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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(期待の新人 山中勝也)

仮設事業部に屈強な新人が入社し

の品質を守っていました。また、沖縄は台風が非常に多い地域です。

た。大柄だが素敵な笑顔がチャーム

台風の時期になると、ビニールハウスが飛ばされないよう暴風ネット

ポイント。そんな彼に簡単な自己紹

などの対策をしていました。そんな沖縄での暮らしにも満足していま

介をしてもらった。初めまして。山中

したが、日に日に「生まれ育った滋賀県で恩返しがしたい」という思

勝也(やまなかまさや)と申します。父・

いが強くなり、滋賀県に帰ることを決意。そして今、最高の仲間たちと

勝利(かつとし)とエムズホールド株式

仕事をしています！前職ではあまり人とコミュニケーションを取ること

会社・前田社長が草津商工会議所で

がありませんでしたが、エムズホールドに入社させて頂いてからは、

出会い、そしてそのつながりで今、縁

先輩方と話すことがとても多く、戸惑いながらも楽しく過ごさせて頂

あってエムズホールドにお世話になることになりました。自己紹介…滋賀
あってエムズホールドでお世話になる

いています。目標は 1 日でも早く仮設足場のことを覚えて、先輩達の

県で生まれ育ち、学生時代は部活のサッカーとアルバイトに打ち込み、卒
ことになりました。簡単に自己紹介さ

手助けはもちろんのこと、自分が中心になってエムズホールドを引っ

業後は運送業や農業の仕事をしていました。運送業の仕事では、基本的
せていただきます。滋賀県生まれ滋賀

張っていきたいと思っています！ご迷惑をおかけすることも多いと思

に 1 人で行動していたので、人とのコミュニケーションがほとんどなく寂
県育ち、学生時代は部活のサッカーと

いますが、これからよろしくお願い致します。

しい思いをしていました。そして次の仕事である農業では、沖縄でマンゴ
アルバイトに打ち込み、高校卒業後は

まだ入社して間もないが、教育係でいつも行動を共にしている、

ーをイチから育て、収穫から納品まで全てをやっていました。沖縄という
運送業や農業の仕事をしていました。

布施樹乃から「何事にも誠実で、話し方もとても丁寧である。ま

年中暮らしやすい気候での生活や、お客様がマンゴーをおいしそうに食
運送業の仕事では、基本的に 1 人で

た、仕事に対しては、遅刻等は一切せず、いつも楽しそうに仕事

べている姿を想像して仕事にやりがいを感じる反面、マンゴーを育てるに
行動していたので、人とのコミュニケ

をしている。
」という評価をすでに得ている。これで仮設事業部

あたって大変なこともいくつかありました。気温の面では、一定の温度で
ーションがほとんどなく寂しい思いを

の日本人従業員は 5 人となった。彼の加入が仮設事業部にどの

ないと元気なマンゴーが育ちません。常に温度計を持ちながらマンゴー
していました。そして次の仕事である

ような化学変化をもたらすのか…。非常に楽しみである。

の品質を守っていました。また、沖縄は台風が非常マンゴーをひとつひと
農業では、沖縄でマンゴーをイチから

まだ入社して間もないが、教育係でいつも行動を共にしている、

MVP
発表！～初の実習生年間
MVP なるか！？～
ステリパワー無料配布！～日頃の感謝をカタチに～
つ丁寧に観察し、病気の疑いがある時は、薬や消毒をしていました。沖縄
育て、収穫から納品まで全てをやって
布施樹乃から「何事にも誠実で、話し方もとても丁寧であること
5 月 16 日（土）
、弊社仮設事業部事務所
そ
は本島に比べて台風が非常に多いです。毎年、台風の時期になるとビニ
いました。沖縄という年中暮らしやす 数ヶ月前から各関係者の方々と温めてきた企画がついに実現した。
には好感を持てる。また、仕事に対しては、遅刻等は一切せず、
にて、月次決算報告会議を行った後、毎 れが 5 月 16 日(土)に草津市湖都内にて実施された、
ステリパワー(弱
ールハウスが壊れたり、飛ばされないようスプリング(ビニールハウスに
い気候で生活ができたり、お客様が
いつも楽しそうに仕事をしている。
」という評価をすでに得てい
月恒例の MVP 発表を行った。前月と同 酸性次亜塩素酸水)の無料配布である。当日は雨の中、湖都町内の 2/3
施す強風対策)や暴風ネットなどの対策をしていました。
マンゴーをおいしそうに食べている姿
る。これで仮設事業部の日本人従業員は 5 人となった。この山
様、新型コロナウイルスの集団感染を防 以上の会員様が来られ、ステリパワーを持ち帰られた。今回の無料配
沖縄とマンゴーに囲まれた暮らしにも満足していましたが、日に日に「生
を想像して仕事にやりがいを感じる反
中の加入が仮設事業部にどのような化学変化をもたらすのか
(左からアジ、布施樹乃、岡野部長)
ぐため、
最大限の対策をしながら実施し
「湖都町には弊社の外国人実習生専用の社宅が
ぐため、最大限の対策をしながら実施した。実習生からは、日本語
まれ育った滋賀県で恩返しがしたい」という思いが強くなり、滋賀県に帰
面、マンゴーを育てるにあたって大変 布に関して前田社長は
…。非常に楽しみである。
た。実習生からは、早朝から日本語の勉 あります。外国人実習生たちが、文化の違いからご迷惑をお掛けして
の勉強を一生懸命に頑張っている点や、仕事面でも笑顔でのあいさ
ることを決意。そして父の紹介でエムズホールドにお世話になることに決
に感じることもいくつかありました。気
強を一生懸命に頑張っている点や、
仕事
つ、駆け足などで高評価を得たアジが。そして、日本人からは、前
めました。運送業や農業ではあまり人とコミュニケーションを取れずに寂
温の面では、温度が高すぎたり低すぎ いることもあるかと思いますが、住民の方々には何の偏見もなく暖か
面でも笑顔でのあいさつ、駆け足など、 く見守って頂いています。そこで感謝の意を込めて何かお返しが出来
月から仮設事業部に加入した山中を丁寧に教育したり、リフォーム
しい思いをすることもありましたが、エムズホールドに入社してからは先
たりすると元気なマンゴーが育ちませ
仕事に取り組む姿勢が日本人よりも上
事業部の「デコペイント」に関して自分の意見を述べたり、仮設事
輩方や実習生とのコミュニケーションがとても多く、戸惑いながらも楽しく
ん。常に温度計を持ちながら見回るこ ればと考え、今回の企画をさせて頂いた次第です」と町内会役員の
であるという評価を得たアジが。そし 方々の前で話した。弊社では、今回の無料配布をモデルケースとして、
業部ミーティングでは資料を作成したりと積極的にアウトプットを
過ごさせて頂いています。目標は 1
とでマンゴーの品質を守っていまし
日でも早く足場のことや図面のことを
て、日本人からは、前月から仮設事業部
今後も定期的にゆかりのある地域で無料配布を実施する予定である。
している、
仮設事業部・布施樹乃が選出された。
次回の MVP は 6 月 今後も定期的にゆかりのある地域で無料配
覚えて、先輩達の手助けはもちろんのこと、自分が中心になってエムズホ
た。また、マンゴーをひとつひとつ丁
に加入した山中勝也を丁寧に教育した 布を実施する予定である。新型コロナウイ
13ールドを引っ張っていきたいと思っています！ご迷惑をおかけすることも
日（土）に発表される。そしてついに、次回の月次決算報告会議
寧に観察し、病気の疑いがある時は、 新型コロナウイルスの流行により、まだまだ油断できない状況が続い
り、リフォーム事業部の「デコペイント」 ルスの恐怖は未知数で、まだまだ油断でき
からは、フェリエ南草津
5 階の会議室での会議が可能になり、懇親
多いと思いますが、これからよろしくお願い致します。
薬や消毒をしていました。沖縄は本島 ているが、月末まで延長された。まだまだ油断できない状況が続いて
に関して自分の意見を述べたり、仮設事 ない状況が続いているが、
「全ては地域の皆
「全ては地域の皆さまの笑顔のために…。
」今自分たちにでき
会も通常通りの「ワンカルビ草津店」で開催されることになった。
に比べて台風が非常に多いです。毎 いるが、
まだ入社して間もないが、教育係でいつも行動を共にしている、布
業部ミーティングでは資料を作成した さまの笑顔のために…。
」今自分たちにでき
およそ
2 ヶ月間肉を食べられていない従業員たちの空腹は限界に達
年、台風の時期になるとビニールハウ ることを考え、全力で行動していく。
施樹乃から「何事にも誠実で、話し方もとても丁寧であることには
(次亜塩素酸水無料配布の様子)
りと積極的にアウトプットをしている、 ることを考え、全力で行動していく。
している。6
月 13 日は大荒れになるだろう。
好感を持てる。また、仕事に対しては、
スが壊れたり、飛ばされないようスプ
遅刻等は一切せず、いつも楽
仮設事業部・布施樹乃が選出された。次
リング(ビニールハウスに施す強風対
しそうに仕事をしている。
」という評価をすでに得ている。これで仮

M’s Café

(グレイハウンド：Lty932 の 1 階)

ステリパワーから生まれた出会い～飲食業界を盛り上げる！～
ステリパワー(弱酸性次亜塩素酸水)の購入

した。続いてお店について伺うと、山野氏はユーモアを交えながら

から生まれる出会いもある。弊社はステリパ

以下のように語った。
「昭和 51 年から続く当店は私が 3 代目で、

ワーを購入されたお客様に、商品の説明等も

サイフォンからコーヒーを作っています。
今まで色々なお客様が来

兼ねて本業に支障のない範囲で、従業員がお

店されましたが、中には珍しいお客様もおられました。常連のお客

届け先にお渡しに行くようにしている。今回

様だったのですが、ある日、病気で入院されます。そんな大変な時

はその中でも特に印象的だったお客様を深

に、
そのお客様は駅からほふく前進をしながら現れたのです！病気

掘りしたい。草津駅東口をすぐ出たところに

で歩行も困難なのに、病院を抜け出してまで、コーヒーを飲みに来

大型ショッピングモール「Lty932」がある。
大型ショッピングモール「Lty932」がある。この
1 階に店を構える てくださる姿に感動したと同時に、いつまでもお客様の「心地よい
であり続けようと気が引き締まりました。当店一番のおす
この 1 階に店を構えるのが
「グレイハウンド」 居場所」
居場所」であり続けようと思いました。当店一
のが「グレイハウンド」という喫茶店を営む山野康年(やまのやすと
バナナ、ゆで卵がセットでつい
という純喫茶を営む山野康年(やまのやすと すめはコーヒーにバタートースト、
番のおすすめはコーヒーにバタートースト、バ
し)様だ。なんでも新型コロナウイルス対策を模索していたところ、
ボリューム満点ですので、ぜひ食べに来
し)様だ。なんでも新型コロナウイルス対策
ナナ、ゆで卵がついたモーニングセットです。
弊社のチラシをご覧になって気になっていたとのこと。
急いでステリ たモーニングセットです。
を模索していたところ、弊社のチラシをご覧 てください。
」弊社はこれからも地域にとことん寄り添う会社とし
パワーをお持ちすると「こんなに早く届けてくれて、本当に助かっ
栄養満点ですので、ぜひ食べに来てください。
」
になって気になっていたとのこと。急いで弊
「金儲けよりも人儲け」とい
た！」と心から喜んでくださり、
「チラシを見た時にこれだと思った。 て、今回のような出会いを大切にし、
弊社はこれからもお客様にとことん寄り添う
社の事務所で使用する予定だったステリパ う言葉を胸に地域貢献を続けていく。
アルコールと違い、あらゆるウイルスにダメージを与えるステリパワ
会社として、今回のような縁を何よりも大切に
ワーをお持ちすると「こんなに早く届けてく
ーはこれからの飲食業界のカギになるかもしれない」
と興奮気味に話

していく。

れるなんて、本当に助かった！」と心から喜
してくださった。続いてお店について伺うと、山野氏はユーモアを交

ンドネシアに帰国した時に日本で学んできたことが活かせるよう

アアー、カルノ技能検定試験合格！～自信に繋がる第一歩～
んでくださったあとに、
「チラシを見た時に
えながら以下のように語った。
「昭和 51 年から続くこのグレイハウ

に、私を含む日本人従業員は一生懸命指導していきますので、こ

5 月の初めに嬉しい便りが届いた。
弊社技能
これだと思った。
実は 2009
ンドは私で 3 代目になります。
アパレルの営業で
23年に自分がノロ
年勤務した後に

れからも一緒に頑張りましょう！」と成功を労いながらも先を見

実習生の第 3 期生であるアアーとカルノが
ウイルスにかかり、辛い思いをした苦い過去
ここで、サイフォンからコーヒーを作っています。こちらで働き出し

据えていた。今回の「検定試験合格」という名の成功は、今後の彼

4 月に実施された「とび作業技能検定試験基
もある。アルコールと違い、あらゆるウイル
てから今まで色々なお客様が来店してくださいました。
中でも一番印

らにとって大きな自信となるに違いない。人間が自信をつけるた

礎 2 級」に合格したのだ。弊社の検定指導係
スに例外なくダメージを与えるこのステリ
象的だったお客様は、昔、常連だったお客様です。高齢なお客様だっ

めには、その大小に関わらず、成功体験を積み重ねていくことが

である和田智仁は「アアー、カルノまずは合
パワーはこれからの飲食業界のカギになる
たのですが、ある日、重い病気を患われ、入院生活を余儀なくされま

大切なのだ。今後の彼らの成長から目が離せない。
大切なのだ。大きな成功を勝ち取った彼らの

(検定試験に向けて練習するアアー)

(グレイハウンド

山野康年氏)

格おめでとう。2 人とは昨年の 9 月から一
かもしれない」と興奮気味に話してくださっ
す。そんなことも知らずに私は「最近あの常連の方来ないな」なんて

とび作業技能検定試験基礎 2 級…日本に来て 1 年未満の外国人技
今後の成長から目が離せない。

緒に仕事をしています。初めは何もわからない中、仕事に加えて日本
緒に仕事をしています。
初めは何もわからな
た。続いてお店について伺うと、山野氏はユ
思っていたら、駅からほふく前進をしながら来店されました。病気の

能実習生が基本的な業務を遂行するために必要な技能及び知識を
とび作業技能検定試験基礎 2 級…日本に来

語の勉強まで、一生懸命頑張っているのを一番近くで見てきました。
い中、仕事に加えて日本語の勉強まで、一生
ーモアを交えながら以下のように語った。
ため歩くのも難しい中、病院を抜け出してまで、グレイハウンドのコ

問う試験。
て
1 年未満の外国人技能実習生が基本的な

今回の合格は自分のことのように嬉しく思います。第二期生(アジと
懸命頑張っているのを一番近くで見てきま
「昭和
51 年から続くこのグレイハウンドは
ーヒーを飲みに来てくださったそうです。
そこまでして来てくださっ

業務を遂行するために必要な技能及び知識

フィルマン)と同様に、
アアーとカルノもまだまだ成長できるはず。
イ
した。
私で
3今回の合格は自分のことのように嬉し
代目になります。アパレルの営業で
たお客様に感動したと同時に、
グレイハウンドに来ることを楽しみに

を問う試験。

(カルノの検定試験合格証書)

ンドネシアに帰国した時に日本で学んできたことが活かせるように、
く思います。
第二期生(アジとフィルマン)も
23
年勤務した後にここで、サイフォンから
してくださっているお客様がいる。そんな方々のための「心地よい居
苦労をされたと聞く。性根の座らない私などに同じ事ができるだ
【惻隠（そくいん）の情】
私を含む日本人従業員は一生懸命指導していきますので、これからも
そうですが、
アアーとカルノもまだまだ成長
親父の留魂録コーヒーを作っています。こちらで働き出し
場所」であり続けられるように努力しようと気が引き締まりました。
ろうか？4 人の技能実習生は素直な子ばかり。私からすれば皆息
→弱者を哀れむこころ。
一緒に頑張りましょう！」と部下の成功を労いながらも先を見据えて
できるはず。
インドネシアに帰国した時に日
てから今まで色々なお客様が来店してくだ
グレイハウンド一番人気のメニューはコーヒーにバタートースト、
バ 子のようで可愛い。であるから、日本人のタコ坊主どもには、こ
この一文を社員全員のラ
この一文を社員全員のラインに毎朝貼っている。
「惻隠の心は仁の
いた。今回の「検定試験合格」という名の成功は、今後の彼らにとっ
本で学んできたことが活かせるように、
私を
さいました。中でも一番印象的だったお客様
ナナ、ゆで卵がセットでついたモーニングセットです。ボリューム満
インに毎朝貼っている。
端なり」性善説を説いた孟子は、
「人の不幸を哀れみ、
痛ましく思う の子達への接し方については厳しく指導している。幸い社員達は
て大きな自信となるに違いない。人間が自信をつけるためにはその大
含む日本人従業員は一生懸命指導していき
は、昔、常連だったお客様です。高齢なお客
点ですので、ぜひ食べに来てください。
」弊社はこれからも地域にと
実習生を本当に大切にしてくれている。元来、日本人の心には“武
「 惻 隠 の 心 は我社ではイ
仁の端な
心は、仁を身につける為の糸口である。
」と説いている。
小に関わらず、成功体験を積み重ねていくことが大切なのだ。今後の
ますので、これからも一緒に頑張りましょ
様だったのですが、ある日、重い病気を患わ
ことん寄り添う会社として、今回のような出会いを大切にし、
「金儲 士道精神”が刻まれている。
「卑怯な事はしない」
、
「弱者を哀れむ」
、
り」性善説を説いた孟子
ンドネシアから 4 人の技能実習生を迎えている。
彼等は二十歳そこ
彼らの成長から目が離せない。
う！」
と部下の成功を労いながらも先を見据
れ、入院生活を余儀なくされます。そんなこ
けよりも人儲け」という言葉を胸に地域貢献を続けていく。
、
「人として正しい行動」
。今月から再開した報告会後
は、
「人の不幸を哀れみ、 「恥を知る」
そこで国を離れ、異国の地で懸命に働き学んでいる。そして給与の
とび作業技能検定試験基礎
2 級…日本に来て 1 年未満の外国人技能
えていた。今回の「検定試験合格」という名
とも知らずに私は「最近あの常連の方来ない
の研修会で“日本人の矜恃”というテーマで少し話しをした。人の
痛ましく思う心は、仁を
半分近くを祖国の両親に送金している。昔の日本人も裸一貫活路を
実習生が基本的な業務を遂行するために必要な技能及び知識を問う
の成功は、
今後の彼らにとって大きな自信と
な」なんて思っていたら、駅からほふく前進
価値は心の基礎に何を置いているか？で決まる。
身につける為の糸口であ
求めて多くの人々が海外に移住した。差別や偏見に耐え並々ならぬ
試験。
なるに違いない。
人間が自信をつけるために
をしながら来店されました。病気のため歩く
る。
」と説いている。我社
苦労をされたと聞く。性根の座らない私などに同じ事ができるだろ
はその大小に関わらず、
成功体験を積み重ね
のも難しい中、病院を抜け出してまで、グレ
ではインドネシアから 4
ステリパワーでみんなの
うか？4 人の技能実習生は素直な子ばかり。私からすれば皆息子の
ていくことが大切なのだ。
今後の彼らの成長
イハウンドのコーヒーを飲みに来てくださ
人の技能実習生を迎えて
ようで可愛い。であるから、日本人のタコ坊主どもには、この子達
リスクをコントロール
から目が離せない。
ったそうです。そこまでして来てくださった
いる。彼等は二十歳そこ
への接し方については厳しく指導している。
幸い社員達は実習生を
http://mshold.com/steripower/
とび作業技能検定試験基礎 2 級…日本に来
お客様に感動したと同時に、グレイハウンド
そこで国を離れ、異国の
本当に大切にしてくれている。元来、日本人の心には“武士道精神”
バックナンバーはこちらから→http://mshold.com/reform/newspaper/
て
1
年未満の外国人技能実習生が基本的な
に来ることを楽しみにしてくださっている
地で懸命に働き学んでい
が刻まれている。「卑怯な事はしない」、「弱者を哀れむ」
、「恥を知
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。
業務を遂行するために必要な技能及び知識
お客様がいる。そんな方々のための「心地よ
る。そして給与の半分近
る」、「人として正しい行動」。今月から再開した報告会後の研修会
を問う試験。
い居場所」であり続けられるように努力しよ

