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。
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12 月 28 日(土)、毎年恒例のうばがもち 責任を持って行動していることを評価されたフィルマンと、い
や本店にて、協力会社様を招待して 12 月 つも笑顔で仕事に取り組んでいることを評価された初 MVP のア
度の上期決算報告会議と 2019 年の忘年 アーが選出された。そして、日本人からは、依頼されたことはし
会を行った。冒頭では社長から「今年度も っかりやり遂げることや、集合時間の 10 分前には必ず出勤して
半分を過ぎましたが、数値に関して話をする いること、そしてヤードでのゴミ拾いをしているところが評価
(総括と展望を語る前田社長)

と売上・利益ともに今期の目標数値達成に された「有言実行 NO.１」の小椋真里が選出された。続いて、今

黄色信号が灯っております。しかしながら、 年最多得票数を獲得した従業員に送られる「年間 MVP」が発表
黄信号が灯っております。しかしながら、今年からリフォーム事業部に
今年からリフォーム事業部に新た灯っており された。今年の 1 月から全員が横一線でスタートを切った年間
新たに活気あふれる吉川賢一が入社し、そこから刺激をもらいながら
ます。しかしながら、今年からリフォーム事業 MVP。1 年間の戦いを勝ち抜いた勝者は…小椋真里だ！！他に
同部長・有浦信一もやる気になってリフォーム事業部を盛り上げてくれ
票差で追う中、今月に票を根こそぎ
部に新たに活気あふれる吉川賢一が入社 も
も 22 名の有力者がおり、1
名の有力者がおり、1 票差で競
ています。さらに、仮設事業部においては、来年よりまた新たな技能実
集め、第 4 コーナーから一気に差し切って、最多の 25 票を獲得
し、そこから刺激をもらいながら同部長・有
習生を 2 名迎え、合計 10
名で事業を盛り上げていきますので、両事 り合う中、今月に票を根こそぎ集
MVP 受賞者であり、先輩の和
浦信一もやる気になってリフォーム事業部を しての受賞となった。昨年の年間
め、第 4 コーナーから一気に差し切
業部の後半の伸びに期待しています。弊社は協力会社様を含め、全員
田智仁から年間 MVP 専用のコスチュームを受け継いだ同氏は
盛り上げてくれています。さらに、仮設事業
がグループであり、家族だと考えております。2020
年もみんなで良い って、最多の 25 票を獲得しての受
1 年だったの
部においては、来年よりまた新たな技能実 「今年は会社や岡野部長に色々と迷惑をかけてきた
賞となった。昨年の年間 MVP 受賞
時は笑い、悪い時は支え合いながら頑張っていきたいです。最後にこ
習生を 2 名迎え、合計 10 名で事業を盛り で、受賞できたことにとても驚いています。来年もこの調子で当たり
者であり、先輩の和田智仁から年間
の忘年会が来年の希望となる望年会になりますように。」と今年の総
上げていきますので、両事業部の後半の伸 前のことをコツコツ積み重ねていき、15
MVP 専用のコスチュームを受け継 歳からお世話になっている
括と来年の展望を語った。その後、経営管理部より数値報告があ
びに期待しています。弊社は協力会社様を 会社に少しでも恩返しをしてきたいです！」と喜びながら語ってい
いだ同氏は「今年は会社や岡野部長
(年間 MVP・小椋真里)
り、続けて、月間 MVP が発表された。実習生からは、先輩として
た。
そしてついに、皆が待ち望んでいた宴会である。仮設事業部
含め、全員がグループであり、家族だと考え
に色々と迷惑をかけてきた
1
年だった
責任を持って行動していることを評価されたフィルマンといつも
に迷惑をかけてきた 1 年だったので、受賞できた
長・岡野涼輝が乾杯の音頭をとって 2019 年エムズホールド株
ております。2020 年もみんなで良い時は笑
笑顔で仕事に取り組んでいることを評価された初
MVP のアアーが ので、受賞できたことにとても驚いて
ことにとても驚いています。来年もこの調子で当た
い、悪い時は支え合いながら頑張っていきた 式会社大望年会がスタートした！鍋をつつきながら各テーブル
います。来年もこの調子で当たり前の
選出された。そして、日本人からは、依頼されたことはしっかりや
り前のことをコツコツ積み重ねていき、15 歳から
で歓談を楽しんだ。会の途中には今年から入社した吉川賢一よ
いです。最後にこの忘年会が来年の希望と
り遂げることや集合時間の
10 分前には必ず出勤していることそ ことをコツコツ積み重ねていき、15
お世話になっている会社に少しでも恩返しをして
自己紹介を含めたスピーチであったり、実習生から日本語の
なる望年会になりますように。」と今年の総 り、
歳からお世話になっている会社に少
してヤードでのゴミ拾いをしているところが評価された有言実行
きたいです！」と喜びながら語っていた。そして
（大望年会に花を添えてくれたリフォーム事業部
・有浦部長、吉川と実習生たち）
括と来年の展望を語った。
その後、経営管 歌である「未来へ/Kiroro」の出し物であったり、豪華景品が当
しでも恩返しをしてきたいです！」
と喜
NO.１の小椋真里が選出された。
続いて、今年最多得票数を獲得し
つ い に 、 皆 が 待 ち 望 ん で い た 宴 会 で あ る 。 (仮設事業部長・岡野涼輝)
たるビンゴゲームなどを行った。宴たけなわとなったところで、
理部より簡単な数値報告があり、続けて、
た従業員に送られる「年間
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仮設事業部長・岡野涼輝が乾杯の音頭をとってエムズホールド株式
仮設 事業部長・岡野涼輝が乾杯の音頭をとっ
月間 MVP が発表された。実習生からは、 リフォーム事業部長・有浦信一と経営管理部・西原卯宏から中締
に、皆が待ち望んでいた宴会であ
全員が横一線でスタートを切った得票数の数。今月まで混戦を極
会社
大望年会がスタートした！各テーブルで今が旬のお鍋をつつ
て 2019
年エムズホールド株式会社大望年会が
めの言葉があり、解散となった。消費増税等の関係もあり、来年
先輩として責任を持って行動しているこ
めた戦いの勝者は…小椋真里だ！！他にも
2 名の有力者がおり、 る。仮設事業部長・岡野涼輝が乾杯
きながら歓談を楽しんだ。会の途中では、今年から入社の吉川賢一
スタートした！鍋をつつきながら各テーブル
従業員全員ケガなく 1 年を終えられたこと
も日本の経済がもっと落ち込むのではないか？企業がますます
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より、自己紹介を含めたスピーチであったり、実習生から日本語の
で歓談を楽しんだ。会の途中には今年から入社
辛い思いをするのではないか？そんな懸念があったが、そんな
気に差し切って、最多の で仕事に取り組んでいることを評価され
25 票を獲得しての受賞となった。昨年の ルド株式会社大望年会がスタート
歌である「未来へ/Kiroro」の出し物であったり、豪華景品が当たる
した吉川賢一より、自己紹介を含めたスピーチ
た初 MVP のアアーが選出された。
そして、 暗いニュースも吹き飛ばすほどの大変有意義な大望年会となっ
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スチュームを受け継いだ同氏は「今年は会社や岡野部長に色々と迷
ーム事業部長・有浦信一と経営管理部・西原卯宏から中締めの言葉
来へ/Kiroro」の出し物であったり、豪華景品が
りやり遂げることや集合時間の 10 分前 今年から入社した吉川賢一より、自
惑をかけてきた 1 年だったので、受賞できたことにとても驚いていま
があり、解散の運びとなった。
当たるビンゴゲームなどを行った。宴たけなわ
(アラシ)
技能実習生帰国＆入国
には必ず出勤していることそしてヤード 己紹介を含めたスピーチであった
す。来年もこの調子で当たり前のことをコツコツ積み重ねていき、15
消費増税、世界の政治不安の影響で来年も経済が落ち込むのではな
となったところで、リフォーム事業部長・有浦
でのゴミ拾いをしているところが評価さ り、実習生から日本語の歌である
4 位 リフォーム事業部に吉川賢一が入社したこと
歳からお世話になっている会社に少しでも恩返しをしてきたいです！」
いか？企業が辛い思いをするのではないか？という懸念は残るが、
信一と経営管理部・西原卯宏から中締めの言葉
れた有言実行
NO.１の小椋真里が選出さ
5 位 エムズにマスコットキャラクター(アラシ)誕生
と喜びながら語っていた。
そしてついに、
皆が待ち望んでいた宴会 「未来へ/Kiroro」の出し物であっ
そんな暗いニュースも吹き飛ばすほど有意義な大望年会となった。
があり、解散となった。消費増税等の関係もあ
れた。続いて、今年最多得票数を獲得した
である。仮設事業部長・岡野涼輝が乾杯の音頭をとって
2019 年エ たり、豪華景品が当たるビンゴゲー
り、来年も日本の経済がもっと落ち込むのでは
従業員に送られる「年間 MVP」が発表さ ムなどを行った。宴たけなわとなっ
ムズホールド株式会社大望年会がスタートした！鍋をつつきなが
ないか？企業がますます辛い思いをするので
れた。今年の 1 月から全員が横一線でス たところで、リフォーム事業部長・

年末だからこそ考える！2020 年を見据えた動き ～各事業部が取り組むこと～
～仮設事業部～ ・従業員を大切にする→仮設事業部が真っ先に掲

知ってもらうことが大切だ。それと同時に、オンリーワンの取り組み

げることは「従業員を大切にする」ということである。昨年同様、

を図ることが急務である。全ては紹介できないので割愛させて頂く

勤務体系を見直し、労働時間を少しでも削減する。そして、従業員

が、
「お家のお手伝いサービス（お困りの箇所を無料で 1 回）
」や、挨

に余暇の時間を作ってあげたいというのが同事業部長・岡野涼輝の

拶周り時などに、近隣の方々のお家の外壁状況を専門的立場から詳し

思いだ。「休むところはしっかり休み、仕事に 100％の力で臨むことが

く無料で診断するサービス、壁にワンポイントのイラストを描く「ア

大切。それが効率的かつ生産的で、安全に関しても最も有効な取り組み
だと思う。」と同部長は話す。 ・従業員教育の充実＆エムズブラン
ドの継続・進化→弊社は従業員教育にも手を抜かない。ミーティン
グや研修を通して、事業部内での共通理解を深めていく。それと同
時に、弊社にしかできないこと「エムズブランド」を継続、昇華し
ていって、住友林業ホームテック株式会社 安全協力会 様からの業
績評価＆安全管理表彰の 2 年連続受賞を目指す。
～リフォーム事業部～ ・ブランドの定着→リフォーム事業部が
2020 年にまず取り組むべきことはなんと言っても名前の定着であ
ろう。2019 年より「ハナサカリフォーム」ブランドを立ち上げ、
事業を展開しているが、まだ知らない方もおられると思うので広く

ート塗装」、ネットショップを利用した雑貨販売。明治、大正、昭和
といった時代背景をイメージした「時代リフォーム」などが「ハナサ
カブランド」の核となってくるだろう。・ステリパワー事業の拡大→
12 月 13 日(金)に兵庫県からイーエステクノロジー株式会社 営業担
当の明石様にお越しいただき、ステリパワーの勉強会を実施し、ステ
リパワーに関することや各製品について幅広く学ぶことができた。
ウィルス感染が本格的になってくるこの季節。
ステリパワーの事業も
ウィルス感染が本格的にな
拡大させていく方針だ。
ってくるこの季節。ステリ
パワーの事業も拡大させて
いく方針だ。

（ハナサカリフォームのロゴ。今年はこのロゴにご注目あれ！）

てくるこの季節。ステリパ
知ってもらうことが大切だ。それと同時に、
「ハナサカブランド」も
‟具体的な理由“まで発表することによって、
「善い行いをすれば、正
ワーの事業も拡大させてい
定着させることが急務である。ここでは全てを紹介できないので割
しく評価され、認めてもらえるんだ」という承認欲求が満たされ、
く方針だ。
愛させて頂くが、
「お家のお手伝いサービス（お困りの箇所を無料で
弊社では毎月の月次報告会議で必ず月間 MVP の表彰を行い、受賞者 「また来月も頑張ろう！」という気持ちにさせてくれるのだ。興味深
1 回）
」や近隣の方々への挨拶周り時などにお家の外壁状況をチェッ
には賞状と金一封を贈っている。今回はなぜこのような取り組みを行 いことに、最近では票がまんべんなく分かれるようになってきた。票
クする「押売り外壁診断」
、壁にワンポイントの弊社オリジナルイラ
っているのか、そしてどのような成果が出てきているのか深掘りして が分かれているということはそれだけ従業員全員が成長していると
ストを描く「アート塗装」
、そして、ネットショップを通じた、明治、
みよう。まずこの取り組みは同僚を観察し、善い行動を発見すること 言える。1 人の社員に票が集中するような状態であれば、組織の状態
大正、昭和をイメージしたリフォームや雑貨の販売をする「時代リ
を目的としている。投票方法は社長以外の社員の行動や言動に対し は不安定だと考えられる。なぜなら会社が 1 人の人間の力に依存し
フォーム」などが「ハナサカブランド」の核となってくるだろう。
て、感動を覚えたことを具体的に書いて投票するというものだ。例え ているからだ。このシステムを導入してから弊社の従業員は、日々善
・協力会社様を含めた勉強会の実施
ば、
「仕事を頑張っている」などの抽象的な内容は不適切であり、
「仕事 い行いをしようと心掛けているし、その善い行いを観察しようと
協力会社様と積極的に勉強会を実施していき、弊社の良いことや悪
が忙しい中でもゴミを拾っていたり、いつも朝の挨拶をするときに笑顔であ する目も養われてきているのだ。このような会社にこそ伸びしろを
する目も養われてきている
いこと全てを知って頂くと同時に、協力会社様を含め、全員がグル
る」というような具体的な内容が適切である。そして、MVP 発表時に 感じるのは私だけであろうか。
のだ。このような会社にこそ
ープであり、家族であるという共通理解を目指す。
はその理由も必ず発表される。惜しくも MVP を逃した人に対しても、 伸びしろを感じるのは 私だ
・資格取得の推進
票が入っていればその理由が発表される。MVP の発表だけではなく、 けであろうか。
(12 月度月間 MVP に選ばれた従業員たち)
これは仮設・リフォーム事業部どちらにも当てはまることである
‟具体的”この MVP 発表とその理由まで発表することによって、 のであろう。人は生を受けた瞬間から死に向かって歩みを始めると
「門松は冥土の旅の一里塚、めで
が、弊社では資格取得に関する費用を全て負担している。さらに、
「善い行いをしていたところをだれかに見てもらえてるんだ」という 言える。死ぬために生きているという人もいるかも知れない。「ど
親父の留魂録
たくもあり めでたくもなし」
実習生たちのために早朝から日本語の勉強会をするなど資格取得
人間の承認欲求が満たされ、
「また来月も頑張ろう！」という気持ちに うせ汚れるのだから、掃除なんてしなくていい」というような理屈
一休禅師が正月に頭蓋骨を持ち
全面的にバックアップしているのだ。
一休禅師が正月に頭蓋骨を持ち街中を歩いて、
歌ったとされる狂歌で
させてくれるのだ。2019 年も最後まで年間 MVP
受賞者がわからなか を言う子どもと同じ論理だ。死ぬために生きるのであれば、人生に
街中を歩いて、
歌ったとされる狂
・ステリパワー事業の拡大
ある。（正月に門松を飾る事は、毎年一つずつ歳を取る事であり、死
ったように、票がまんべんなく分かれていることも組織としての面白
何の意味も無い。生ある間、ど真剣に物事に取り組み、喜び、笑い、
歌である。（正月に門松を飾る事
12 月 13 日(金)に兵庫県からイーエステクノロジー株式会社
代理
へ一年近づくといえる。めでたい事か、めでたく無い事か）といった
みがある。票が分かれているということはそれだけ従業員全員がまん 悲しみ、泣く事によって一分一秒に価値がでる。人間は行動するた
は、毎年一つずつ歳を取る事であ
店担当の明石様にお越しいただき、ステリパワーの勉強会を実施し
意味だ。我々も日々を生きる上において、
限られた一日をどれだけ充
べんなく成長しているからである。もし、ある
1 人の人間が票を独占 めにこの世に生まれてくる。のんべんだらりと長く生きるためでは
り、死へ一年近づくといえる。め
た。弊社からは、社長、仮設事業部長・岡野涼輝、リフォーム事業
実して生きているだろうか？年の始めの正月に考えてみてはどうか。
する企業があるとすれば、その企業の成長はそこで止まる可能性が高 無く、限られた人生に様々な経験を積むために生まれてくる。そう、
でたい事か、めでたく無い事か）
部長・有浦信一、吉川賢一、そして、経営管理部・西原卯宏が参加
一休禅師はあえて正月に無常
（常ならず）と命のはかなさを説かれた
い。そのある人間自身は成長しているが、それ以外の人間はあまり成
人生は長さではなく、深さなのだ。
といった意味だ。我々も日々を生
した。ステリパワーに関することや細部の各部品のことまで幅広く
のであろう。
人は生を受けた瞬間から死に向かって歩みを始めると言
長できていないということだ。このシステムを導入してから弊社の従
この冬はステリパワーで
きる上において、限られた一日を
学ぶことができた。ウィルス感染が本格的になってくるこの季節。
える。死ぬために生きているという人もいるかも知れない。
「どうせ
業員は日々善い行いをしようと心掛けているし、その善い行いを観察
どれだけ充実して生きているだ
ステリパワーの事業も拡大させていく方針だ。
各種ウィルスを徹底ガード!
汚れるのだから、掃除なんてしなくていい」
しようとする目も養われてきているのだ。 というような理屈を言う
ろうか？年の始めの正月に考え
https://mshold.thebase.in/
子どもと同じ論理だ。死ぬために生きるのであれば、人生に何の意味
てみてはどうか。一休禅師はあえ
も無い。生ある間、ど真剣に物事に取り組み、喜び、笑い、悲しみ、
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。
て正月に無常（常ならず）と命の
泣く事によって一分一秒に価値がでる。人間は行動するためにこの世

