類が知られ

ている。深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるのは、SARS-

CoV（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス）と MERS-CoV（中

東呼吸器症候群コロナウイルス）で、それ以外は、感染しても通常

は風邪などの重度でない症状に留まることが多い。 

〇主な感染経由→①飛沫感染…感染者のくしゃみや咳、つばなど

の飛沫と一緒にウイルスが放出され、別の人がそのウイルスを口

や鼻から吸い込み感染 ②接触感染…感染者がくしゃみや咳を手

で押さえて、その手で周りの物に触れて、ウイルスが付く。別の人

がその物に触ってウイルスが手に付着し、感染する。 

〇コロナウイルスに感染しないようにする対策 

・手洗い…ドアノブや電車のつり革などに触れることにより、自分

の手にもウイルスが付着している可能性がある。外出先からの帰

宅時や食事前などこまめに手を洗う。・適度な湿度を保つ…空気が

乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下する。乾燥しやすい室内

では加湿器などを使って、適切な湿度（50～60％）を保つ。※マ

スクの効果は？…マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれら

に含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐ効果が高い。咳やくし

ゃみ等の症状のある人はマスクをつけよう。しかし、予防⽤にマス

クを着⽤することは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気

が不十分な場所では一つの感染予防策ではあるが、屋外などでは、

相当混み合っていない限り、マスクを着⽤することによる効果は

あまり認められていない。★ステリパワーを使う…本通信の 2019

年 11 月号でも紹介したが、「ステリパワー(次亜塩素酸水)」活⽤

するのも予防策の 1 つだ。風邪や各種ウイルスに有効な同商品だ

が、もちろん、コロナウイルスにも抜群の効果がある(科学的に証

明済)ステリパワーは生物由来のウイルスには全て効果抜群なの

である。しかし、本通信を継続して読まれている方でも「果たして、

ステリパワーは本当にコロナウイルスや各種ウイルスを防いでく

れるのだろうか？」、「効果が不透明なものにお金を使うことがで

きない」などと考える方はおられるだろう。そこで私たちは「どう

すればこのステリパワーの素晴らしさを皆様にわかってもらえる

だろうか？」と考え、「まずは手軽にステリパワーを使ってもらっ

て効果を体感してもらおう！」という答えにたどり着いた。今月号

※マスクの効果は？…マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれ

らに含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐ効果が高い。咳やくし

ゃみ等の症状のある人はマスクをつけよう。しかし、予防⽤にマスク

を着⽤することは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不

十分な場所では一つの感染予防策ではあるが、屋外などでは、相当混

み合っていない限り、マスクを着⽤することによる効果はあまり認

められていない。★ステリパワーを使う…本通信の 2019年 11月号

でも紹介したが、「ステリパワー(次亜塩素酸水)」活⽤するのも予防

策の 1つだ。風邪や各種ウイルスに有効な同商品だが、もちろん、コ

ロナウイルスにも抜群の効果があることが証明されている(厚生労働

省：新型コロナウイルスに関する Q&A より)。ステリパワーは生物

由来のウイルスには全て効果抜群なのである。しかし、「ステリパワー

は本当にコロナウイルスや各種ウイルスを防いでくれるのだろうか？」な

どと疑問に思われる方もおられるだろう。そこで私たちは「どうすれ

ばこのステリパワーの素晴らしさを皆様にわかってもらえるだろうか？」と

考え、「まずは手軽にステリパワーを使ってもらって効果を体感してもらお

う！」という答えにたどり着いた。今月号は大目玉企画として「もう

コロナウイルスなんて怖くない！ステリパワープレゼント企

画！！」を実施する。【応募方法】→下記のステリパワーお問い合わ

せ欄に必要事項を記入し、右側の「詳しい資料請求」にチェックを入

れて、この⽤紙をそのまま FAX して頂いた方の中から抽選で 10 名

様に        「濃度 50ppmステリパワー 5L」をプレゼン

ト！後日、お家や会社に郵送します。この機会にぜひ！ステリパワー

の効果を実感してみてください。※当選者の発表は賞品の発送をも

って代えさせていただきます。 

要事項を記入し、弊社に FAXするだけ。 

※たくさんの方々にステリパワーの効果を実感して頂きたいのでお

1人様につき 1個限定とさせて頂きます。 

 

 

 

 

新型コロナウイルスが猛威をふ

るっている。200人以上の人々が

死亡し、感染者は数千人に及ぶ。

しかし、治療法もワクチンもな

い。ついに、WHO (=World 

Health Organization)が「緊急事

態」を宣言した(1月 31日現在)。

ここではコロナウイルスとはど

んなウイルスなのか？またどの

ように感染し、私たちはどのよう

に感染を防いでいけば良いの

か？を考察した。〇コロナウイル

スとは…人や動物の間で広く感

染症を引き起こすウイルスで、感

染症を引き起こすものはこれま

で６種類が知られている。深刻な

呼吸器疾患を引き起こすことが

あるのは、SARS-CoV（重症急性

呼吸器症候群コロナウイルス）と

MERS-CoV（中東呼吸器症候群コ

ロナウイルス）で、それ以外は、

感染しても通常は風邪などの重

度でない症状に留まることが多

い。 

〇主な感染経由 

・飛沫感染…感染者のくしゃみや

咳、つばなどの飛沫と一緒にウイ

ルスが放出され、別の人がそのウ

イルスを口や鼻から吸い込み感

染 (例)学校や劇場、満員電車な

どの人が多く集まる場所 

・接触感染…感染者がくしゃみや

咳を手で押さえて、その手で周り

の物に触れて、ウイルスが付く。

別の人がその物に触ってウイル

スが手に付着し、感染する。(例)

電車やバスのつり革、ドアノブ、

スイッチなど 

〇コロナウイルスに感染しない

ようにするためには…以下のよ

うな通常通りの感染症対策を心

掛けることが大切だ。 

・手洗い…ドアノブや電車のつり

革など様々なものに触れること

この冬はステリパワーで 

各種ウイルスを徹底ガード! 
https://mshold.thebase.in/ 

 

様に「濃度 50ppmステリパワー 5L」を

プレゼント！この機会にぜひ、ステリパ

ワーの効果を実感してみてください。 

※当選者の発表は賞品の発送をもって 

代えさせていただきます。 

 

 

 

 

(緊急事態宣言をするWHOテドロス・アダノム氏) 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今私たちにできること 世界中で恐怖と混乱を招いているコロナウイルスとは！？ 

(抽選でこちらのステリパワーをプレゼント！) 

https://mshold.thebase.in/

