
社員の御家族様、取引先様にお届けします。 

【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。 

2020 年は節目の年である。東京オリ

ンピック(2021年に延期予定)もある

が、本年の 8 月で大東亜戦争(太平洋

戦争)終戦から 75 年目を迎えた。戦

争によって亡くなられた方々はたく

さんおられる。特攻隊員として、無謀

と言われる作戦で敵に攻撃を仕掛け、

亡くなられた方々。明日の平和を願っ

て生活をしていた矢先にアメリカに

よる原子爆弾投下で亡くなられた

方々。当時の残酷さを考えただけでギ

ュッと胸が締め付けられる。戦争によ

って亡くなられた方々は、将来のどの

ような日本を思い描いておられたの

だろうか？また、私たちは先人の方々

に恥じない生き方をしているのだろ

うか？今回は現在の日本の状況や他

国との関わりについて考え、今の日本

がどれだけ危険な状況であるのか、3

点から深掘りしていきたい。 

●中国のハニートラップ 

ハニートラップは古来から、中国の情

報工作の一つであり、女性工作員が男

性を巧みに誘惑して機密情報を得る、

または弱みを握って揺さぶる策謀だ。

ターゲットは政治家など多岐に渡る。

親中派と呼ばれる政治家たちはすで

にハニートラップの罠にかかってい

る可能性がある。中国の操り人形たち

が日本の上層部に潜んでいるという

ことだ。これは結果的に日本を内部か

ら崩壊させる可能性がある。 

●領土問題 

領土の問題は昨日今日で解決できる

問題ではないが、今現在、日本は主に

中国(尖閣諸島)・韓国(竹島)・ロシア

(北方領土)と領土をめぐって対立し

ている。特に中国と対立している尖閣

に潜んでいるということだ。これは結果的に日本を内部から崩壊

させる可能性がある。●領土問題…今現在、日本は主に中国(尖

閣諸島)・韓国(竹島)・ロシア(北方領土)と領土をめぐって対立し

ている。特に尖閣諸島は、日本が実効支配しているにもかかわら

ず、周辺に何日も中国船が確認されるなど緊迫した状況が続いて

いる。日本が憲法上、他国の横柄な態度を黙って見ている事しか

できないことを知っているからだ。近い将来、さらに広範囲に日

本の領土を奪うため侵略してくるかもしれない。●アメリカの存

在…アメリカとの関係も今後の展開は不透明であり、1951 年か

ら続く日米安全保障条約も終わりが近づいているのかもしれな

い。この条約は簡潔にまとめると、日本がアメリカに軍事基地を

提供する代わりに、アメリカに日本を守ってもらうという条約で

ある。この双方にメリットがある条約について、現在の大統領で

あるドナルド・トランプ氏は「不公平だ」と公言しており、現在

日本が 1900 億円もの大金を負担している在日米軍駐留経費(通

称「思いやり予算」)のさらなる増額を要求している。交渉次第

では条約破棄も辞さない構えだ。もし、破棄された場合、強力な

後ろ盾を失った日本は、各国の格好の餌食になるかもしれない。 

また、中国の通信企業・ファーウェイに対する制裁措置や新型コ

ロナウイルスの対応等をめぐっての米中関係も非常に複雑化し

てきている。「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわざから

もあるように、日本の対応次第では、双方からそっぽを向かれる

可能性がある。 

弊社が昨年 10 月に社員旅行で訪れた鹿児島県にある「知覧特攻

平和会館」では、特攻隊員として飛行機もろとも敵艦に体当たり

し、若くして亡くなられた方々の遺品がたくさんあった。その中

の親に向けて書かれた遺書を今でも我々は鮮明に覚えている。そ

こにはとても綺麗な字で「日本のために」と自国を想う気持ちが

書かれていた。上記のように戦後以来の危機的状況にある今の日

本の中に、自国に誇りを持ち、強い想いを持って自国のために行

動できる人はどれだけいるだろうか？皆様には現在の日本の危

険な状況をよく理解したうえで、昔の「サムライ」と呼ばれてい

た日本の心を取り戻してほしい。 

 

さんおられる。特攻隊員として無謀と言われる作戦で敵に攻撃を仕掛

け、亡くなられた方々。明日の平和を願って生活をしていた矢先にア

メリカによる原子爆弾投下で亡くなられた方々。当時の残酷さを考え

ただけでギュッと胸が締め付けられる。彼らは日本の将来をどのよう

に思い描いておられたのだろうか？また、私たちはそんな先人の方々

に恥じない生き方をしているのだろうか？今回は現在の日本の状況

や他国との関わりについて考え、今の日本がどれだけ危険な状況であ

るのか、以下の 3 点から深掘りしていきたい。 

●中国共産党(以下中共)によるハニートラップ…古来から中共の情

報工作の一つであり、女性工作員が男性を巧みに誘惑して機密情報を

得る、または弱みを握って揺さぶる策謀だ。ターゲットは政治家など

多岐に渡る。親中派と呼ばれる政治家たちはすでにハニートラップの

罠にかかっている可能性がある。中共の操り人形たちが日本の上層部

に潜んでいるということだ。これは結果的に日本を内部から崩壊させ

る可能性がある。 

●領土問題 

領土の問題は昨日今日で解決できる問題ではないが、今現在、日本は

主に中国(尖閣諸島)・韓国(竹島)・ロシア(北方領土)と領土をめぐっ

て対立している。特に中国と対立している尖閣諸島は、日本が実効支

配しているにもかかわらず、何日も尖閣諸島付近に中国船が確認され

るなど緊迫した状況が続いている。日本が憲法上、他国の横柄な態度

を指をくわえて黙って見ているしかできないことを知っているから

だ。近い将来、この対立しているいずれかの領土から、さらに広範囲

の日本の領土を奪おうとする侵略してくる国があるかもしれない。 

●アメリカの存在 

アメリカとの関係も今後の展開は不透明であり、1951 年から続く日

米安全保障条約も終わりが近づいているのかもしれない。この条約は

簡潔にまとめると、日本がアメリカに軍事基地を提供する代わりに、

アメリカに日本守ってもらうという条約である。この双方にメリット

がある条約について、現在の大統領であるドナルド・トランプ氏は「不

公平だ」と公言しており、現在日本が 1900 億円もの大金を負担して

いる在日米軍駐留経費(通称「思いやり予算」)のさらなる増額を要求

している。交渉次第では「日米安保条約破棄」も辞さない構えだ。こ

フィルマンと、いつでも全力で前向きな姿勢を評価されたカルノが。

日本人からは、入社してから毎朝トイレ掃除を欠かさずに行う、真面

目な点が評価された吉川賢一が選出された。【7月度月間MVP】実習

生からは「教育勅語」を暗記し、堂々と発表して見せたフィルマンと、

行動や言動から仕事に対するやる気が伝わってくるアアーが選出さ

れた。そしてなんと、全体の MVP は、何事にも全力で取り組み、MVP

投票をいつも 1 番に投票するなど「即行動」を実践している点から、

日本人従業員を抑えて、実習生のアジが選出された。アジをはじめ、

弊社の技能実習生は、日本人従業員と比べても遜色ないくらいの精

鋭揃いである。次回の MVP は 9 月 19 日（土）に発表される。 

 

 

(上、前田社長、フィルマン、カルノ、吉川) 

(下 前田社長、フィルマン、アジ、アアー) 

 

また、中国の通信企業・ファーウェイに対する制裁や新型コロナウ

イルスの対応やをめぐる米中関係も非常に複雑化してきている。

「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわざにもあるように、

どちらにも良い顔をしている状態では、双方からそっぽを向かれる

可能性がある。 

弊社が昨年、社員旅行で訪れた鹿児島県の「知覧特攻平和会館」に

は、特攻隊員として飛行機もろとも敵艦に体当たりし、若くして亡

くなられた方々の遺品がたくさんあった。その中のご両親に向けて

書かれた遺書を今でも我々は鮮明に覚えている。そこにはとても綺

麗な字で「日本のために」と自国を想う気持ちが書かれていた。  

上記のように戦後以来の危機的状況にある今の日本の中に、自国に

誇りを持ち、強い想いを持って、行動できる人はどれだけいるだろ

うか？皆様には現在の日本の危険な状況をよく理解したうえで、昔

の「サムライ」と呼ばれていた日本の心を取り戻してほしい。 

 

上記のように戦後以来の危機的状況に

ある今の日本の中に、自国に誇りを持

ち、強い想いを持って、行動できる人は

どれだけいるだろうか？皆様には現在

の日本の危険な状況をよく理解したう

えで、昔の「サムライ」と呼ばれていた日

本の心を取り戻してほしい。 

 

(鹿児島に行く際はぜひ、訪れてみてください) 
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エムズホールド通信 Vol.18 

月次決算報告会議の後、毎月恒例の MVP 発

表を行った。今回は編集の都合上 6 月、7 月

の MVP をまとめて発表する。【6月度月間

MVP】実習生からは、言葉使いに成長を感

じられ、日本語ならではの表現である  

「いたします」まで言えるようになってきた

ムハマド・フィルマンシャーと、いつでも全

力で前向きな姿勢を評価されたカルノ・デ

ィノトが。日本人からは、入社してから毎朝

トイレ掃除を欠かさずに行う、真面目な点

が評価された吉川賢一が選出された。【7 月

度の月間 MVP】実習生からは「教育勅語」

を暗記し、堂々と発表して見せたムハマド・

フィルマンシャーと、行動や言動から仕事

に対するやる気が伝わってくるアアーが選

出された。そしてなんと、日本人を含めての

MVP は、何事にも真剣かつ全力で挑み、

MVP 投票をいつも 1 番に投票するなど「即

行動」が実行できる点から、日本人従業員を

MVP発表！～今回は自慢の実習生たちが主役～ 

編集者：H.Iida 

mailto:denwa@mshold.com


 

 

ャラクターでもある「ゴミレンジャー」を描いた。彼女は弊社の手掛け

る「産学連携」をキーワードに、イラストを専門にしている学生やフリ

ーターが様々な場所に素敵なデコペイントを施工する「デコスタッフ」

の一員でもある。今回はそんな彼女にゴミレンジャーのイラストへの

こだわりを聞いた。「この会社にゴミレンジャーと呼ばれる、週に 1回の清

掃活動によって、地域と関わりを持つ戦隊ヒーローがいる事を知り、そのま

までもすごく格好良いのですが、イラストにしてみるともっと親しみやすくな

るのではないかと考え、今回描かせていただきました。個人的にこだわった

所はヒーローのポーズとロゴのカラーです。親しみやすい印象になるように 

気を付けるま 

心掛けながら、エムズホールドの持ち味である、

エネルギッシュな印象も与えられるようにしまし

た。今後はデコペイントや今回のようなイラスト

はもちろんですが、様々な会社のマスコットキャ

ラクターやそれに付随するノベルティグッズ等も

作りたいと考えています。」―弊社はこれから

も人とのつながりを大切にしながら、お客様

にとって最適な新サービスを創造していく。 

産学連携とは…企業と大学や専門学校が連

携して新しいサービスを提供する取り組み。

企業側(産)は専門性を高める機会や社会人と

して求められる能力を培う場を学生に与え、

学生側(学)は専門知識を活かした新しいアイ

デアを提供する。 

 

本通信の背景に描かれたイラス

トと四コマ漫画には皆様もう 

お気付きだろうか？こちらのイ

ラストは本通信編集者である飯

田ひかりが、弊社のマスコットキ

ャラクターでもある「ゴミレンジ

ャー」を描いた。彼女は弊社の手

掛ける「産学連携」をキーワード

に、イラスト 

ステリパワーでみんなの 

リスクをコントロール 
http://mshold.com/steripower/ 

 

(ゴミレンジャーのイラスト) 

8 月 22 日(土)、月次決算報告会議後に、弊社の顧問税理士である、

石黒健太氏より昨年度の「論語と算盤」に引き続き、講演して頂いた。

今回のテーマは「コロナ禍をどう乗り越える？～大不況を乗り越えるため

の具体的手法～」について。講演はコロナウイルスの現状から始まり、

この世界規模のピンチは裏を返すとチャンスであること、企業におけ

る戦略と戦術の違い、そして、中小企業が大手企業に勝つには弱者の

戦略(ランチェスターの法則)を実践していくべきだということをわ

かりやすく講演して頂いた。そして最後に、我々がこの不況の中で 

生き 残っていくには、どうすれば良いかを全員で話し合った。石黒

先生、お忙しい中、研修の時間を作って頂き、ありがとうございまし

た。 

石黒健太氏は「起業ジム」という名前で YouTube も運営されている。

こちらには起業や融資を受ける際に注意しておかなければいけない

こと、また、企業が知っておきたい補助金や助成金に関することが動

画でわかりやすく説明してある。裏面の滋賀県限定・感染拡大防止対

策の助成金の動画も掲載されているのでぜひ、チャンネル登録して、

8 月 18 日(火)、滋賀県

庁から新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策

として、県内の事業所様

や個人事業主様などの

新しい生活、産業様式の

確立を支援するために

助成金が支給されるこ

とが発表された。助成金

の対象となる費用は、マ

スクや消毒液、空気洗浄

機の購入など令和 2年 4

月 1 日以降に発生する

感染防止対策の取組に

要する費用だ。助成額は

下限 5 万円～上限 10 万

円(税抜の価格)まで。申

請期間は令和 2 年 11 月

20 日(金)、申請はオンラ

イン、もしくは郵送で簡

単に行える。弊社では、

主に飲食店様や事業者

様向けにこの商品 1 つ

で充分に感染症対策が

できる、「感染症対策オ

ールインワン」というパ

ッケージを販売してい

る。もちろん、こちらの

左の QR コードからご確認ください。弊社では、主に飲食店様や事

業者様向けにこの商品 1 つで充分に感染症対策ができる、ステリパ

ワーや超音波振動式加湿器、スプレーボトル、接触感染対策シート

等が全てセットになった「感染症対策オールインワン」というパッケ

ージを販売している。もちろん、こちらの助成金に申請可能である。

(※助成金支給のお約束はできません)お問い合わせは電話：077-

574-8276、もしくはメール：denwa@mshold.com までお気軽に  

ご連絡ください)     人類は間違いなく新型コロナウイルス

から立ち直りつつあるが、寒くなるこの季節に必ず第 3 波は訪れ

る。この機会に改めて感染症対策を見直してみるのはいかがだろう

か。 

※申請時に購入したことがわかる領収書やレシートが必要 

※十分な予算を講じてるが、予告なく締め切られる事も想定される 

 

や個人事業主様などの新しい生活、産業様式の確立を支援するための

助成金が支給されることが発表された。助成金の対象となる費用は、

マスクや消毒液、空気洗浄機の購入など令和 2 年 4 月 1 日以降に発

生する感染拡大防止対策の取組に要する費用。助成額は下限 5 万円～

上限 10 万円(税抜の価格)まで。申請期間は令和 2 年 11 月 20 日(金)

までで、申請はオンライン、もしくは郵送で簡単に行える。詳細は  

上記の QR(※申請時に購入したことがわかる領収書やレシートが必

要 

弊社では、主に飲食店様や事業者様向けにこの商品 1 つで充分に感染

症対策ができる、「感染症対策オールインワン」というパッケージを販

売している。もちろん、こちらの助成金に申請可能である。(お問い合

わせはdenwa@mshold.comまでお気軽にご連絡ください)人類助成

金が支給されることが発表された。助成金の対象となる費用は、マス

クや消毒液、空気洗浄機の購入など令和 2 年 4 月 1 日以降に発生す

る感染防止対策の取組に要する費用だ。助成額は下限 5万円～上限 10

万円(税抜の価格)まで。申請期間は令和 2 年 11 月 20 日(金)、申請は

オンライン、もしくは郵送で簡単に行える。弊社では、主に飲食店様

や事業者様向けにこの商品 1 つで充分に感染症対策ができる、「感染

症対策オールインワン」というパッケージを販売している。もちろん、

こ ち ら の 助 成 金 に 申 請 可 能 で あ る 。 ( お 問 い 合 わ せ は

denwa@mshold.com までお気軽にご連絡ください)人類は間違いな

く新型コロナウイルスから立ち直りつつあるが、寒くなるこの季節に

必ず第 3 波は訪れる。この機会に改めて感染症対策を見直してみるの

はいかがだろうか。 

(新しい生活・産業様式確立支援事業、詳細はこちらの QR コードから) 

 

(感染症対策オールインワン) 

生き残っていくには、どうすれば良いかを話し合った。石黒先生、  

お忙しい中、研修の時間を作って頂き、ありがとうございました。

また、石黒健太氏は「起業ジム」という名前で YouTube も運営

されている。起業や融資を受ける際の注意点、また補助金や助成

金に関することが動画でわかりやすく説明してある。上記の滋賀

県限定・感染拡大防止対策の助成金の動画も掲載されているので

ぜひ、チャンネル登録して、チェックして頂きたい。 

 

画でわかりやすく説明してある。上記の滋賀県限定・感染拡大防

止対策の助成金の動画も掲載されているのでぜひ、チャンネル登

録して、チェックして頂きたい。 

 

県独自の、感染拡大防止対

策の助成金の動画も掲載さ

れているのでぜひ、チャン

ネル登録して、チェックし

て頂きたい。 

 

 

ご連絡ください。人類は一歩ずつ新型コ

ロナウイルスから立ち直りつつあるが、

寒くなる冬の季節に必ず第 3 波は訪れ

る。この機会に改めて感染症対策を見直

してみるのはいかがだろうか。 

(講演している石黒健太氏と起業ジムのへの QR コード) 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エムズホールド通信に吹く若き新たな風！～産学連携でお互いにメリットを～ 

コロナ対策費用が返って来る！？～滋賀県独自の取り組み～ 

 

石黒先生の特別講演！～今こそ必須！ランチェスターの法則～ 

バックナンバーはこちらから→http://mshold.com/reform/newspaper/ 

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。 
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