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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ハナサカリフォーム事業部待望の新企画

に彩ってほしい(フラワーペイント)をご依頼された。ペイント

がようやくスタートした。その名も「デコ

に取り掛かろうとしたその時、M 様邸の外壁部分に一筋の陽の

ペイント」だ。事の発端は、リフォーム事

光が差した。その光はまるで犬が駆け回っている姿のようで、

業部長・有浦信一の「消費税が上がり、今

そこにいた人たちは皆、愛犬が喜びのあまり帰ってきたのだと

後ますます消費が冷え込む。数あるリフォー

感じた。温かくも不思議な場面を目撃した M 様一家と共に感傷

ム会社の中で、お客様が進んでわが社を選

に浸りながら施工を開始した。完成時には、お客様・学生・弊

んでくださり、選んでよかったと思って頂け

社従業員全員に笑顔が溢れ、まさに、ハナサカリフォームのコ

るような独自のことをやってみたい」という

ンセプトである、
「街やお客様のココロに花が咲いた」瞬間であ

会議での発言であった。そこから何度も
会議での発言であった。そこから何度も議論を重ね、考え抜いた結

った。弊社では現在、
「デコペイント」を希望するお客様大大大

(玄関を彩るフラワーペイント)

募集中である。大小様々なイラストから、会社のロゴなどのビ
議論を重ね、考え抜いた結果、外壁にお客
果、外壁にお客様それぞれのストーリーに合ったイラストを描く、
デ 募集中である。大小様々なイラス
ジネス向けのイラストまで。ご興味がございましたらぜひ一度
様それぞれのストーリーに合ったイラス トから、会社のロゴなどのビジネ
コペイントが開発された。この企画は弊社とお客様にとって双方に
ご連絡ください。
「あなただけのストーリー、カタチにしてみま
トを描く(デコペイント)が開発された。 ス向けのイラストまで。ご興味が
価値あるものであることはもちろんだが、弊社はそこから一歩進ん
せんか？」
この企画は弊社とお客様にとって双方に ございましたらぜひ一度ご連絡く
で、デザインを学ぶ学生にも大きなキャンパスにイラストを描く機
TEL 077-574-8276
/ MAIL reform@mshold.com
価値あるものであることはもちろんだ ださい。
会を与え、まさに「三方良し」のシステムで構成している。そして、
「あなただけのストーリー、
が、弊社はそこから一歩進んで、専門学生 カタチにしてみませんか？」
2 月 27 日(木)、デコペイント初のお客様であるＭ様の施工日を迎え
にも大きなキャンパスにイラストを描く T E L：077-574-8276
た。M 様は先日、亡くなった愛犬との思い出をいつでも思い出せる
機会を与え、まさに「三方良し」のシステ MAIL：reform@mshold.com
ようにカタチにしてほしい(メモリアルペイント)と、玄関を鮮やか

(思い出をカタチにするメモリアルペイント)

ムで構築されている。
に彩ってほしい(フラワーペイント)をご依頼された。
完成時には、お
そして、2 月 27 日(木)、デコペイント初
客様・学生・弊社従業員全員に笑顔が溢れ、まさに、ハナサカリフォ
3 月度月間 MVP 発表！～懇親会ではサプライズも！？～
前田社長
・岡野部長 2 度目のラジオで語るエムズ愛！
のお客様であるＭ様の施工日を迎えた。M
ームのコンセプトである、街やお客様のココロに花が咲いた瞬間で
2 月 26 日(水)、前田社長と岡野部長
3 月 21 日（土）フェリエ南草津 5 階の小会議室
様は先日、亡くなった愛犬との思い出を
あった。
にて、月次決算報告会議の後、毎月恒例の MVP
が 2 度目のラジオに出演した。1 回目
いつでも思い出せるようにカタチにして
弊社では現在、
「デコペイント」大大大募集中である。大小様々なイ
発表を行った。実習生からは、時間を無駄にせ
はあすくる草津 ～中谷所長の「ちょ
ほしい(メモリアルペイント)と、玄関を
ラストから、会社のロゴなどのビジネス向けのイラストまで。
ご興味
ず、日本語の勉強に積極的に取り組んでいる点
っと e-talk」～にゲスト出演させて頂
鮮やかに彩ってほしい(フラワーペイン
がございましたらぜひ一度ご連絡ください。
「あなただけのストーリ
(左から前田社長、アジ、有浦部長)
(ラジオに出演する前田社長と岡野部長)
と、笑顔と大きな声を継続している点を評価さ
いたが、今回は「モーニングロケッツ
と笑顔と大きな声を継続している点を評価されたアジが。そして、日本
いたが、今回は「モーニングロケッツ
ト)をご依頼された。
785」に出演させて頂い
完成時には、お客様・
ー、カタチにしてみませんか？」
れたアジが。そして、日本人からは、困っている
785」に出演させて頂いた。内容は以
人からは、困っている人がいれば、すぐに駆けつけた点と、普段関わる
た。内容は以下のとおり。●会社概要＆事業内容●コロナウイ
学生・弊社従業員全員に笑顔が溢れ、
まさ
TEL 077-574-8276 / MAIL
reform@mshold.com
人がいれば、各事業部の垣根を越えてすぐに駆
下のとおり。●会社概要＆事業内容●
ことの少ない実習生に気さくに話しかけ、周囲を和ませている点が評価
ルスを叩く「ステリパワーとは！？」●「おやじ」
に、ハナサカリフォームのコンセプトで
と呼ばれる西
けつけてくれた点と、普段関わることの少ない
コロナウイルスを叩く「ステリパワー
された、リフォーム事業部長・有浦信一が選出された。次回の MVP は
原さんとは？●エムズ力(りょく)＆エムズ
ある、街やお客様のココロに花が咲いた
/ ハナサカブラン
実習生にも気さくに話しかけ、周りを和ませて
とは！？」●「おやじ」と呼ばれる西
4 月 11 日（土）に発表される。会議後はお馴染みの「ワンカルビ草津
ドとは？●地域密着事業とは？●エムズが大切にしている論語
瞬間であった。
いる点が評価された、リフォーム事業部長・有浦
原さんとは？●エムズ力(りょく)＆エ
店」にて懇親会が開催された。宴もたけなわとなったところで、今月に
に関して●PR：エムズホールド＝仮設足場というイメージが定
弊社では現在、
「デコペイント」大大大募
信一が選出された。次回の MVP は 4 月 11 日
ムズ / ハナサカブランドとは？●地
誕生日を迎えた前田社長、岡野涼輝、和田智仁、布施樹乃、アジ、小西
着していますが、これからは集中である。
ハナサカリフォーム＝外壁塗装
大小様々なイラストから、
会
（土）に発表される。月次報告会議の後はお馴染
域密着事業とは？●エムズが大切に
の計 6 名へ、サプライズで素敵な写真入りの誕生日ケーキが贈られた。
も覚えてください●ハナサカ＆DECO
社のロゴなどのビジネス向けのイラスト
とは？始めてのラジオ出
の計 6 名へ、サプライズでで素敵な写真入りの誕生
も覚えてください●ハナサカ＆DECO とは？
みの「ワンカルビ草津店」にて懇親会が開催され
している論語に関して●企業宣伝：エ
誕生日ケーキを前にした布施は「今までは毎年、誕生日はコンビニで小さ
演の時は緊張していた岡野部長もすっかり慣れてきた様子で、
まで。ご興味がございましたらぜひ一度
日ケーキが贈られた。ケーキを前にした布施は「少し
の構成で約 25 分間、軽快に話した。出演の
た。宴もたけなわとなったところで、今月に誕生
なケーキを買って一人で祝っていたので、あまり誕生日が嬉しくありませんで
ムズホールド＝仮設足場というイメ
恥ずかしいですが、やっぱりだれかに誕生日を祝っても
自信満々に話をしていた。ラジオ出演の様子はこちらの
ご連絡ください。
「あなただけのストーリ
QR コ
様子はこちらの QR コードから確認できる。
した。少し恥ずかしいですが、やっぱりだれかに誕生日を祝ってもらえると嬉
日を迎えた前田社長、岡野涼輝、和田智仁、布施
ージが定着していますが、これからは
らえると嬉しいものですね」と幸せそうに話していた。
ードから確認できる。
ー、カタチにしてみませんか？」
(ラジオの様子はこちらから)
しいものですね」と幸せそうに話していた。
樹乃、アジ、小西の計 6 名へ、サプライズで素敵
(写真付きの誕生日ケーキ)
ハナサカリフォーム＝外壁塗装も覚
TEL
077-574-8276
/
MAIL
な写真入りの誕生日ケーキが贈られた。誕生日
えてください●ハナサカ＆DECO と
reform@mshold.com

前回の悔しさをバネに…。日本語学習再スタート！！

ある。昨年、N3 に合格し、母国のインドネシアに帰国したリザル
は、現在、通訳として大活躍しており、インドネシアの中では高額

実習生たちが日本語学習に燃え

と言われる給与を頂いているようだ。リザルのように、母国へ帰国

ている。昨年 12 月に日本語能力

後に活かせる知識や技術を身につけてもらおうと、
弊社では勉強会

検定の N3 と N4 を受験し、惜し

を実施している。また、資格取得に関する費用は全て会社が負担し

くも不合格となった弊社・技能実

ており、万全のバックアップ体制を整えているのだ。実習生第 2 期

習生たちは次の 7 月の検定試験

生は帰国するまであと 2 回試験のチャンスがあり、中でもアジは

に向けて早朝勉強会を毎週実施

「N１に合格する！」と鼻息を荒くしている。座学だけではない。昨

中だ。習熟度別に分かれ、毎週火曜日には
N3 を受験する、アジと
中だ。習熟度別に分かれ、毎週火

年の夏ごろに来日したアアーとカルノは、4 月実施の「基礎級」と

フィルマンが。そして水曜日には N4
を受験するアアーとカルノが
曜日には
N3 を受験する、アジと

呼ばれる 1 年で何を学んできたかを確認する実技試験に向けて先
呼ばれる、1
年で何を学んできたかを確

それぞれ朝の 6 時 30 分から出社して勉強をしている。弊社では、
フィルマンが、そして水曜日には

輩の指導の元、練習を開始している。日本に来て学んだことは無駄
認する実技試験に向けて先輩の指導の

現在日本で技能を学んでいる、実習生第
2 期生(アジ、フィルマン)
N4 を受験するアアーとカルノが

じ ゃ な か っ た と 後 に 思 え る よ う に … 。 Semoga sukses
元、練習を開始している。日本に来て学

からは「最低でも N3 合格」という目標を掲げながら毎日勉強に励
それぞれ朝の 6 時 30 分から出勤

indonesia！(実習生頑張れ！)
んだことは無駄じゃなかったと後に思

んでいる。その背景には、昨年まで日本人と遜色ないくらいの技術
をして勉強をしている。弊社で

在、
インドネシアでは高額と言われる
え
る通訳として大活躍しており、
よ う に … 。 Semoga sukses

とコミュニケーション能力を持った元実習生・リザルの
存在が
は、現在日本で技能を学んでい

(実技試験の練習をする左からアアー、カルノ)
給与を頂いているようだ。リザルのように、
母国へ帰国後に活かせ
indonesia！(実習生頑張れ！)

(早朝勉強会に参加する実習生たち)

いる。

る、実習生第 2 期生(アジ、フィ

る知識や技術を身につけてもらおうと、
弊社では勉強会を実施して
方々が発表しているように、ステリパワーはコロナウイルスにかな
コロナウイルスに立ち向かう！～エムズ独自の取り組み～
その背景には、元実習生・リザルの存在がある。昨年、N3
ルマン)からは「最低でもに合格
N3 合
いる。また、資格取得に関する費用は全て会社が負担しており、万
りの効果があることが証明されている。そこで、弊社ではステリパ
し、母国のインドネシアに帰国したリザルは、
現在、通訳として大
格」という目標を掲げながら毎日
全のバックアップ体制を整えているのだ。実習生第 2 期生は帰国
近年でここまでの事態はあった ワーを使用して以下のような取り組みを行っている。●弊社の全車
活躍しており、インドネシアの中では高額と言われる給与を頂い
勉強に励んでいる。その背景に
するまであと 2 回試験のチャンスがあり、中でもアジは「N１に合
だろうか。コロナウイルスの影響 両に車載用加湿器を設置しステリパワーで除菌をする ●ステリ
ているようだ。リザルのように、母国へ帰国後に活かせる知識や技
は、昨年まで日本人と遜色ないく
格する！」と鼻息を荒くしている。座学だけではない。昨年の夏ご
で、休日に外出をする人たちもめ パワーでこまめに手指消毒をするなど各種ウイルス感染に細心の
術を身につけてもらおうと、弊社では勉強会を実施している。ま
らいの技術とコミュニケーショ
ろに来日したアアーとカルノは、4 月実施の「基礎級」と呼ばれる
っきり減り、観光業や外食産業は 注意を払っている。コロナウイルスによって、他会社様からマスク
た、資格取得に関する費用は全て会社が負担しており、
万全のバッ
ン能力を持った元実習生・リザル
1 年で何を学んできたかを確認する実技試験に向けて先輩の指導
壊滅的。さらに、マスクや紙類な 着用等の依頼がある中、弊社ではプラスαの取り組みとして、これら
クアップ体制を整えているのだ。実習生第
がいる。 2 期生は帰国するまで
の元、練習を開始している。日本に来て学んだことは無駄じゃなか
のことを行うことで従業員と弊社と関わってくださる方々の健康
のことを行うことで従業員と弊社と関わ
(弊社は全車両に「車内を除菌中」のステッカーを貼っている) どの買い占めが発生したり、各学
あと 2 回試験のチャンスがあり、中でもアジは
「N１に合格する！」
昨年、N3 に合格し、母国のイン
ったと後に思えるように…。Semoga sukses indonesia！(実習生
年、世界中で例年にない厳しい状況が続
ってくださる方々の健康を守っているの
校の一斉休校で子どもたちが行 を守っているのだ。2020
校の一斉休校で子どもたちが行き場もなく公園やコンビニにたむろ
と鼻息を荒くしている。日本に来て学んだことは無駄じゃなかっ
ドネシアに帰国したリザルは、現
頑張れ！)
他社様にはない弊社独自の「エムズ / ハナサカブラン
だ。2020 年、世界中で例年にない厳しい
き場もなく公園やコンビニにた いているが、
する、まるで世紀末のような光景である。弊社は混沌としているこ
たと後に思えるように…。Semoga
sukses indonesia！(実習生頑
在、通訳として大活躍しており、
状況が続いているが、他社様にはない弊
むろする、まるで世紀末のような ド」の姿勢は変えずに突き進んでいく。
の社会を黙って見ているのではなく、自分たちのできうる精一杯の
張れ！)
インドネシアの中では高額と言
社独自の「エムズ / ハナサカブランド」
光景である。弊社は混沌としてい
ことはなんだろうと考えてきた。そこで出た結論の１つがやはり
「弱
われる給与を頂いているようだ。
るこの社会を黙って見ているの の姿勢は変えずに突き進んでいく。
酸性次亜塩素酸水(以下ステリパワー)」だ。厚生労働省や専門家の
(車載用加湿器とスプレーボトル)
リザルのように、母国へ帰国後に
ではなく、自分たちのできうる精
方々が発表しているように、ステリパワーはコロナウイルスにかな
「嘘をつくと閻魔に舌を抜かれる」「食べてすぐ横になると牛にな
アマビエさん…疫病の流行
活かせる知識や技術を身につけ
一杯のことはなんだろうと考え
りの効果があることが証明されている。そこで、弊社ではステリパ
親父の留魂録
を予言し、さらに病気が流
てもらおうと、
弊社では勉強会を る」など子どもに解りやすく、また一度聞くと忘れないような例え
てきた。そこで出た結論の１つが
ワーを使用して以下のような取り組みを行っている。
で、事の善悪や、体に良い習慣を教えてきた。他愛もない話と捉え
行した際には自身の姿を描き写して人々に見せるよう告げ姿を消
行した際には自身の姿を描
実施している。また、資格取得に
やはり「弱酸性次亜塩素酸水(以
●弊社の全車両に車載用加湿器を設置しステリパワーで除菌をする
ながらも、心の奥底に教えとして誰しも一つは持っているものだ。
したといわれる妖怪。弘化三年（１８４６年）四月、肥後の国（現
き写して人々に見せるよう
関する費用は全て会社が負担し
下ステリパワー)」だ。厚生労働省
●ステリパワーでこまめに手指消毒をする
在の熊本県）にアマビエが出現したとされる江戸時代の瓦版が京都
告げ姿を消したといわれる
ており、
万全のバックアップ体制 トイレットペーパーやマスクを、子どもや老人を押しのけて我先に
や専門家の方々が発表している
コロナウイルスによって、他の会社の方々からマスク着用等の依頼
大学に所蔵されており、ツイッターで話題になっているそうだ。手
妖怪。弘化三年（１８４６
を整えているのだ。
実習生第 2 期 買い占める姿は、そんな日本人からは程遠い。結局のところ買い占
ように、ステリパワーはコロナウ
がある中、弊社ではプラスαの取り組みとして、
これらのことを行う
洗いが必要な場所に、アマビエの絵と「てあらい」と書かれた紙を
年）四月、肥後の国（現在の
生は帰国するまであと
2 回試験 めても消耗品は必ず無くなるのだ。惻隠の情（弱者に対する配慮）
イルスにかなりの効果があるこ
ことで従業員と他の方々の健康を守っているのだ。2020
年、世界
貼り付ける。日々続く武漢ウイルスのニュースの中で、心がほっと
熊本県）にアマビエが出現
のチャンスがあり、
中でもアジは を持っている事が世界に誇れる日本人の姿。心に余裕を持ち、人々
とが証明されている。そこで、弊
中で例年にない厳しい状況が続いているが、他社様にはない弊社独
を煽る情報に左右されないことが大切なのではないだろうか。
する、古き良き日本人の姿が垣間見れる記事である。昔の人々は、
したとされる江戸時代の瓦
「N１に合格する！」と鼻息を荒
社ではステリパワーを使用して
自の「エムズ / ハナサカブランド」
の姿勢は変えずに突き進んでい
「嘘をつくと閻魔に舌を抜かれる」
「食べてすぐ横になると牛にな
版が京都大学に所蔵されて
くしている。
日本に来て学んだこ
以下のような取り組みを行って
く。
る」など子どもに解りやすく、また一度聞くと忘れないような例え
おり、ツイッターで話題に
とは無駄じゃなかったと後に思
ステリパワーで
いる。
で、事の善悪や、体に良い習慣を教えてきた。他愛もない話と捉え
なっているそうだ。手洗い
えるように…。Semoga sukses
コロナウイルスを叩く！
●弊社の全車両に車載用加湿器
ながらも、心の奥底に教えとして誰しも一つは持っているものだ。
が必要な場所に、アマビエ
indonesia！(実習生頑張れ！)
http://mshold.com/steripower/
を設置しステリパワーで除菌を
トイレットペーパーやマスクを、子どもや老人を押しのけて我先に
の絵と「てあらい」と書かれ
する ●ステリパワーでこまめ
バックナンバーはこちらから→http://mshold.com/reform/newspaper/
買い占める姿は、そんな日本人からは程遠い。結局のところ買い占
た紙を貼り付ける。日々続
に手指消毒をする
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。
めても消耗品は必ず無くなるのだ。惻隠の情（弱者に対する配慮）
く武漢ウイルスのニュース
コロナウイルスによって、他の会
を持っている事が世界に誇れる日本人の姿。心に余裕を持ち、人々
の中で、心がほっとする、古

