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。
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だんだんと寒くなって来るこの季節。

に入れて気になるところにシュッと一吹き。これだけで充分に

毎年、風邪やインフルエンザ等の各種

除菌・消臭ができる。しかし、最も効率的な使用方法は、加湿

ウィルスに悩む方は多いと思う。今回

機能も備えた空間洗浄噴霧器(J-BOY)を使うことで、ウィルス

はそんな方々に素晴らしい商品をご紹

や匂いの気になる部屋全体を除菌・消臭することである。現

介する。その名も「ステリパワー(弱酸 在、自宅でも使用しているリフォーム事業部兼ステリパワー特
(ステリパワー噴霧器 J-BOY)

性次亜塩素酸水)」だ。初めて聞く方も 別営業員・吉川賢一は「私は J-BOY 愛用者です。こちらを自宅

多いと思うが、数年前から病院をはじ
多いと思うが、数年前から病院をはじめとする、消防署、健康福

で使い始めてからインフルエンザはもちろんですが、喉の痛みや頭

めとする、消防署、健康福祉センタ
祉センター、ホテル、飲食店などで導入され、今では各ご家庭で

痛などの風邪症状が出なくなりました。また、この秋から冬の季節に

ー、ホテル、飲食店などで少しずつ人
も幅広く使われ始めているのだ。なぜ従来の除菌水やアルコール

かけて、ステリパワーの素晴らしさをもっと多くの方々に知って頂くた

気が出始め、今では各ご家庭でも幅広
消毒液よりもこのステリパワーが使われ始めているのだろうか？

めに、ご縁のある会社様や一般の方々に、お話をさせて頂く際に、ス

その理由は大きく分けて 3 く使われ始めているのだ。なぜ従来の
つある。1 つ目は圧倒的な除菌力と除

テリパワー(J-BOY)のご紹介もさせて頂いております」と語って

除菌水やアルコール消毒液よりもこの
菌スピードである。従来の除菌水やアルコール消毒液より約
8倍

いた。実際、弊社協力会社様やお客様の中でステリパワー(J-

ステリパワーが使われ始めているのだ
の除菌力と 80 倍の除菌スピードで「強く・速く」除菌すること

BOY)を使用された方々からは「J－BOY を使い始めてから家族

ろうか？その理由は大きく分けて 3 つ
ができる。2 つ目に身体に安全・安心という点である。弱酸性で

全員がインフルエンザや風邪にかかりにくくなった」や「喘息の子

ある。1 つ目は圧倒的な除菌力と除菌ス どもの症状が落ち着いた」など多数の意見を頂いている。これ
低濃度なので、幼い子どもたちが間違って口に入れても安心なの
ピードである。従来の除菌水やアルコ
だ。また、ステリパワーでうがいをすることで、喉からくる風邪

らのステリパワーに対する商品は弊社が滋賀県の代理店を務め

ール消毒液より約 8 倍の除菌力と 80 倍 ており、ご購入から発送まで承っている。(詳しくは QR コード
症状を予防することもできる。そして、最後にして最大の長所は
の除菌スピードで「強く・速く」除菌
価格である。従来の除菌水の価格が
1L あたり約 1000 円～2000

からご確認ください)興味のある方は、ぜひ、弊社までご連絡
からご確認ください)興味

することができる。2
円なのに対して、ステリパワーは
1L あたり 100つ目に人体に安
円～300 円なの

を頂きたい。この冬はステリパワーでみんなが健康な生活を。
のある方は、ぜひ、弊社

である！つまり、10 分の 1全・安心という点である。弱酸性で低
の値段で買うことができる。コスト

までご連絡を頂きたい。

濃度なので、幼い子供たちが間違って
パフォーマンスの点でも申し分ないのだ。使用方法は多岐に渡

“この冬はステリパワーでみ

口に入れても安心なのだ。また、ステ
る。代表的なものは、ステリパワーを水と混ぜ、スプレーボトル

んなが健康な生活を。”

(特別営業員・吉川賢一)

(ステリパワーHP)

リパワーでうがいをすることで、喉か
に入れて気になるところにシュッと一吹き。これだけで充分に除
焼肉に従業員の食欲が爆発した。宴もたけなわとなったところで、今
らくる風邪症状を予防することもでき
月間ＭＶＰ発表！～祝・初選出！！～
菌・消臭ができる。しかし、最も効率的な使用方法は「J-BOY」
月に誕生日を迎えた小椋真里、カルノへ仮設事業部からサプライズで
る。そして、最後にして最大の長所は
という加湿機能も備えた空間洗浄噴霧器を使うことで、ウィルス
11 月 16 日（土）フェリエ南草津 誕生日ケーキと金一封が手渡された。素敵な写真の入った誕生日ケー
価格である。従来のこの手の価格が
や匂いの気になる部屋全体を除菌・消臭することである。現在、
5 階の小会議室にて、月次決算報 1L
キを送られた両者を代表して小椋は
「エムズホールドで働き始めて 5 年
あたり約
1000
円～2000
円なのに対し
自宅でも使用しているリフォーム事業部兼ステリパワー特別営業
告会議の後、毎月恒例の MVP 発 とちょっとが経過しました。15 歳からお世話になって、初めはなかなか思
て、ステリパワーは
1L あたり 100 円
員・吉川賢一は「私は J-BOY表を行った。実習生からは、トラ
愛用者です。こちらを自宅で使い
うようにいかないことも多かったですが、少しずつ仕事ができるようになっ
（左から、前田社長、布施、カルノ、フィルマン）
～300
円なのである！つまり、10
分の
始めてからインフルエンザはもちろんですが、喉の痛みや頭痛な
ックの中で日本語を勉強してい
ックの中で日本語を勉強している点と、先輩を見習って走って作 てきて、今、エムズで働けて幸せです。同じ誕生月のカルノと一緒に、これ
1
の値段で買うことができる。コストパ
どの風邪症状が出なくなりました。また、毎年冬の肌寒い季節に
る点と、先輩を見習って走って作 からも頑張っていきますのでよろしくお願いします。
」と嬉しそうに話
業をしている点を評価された初選出のカルノと、お客様や元請様 からも頑張っていきますのでよろしくお願いしま
フォーマンスの点でも申し分ないの
なるとこのステリパワーのすごさをもっと多くの方々に知って頂
業をしているところを評価され していた。今年で 21 歳になった小椋真里。要件を満たしたので、作
21 歳になっ
に元気なあいさつをしている点と、実習生のリーダーとして後輩 す。」と嬉しそうに話した。今年で
だ。使用方法は多岐に渡る。代表的な
くために、ご縁のある会社様や一般の方々に、お話をさせて頂く
た初選出のカルノと、お客様や元 た小椋真里。要件を満たしたので、作業主任者
から尊敬されつつある点が評価されたフィルマンが選出された。 業主任者になるための講習を受講する予定。日々大きくなっていく背
ものは、ステリパワーを水と混ぜ、ス
際に、ステリパワー(J-BOY)のご紹介もさせて頂いております」
請様に元気なあいさつをしてい 中をみて同事業部長・岡野涼輝は「先輩や後輩からも一目置かれ、認
そして、日本人からは、足場が綺麗に組めていて、実習生をしっか になるための講習を受講する予定。日々大きく
プレーボトルに入れて気になるところ
と熱く語っていた。他にも弊社協力会社やお客様の中でステリパ
る点と、実習生のリーダーとして められるリーダーに育っていってほしい」と期待を寄せていた。
り教育している点が評価された布施樹乃が選出された。次回の なっていく背中をみて同事業部長・岡野涼輝は
にシュッと一吹き。これだけで充分に
ワー(J-BOY)を使用された方々からは「J－BOY
を使い始めてか
後輩から尊敬されつつあるフィ
MVP は 12 月 14 日（土）に発表される。月次報告会議の後は「ワ 「先輩や後輩からも一目置かれ、認められるリー
除菌・消臭ができる。しかし、最も効
ら家族全員がインフルエンザや風邪にかかりにくくなった」や
ルマンが選出された。そして、日
（ケーキと祝福される小椋とカルノ）
ンカルビ草津店」にて懇親会が開催された。毎月会議後に食べる ダーに育っていってほしい」と期待を寄せていた。
率的な使用方法は「J-BOY」という加
「喘息持ちの子供の症状が落ち着いた」など多数の良い意見が聞
本人からは、足場が綺麗に組めて
焼肉に従業員一同の食欲が爆発した。宴もたけなわとなったとこ

岡野部長再びインドネシアへ！～実習生との再開＆発掘

(出迎えてくれたアンドリ・リザル)

の旅！～

仮設事業部が事業拡大のために着々と歩みを

年夏に入国予定です。これからも更に、研修やミーティングを充実させる

進めている。同事業部長・岡野涼輝が 11 月 3

ことで、実習生たちが日本の技術・良いところを学べる環境を提供してい

日から 6 日にかけて、新しい実習生の面接の

きたいです。併せて、弊社では日本人従業員も大募集中です！弊社の一

ためにインドネシアに飛んだ。現地に到着す

番良いところは居心地がよく楽しく仕事ができるところです。また、社員や

ると、10 月で帰国したアンドリとリザルが片

協力会社様の皆様を含めて家族のように大切にし、それぞれの力を最大

道 2 時間弱をかけて空港で出迎えてくれて感 限に引き伸ばせる会社です。仮設足場に少しでも興味のある方、また私た
道 2 時間弱をかけて空港まで出迎えてくれて感動の再会を果たし
4 人の ちと一緒に夢を叶えたいという方はぜひ、ご連絡をお待ちしております。」
た。面接では、合計 4動の再会を果たした。面接では、合計
人の実習希望者と直接顔を合わせてじっくり
実習希望者と直接顔を合わせてじっくりと話
と話した。同部長は「今年の
2 月にも面接をさせて頂きましたが、今回

と現地のヤギ肉で体調を崩しながらも、希望に満ちた目をして語っ

した。同部長は「今年の 2 月にも面接をさせて た。仮設事業部は全員が優しい心を持っている。ことわざ「類は友を
はアンドリとリザルが立ち会ってくれたことで、候補者たちとよりスムーズ
頂きましたが、今回はアンドリとリザルが立ち会
に、そして綿密にコミュニケーションを取ることができました。前回と聞く

呼ぶ」のように、同じ志を持った仲間たちが集まるに違いない。今ま

ってくれたことで、候補者の方々とよりスムーズ でにない充実ぶりを見せる仮設事業部。
でにない充実ぶりを見せる仮
これからどんな取り組みを見
内容はあまり変えていませんが、今回は簡単な体力テストを実施し、彼ら
に、そして綿密にコミュニケーションを取ることが
の今の体力を測定しました。そして、一度社内に持ち帰り、来年から実習

せていくのか。非常に楽しみである。
設事業部。これからどんな取
(技能実習生たちの講義の様子)

できました。前回と聞く内容はあまり変えていま
に来てもらう 2 名を仮決定しました。今回は元気で笑顔が素敵な候補者

り組みを見せてくれるのか。

せんが、今回は簡単な体力テストを実施し、候補
と、俊敏さと力強さを兼ね合わせた候補者の
2 人を選びました。彼らは来

非常に楽しみである。

者たちの今の体力を測定しました。そして、一度
年の夏に入国予定です。これからも更に、研修やミーティングを充実させ

2000 万円問題」などから、年金に不信感を持つ国民の方々が多い。

(面接をする実習希望者)

社内に持ち帰り、来年から実習に来てもらう 2 名
結論から言うと年金制度は破綻することはない。少子高齢化や医療
ることで、実習生たちが日本の技術・良いところを学べる環境を提供して
11 月 16 日（土）
、月次報告会議後の社内研修の代わりに、今回は外
を仮決定しました。今回は元気で笑顔が素敵な
の発展がこのまま進んでいけば、定年退職の年齢引き上げが起こり、
いきたいです。これに合わせて弊社では、日本人従業員も大募集中で
部講師の方をお招きして「年金」についての講習が行われた。この講
候補者と、俊敏さと力強さを兼ね合わせた候補
年金の受給開始時期も必然的に上がっていくだろう。しかし、年金と
す！弊社の一番良いところは居心地がよく楽しく仕事ができるところで
習では、年金には公的年金と呼ばれる「国民年金(基礎年金)」や「厚
者の 2 人を選びました。彼らは来年の夏に入国
して支払ったお金は老後に戻ってくる。年金システムはとても優れ
す。また、社員や協力会社様の皆様を含めて家族のように大切にし、それ
生年金」があること。また、自営業、会社員、公務員など職業別で支
予定です。これからも更に、研修やミーティングを
たものなのだ。ただし、人間の暮らし方は十人十色。1 日の生活費を
ぞれの力を最大限に引き伸ばせる会社です。仮設足場に少しでも興味の
払う保険料が変わること。そして、公的年金の他にも任意に「厚生年
充実させることで、実習生たちが日本の技術・良
千円で済ませる方もいれば、1 万円かけて贅沢に暮らす方もいる。老
ある方、また私たちと一緒に夢を叶えたいという方はぜひ、ご連絡をお待
金基金」や「確定拠出型年金(iDeCo)」などの「私的年金」を加えるこ 後を少しでも贅沢に暮らしたい人のためにプラ
いところを学べる環境を提供していきたいです。
後を少しでも贅沢に暮らしたい人のためにプラスαの「私的年金」と
ちしております。」と現地のヤギ肉で体調を崩しながらも、希望に満ち
とで年金を手厚く受け取ることができるということなどについて学 スαの「私的年金」という制度があるのだ。本通信
これに合わせて弊社では、日本人従業員も大募
た目をして語った。仮設事業部は全員が優しい心を持っている。
こと いう制度度があるのだ。
んだ。年金に関しては、2007 年に国民に衝撃を与えた、
「消えた年金 第 6 号にも記載させて頂いたが、再度、言わせて
集中です！弊社の一番良いところは居心地がよく
わざ「類は友を呼ぶ」のように、
同じ志を持った仲間たちが集まるに
問題」(現在はねんきん定期便により、自分の支払った年金額が確認可 頂く。皆様にはどうか、マスコミに惑わされない
楽しく仕事ができるところです。また、社員や協
違いない。今までにない充実ぶりを見せる仮設事業部。
これからどん
能)や、今年の財務大臣・麻生太郎氏の発言から大問題となった「老後 ようにきちんとした教養を持って頂きたい。
(熱心に耳を傾ける従業員たち)
力会社様の皆様を含めて家族のように大切に
な取り組みを見せていくのか。非常に楽しみである。
2000 万円問題」などから、年金に関して不信感を持つ国民の方々が
人には、無限の才能のスイッ 一体「誰が？」それを作り上げたのか…？村上先生はその「誰
し、それぞれの力を最大限に引き伸ばせる会社
多い。結論から言うと年金制度は破綻することはない。少子高齢化や
チがある。分子生物学者の村上 か？」を「サムシング・グレート」
（偉大なる何者か）と呼ばれて
親父の留魂録
です。仮設足場に少しでも興味のある方、また私
医療の発展がこのまま進んでいけば、定年退職の年齢引き上げが起こ
和雄先生によると、人間の細胞 〇靖国神社…江戸時代の幕末から戦争に
いる。病気を治すのは医者ではなく、医者はただ「手助けするだ
たちと一緒に夢を叶えたいという方はぜひ、ご連
和雄先生によると、人間の細胞の一個一個の核の中に染色体があり、
り、年金の受給開始時期も必然的に上がっていくだろう。しかし、年
の一個一個の核の中に染色体 よって亡くなった方々を祀るために大村
けだ」と医学界の先生は言う。不思議なことに人間には、あらか
絡をお待ちしております。」と現地のヤギ肉で体
その染色体をほどいてみると、
二重らせん状の DNA が存在している。
金として支払ったお金は老後に帰ってくる。それ程までにこの年金の
があり、その染色体をほどいて 益次郎によって竣工された。そして現在は
じめ「自然治癒力」といメカニズム（才能のスイッチ）が組み込
調を崩しながらも、希望に満ちた目をして語
各細胞の DNA には、30
億もの遺伝子暗号が書き込まれており、その
システムは優れたものなのだ。ただし、人間の暮らし方は十人十色。
246 万人の方々が祀られている。
みると、二重らせん状の DNA 約
まれていて、これが働かなければ病気は治らない仕組みになって
った。仮設事業部は全員が優しい心を持って
うちのタンパク質をつくる情報に関する部分を「遺伝子」と呼ぶ。そ
1 日の生活費を千円で済ませる方もいれば、1
が 存 在 し万円かけて贅沢に暮ら
て い る 。 各 細 胞 の いる。これも目には見えない「サムシング・グレート」のお陰と
いる。ことわざ「類は友を呼ぶ」のように、同
の遺伝子は DNA 上の全遺伝情報の
2%程度で、2%以外の部分が何
す方もいて人それぞれ。老後を少しでも贅沢に暮らしたい人のために
DNA には、30 億もの遺伝子暗 言えよう。実験によるとスイッチを入れる鍵になるのは“笑い“だ
じ志を持った仲間たちが集まるに違いない。
なのかは今のところ分かっていない。
遺伝子は、いわば人体の設計図。
プラス α の「私的年金」と呼ばれる個人が任意に支払う制度があるの
号が書き込まれており、そのう そうだ。心の持ち方や環境で免疫力があがり、“笑い“で病を治す
今までにない充実ぶりを見せる仮設事業部。
その設計図は極めて精巧・緻密な物で、その中には、さまざまな能力
だ。
ちのタンパク質をつくる情報 事ができるのなら、「大いに笑い」眠っている才能のスイッチを
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