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。
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9 月 27 日～9 月 28 日、弊

山頂を駆け上がると、先ほどミシガンクルーズで湖から眺めるこ

社は昨年に引き続き、日ご

とのできた滋賀県の景色を、今度は山頂からも眺めることができ

ろの疲れを癒すため、感染

た。また、この日は運良く晴れており、空の青と琵琶湖の青、さ

予防に細心の注意を払った

らには琵琶湖の向こう岸までどこまでも広がる雄大な景色を思

上で、一泊二日の社員旅行

いきり堪能することができた。夕暮れになると一行は、今夜の宿

を行った。今回は協力会社

泊場所である「琵琶湖グランドホテル」に向かった。浴衣に着替

である、川本工業の川本隆

え、部屋で一息ついた後、宴会場で豪勢な食事と宴会が始まった。

史様にご参加頂き、また、

美味しい食事に舌鼓を打ち、中盤のレクリエーションに入る前

今回の社員旅行のプランを計画して頂いた武田観光株式会社の武田
今回の社員旅行のプランを

に、「新型コロナウイルス対策で座席間隔が広く空いているためか、

正大様にも添乗して頂いた。1 日目、一行は弊社からバスで出発
計画された武田観光株式会

みんなの盛り上がりがイマイチ足りない」と感じた盛り上げ隊長・

し、琵琶湖汽船株式会社による「ミシガンクルーズ」に乗船するた
社の武田正大様にも添乗し

布施樹乃が、元気な掛け声とともにバク転を敢行。結果は失敗し

めに大津港に向かった。船に乗って琵琶湖に出ることは滅多にない
て頂いた。1 日目、一行は

たものの、静かだった宴会を盛り上げた。レクリエーションは、

従業員たちは、乗船した時から気分は最高潮となり、普段見ること
弊

Hanasaka リフォームが提供
弊社デコペイントにちなんだイラストゲームと、
毎回恒例のビン

のできない琵琶湖の風景を楽しんだ。昼食は「あたか飯店・浜大津

しているサービスの、「デコペ
ゴゲームを行った。イラストゲームは、3
チームに分かれ、チー

店」での食事。弊社の実習生にとっては初めての中華料理であり、

イント」にちなんだイラストゲ
ムの１人がお題を聞いたうえでイラストを描き、他

(ミシガン船の前にて全員で記念撮影)

くるくる回るテーブルに物珍しげだった。美味しい食事を食べて満

ームと、毎回恒例のビンゴゲー

腹になった一行は、バスに揺られて「琵琶湖テラス」に向かう。全

ムを行った。イラストゲーム

面ガラス張り、視界 360°のロープウェイで標高約 1100m にもなる

は、3 チームに分かれ、チーム

山頂まで 駆け上が
の１人がお題を聞いたうえでイラストを描き、他の人が何を表して

語った。そんな楽しい時間はあっという間に過ぎ、部屋に帰ると、疲

の１人が お題を聞いたうえ
ジブリの世界のようだと話題の場所を写真で撮ったりして楽し
でイラストを描き、他の人が何
んだ。昼食は「水茎焼陶芸の里」での BBQ。外で食べる肉や野
を表しているのか当てる単純
菜は普段とは一味違うもので、大好物の鶏肉を満腹になるまで食
なルールである。お題は「トラ
べた従業員たちは、満足げな表情をしていた。帰りのバスでは楽
ンプ大統領」や「スキーをする
しい社員旅行がもうすぐ終わる寂しさと、充分に楽しんだ満足感
ガチャピン」であり、実際にイ
から、静かで穏やかな時間が流れた。最後に前田社長は「まずは
ラストを描いた仮設事業部・山
昨年に引き続き、社員旅行を開催できて良かった。昨年の宮崎・鹿児
中勝也は「お題がどういったもの
島とは違い、今回は県内での旅行になってしまったが、滋賀県にも訪
か分かるが、絵に表し伝えるの
れるべき良い場所がたくさんあるし、なにより、どこへ行くかより、全
は難しい」と話した。
員 で旅 行 に 行 き 、 思 い 出を 共有 す る こ との ほう が 大 事 。 」と 話

れていたのかすぐに眠りにつく者が何名かいた。2 日目、琵琶湖グラ

し、
し、社員旅行を締めくくった。
社員旅行を締めくくった。弊社は全従業員(家族や協力会

ンドホテルを後にした一行は「ラコリーナ近江八幡」に向かった。

社も含む)が家族のような信頼関係で結ばれる
弊社はこれからも全従業員
「大家族主義経営」

ラコリーナはちょっと贅沢なお土産品として
ラコリーナはちょっと贅沢なお土産品として有名なクラブハ

を目指し、
(家族や協力会社も含む)が家
これからも、このような会社全体の絆が深まる取り組

有名なクラブハリエのバウムクーヘンを堪能

みを重ね、
族のような信頼関係で結ばれ
全従業員が家族のような信頼関係で結ばれる「大家族

できるだけでなく、イタリア語で「丘」を表す

主義経営」を目指し、
る「大家族主義経営」を目指し、
。

いるのか当てる単純なルールである。お題は「トランプ大統領」や「ス
キーをするガチャピン」であり、実際にイラストを描いた仮設事業
部・山中勝也は「お題がどういったものかは分かるが、絵に表し伝えるの
は難しい」と話した。豪華な景品を賭けたビンゴゲームでは、白熱し
た戦いの中、仮設事業部・小椋真里が 1 等の景品である加熱式たば
こ・アイコスを当てた。景品を受け取った小椋は「すでに飲食店では
禁煙が進んでいるし、これからどんどん禁煙になる場所が増えるので、ア
イコスをきっかけにいつか禁煙できれば」と不敵な笑みを浮かべながら

(アイコスを当て、喜ぶ小椋真里)

ラコリーナという名前通り、自然豊かで緑あふ

このような会社全体の絆が深

れる場所だ。 広く続く草原に癒されたり、

社員旅行を締めくくった。新型コロナウイルスの影響で、人と
まる取り組みを重ねていく。 (水茎焼陶芸の里にて BBQ を楽しむ従業員たち)

(ラコリーナでの優雅なひと時)

以前、ジブリの世界のようだと話題になった場

顔を合わせる機会が大幅に減った昨今。このような時間を少し

所を写真で撮ったりして楽しんだものもいた。

でも大切にした

8 月度 MVP 発表！～日々成長めざましく、輝き放つ主任！～
月次決算報告会議の後、毎月恒

和田智仁が選出された。次回の MVP は 10 月

例の MVP 発表を行った。実習

17 日に発表される。月次報告会の後はお馴染

生からは弊社が毎朝取り組んで

みの「ワンカルビ草津店」にて懇親会が開催

いる「経営理念・五徳・武士道」 された。今月はハナサカリフォーム・吉川賢
の朗誦を毎日元気に取り組んで

一の誕生月と言うこともあり似顔絵入りの

いるうえに、他の実習生に対して的確な指示をしている点を評価され
いるうえに、他の実習生に対し

バ
ー スデ ー ケー キ で
バースデーケーキでお祝いした。吉川は「最

たムハマド・フィルマンシャーと、仕事と休憩の切り替えがしっかり
て的確な指示をしている点を評

祝った。吉川は「最高
高の仲間に祝われて嬉しかったです。ありがとう

出来ており、仮設足場の技術も日本人従業員と同じレベルまで達して
価されたムハマド・フィルマン

の仲間に祝われて嬉し
ございました。」と嬉しそうに語った

きているアジ・マス・アグンが選出された。日本人からは、リーダー
シャーと、仕事と休憩の切り替

かったです。ありがとう

としての成長が目覚ましく、主任としての立場を理解し、
行動できる
えがしっかり出来ており

ございました。」と嬉し

(左から前田社長、フィルマン、アジ、和田)

ようになり、日に日に輝いてきていると評価された仮設事業部主任・ そうに語った。
和田智仁が選出された。次回の MVP は 10 月 17 日に発表される。

感染症対策してますか？～オールインワンで守る皆の健康～
月次報告会の後

(ケーキを手に笑顔の吉川)

まさに、
「次世代の空気清浄機」なのである。このような感染症対策
に関わる商品は滋賀県限定の「新しい生活・産業様式確立支援事業」

弊社が代理店を務めている弱酸性次亜塩素酸水・ステリパワー。人体

という、中小企業や個人事業主に向けた助成金にも申請できるため、

に安全で、あらゆるウイルス、病原菌、花粉、有機質などに対して例

感染症対策を導入または追加したい方はこれを機に検討してみるの

外なくダメージを与える。このステリパワーをもっと効果的にお使い

はいかがだろうか。A タイプ(飲食店・小規模事業所向け)パッケージ

頂けるように、弊社ではこれ 1 つでまとめて感染症対策ができる「感

内容：①ステリパワー(50ppm 20ℓ を毎月 2 ケースお届けします)、

染症対策オールインワン」を発売した。こちらの商品は 2 種類あり、 ②超音波振動式加湿器×2(室内用・トイレ用)、③接触感染対策シート、
飲食店・小規模店舗向けに作られた A タイプと、オフィス向けの B

④スプレーボトル×10 本、⑤感染対策アピールチラシ

タイプがある。B タイプには新商品である「業務用次亜塩素酸空気清

B タイプ(オフィス向け)パッケージ内容：①ステ

浄機・ウイルスウォッシャーPRO」という、弊社が以前販売していた

リパワー(300ppm 20ℓ 1 ケースを 3 ヶ月毎に

ステリパワー専用噴霧器「J-BOY」の後継機を加えたパッケージ内容

お届けします。6 倍に希釈してお使いください)、

になっている。ウイルスウォッシャーPRO は約 30 畳の広さに対応

②業務用次亜塩素酸空気清浄機・ウイルスウォ

しており、ウイルス抑制や除菌だけでなく、脱臭や空気中の塵を集め

ッシャーPRO、③感染対策アピールチラシ

ることで、花粉やハウスダストまで抑える。さらに乾燥シーズンには、 お問い合わせ先 TEL :077-574-8276
加湿機能まで搭載しており、この 1 機で 5 つの効果を発揮する
こと

世界が認める仏教の聖地！～そこはまるで異世界～

MAIL:denwa@mshold.com

(稼働中のウイルスウォッシャー)

ふと周りを見渡すとそこには、石田三成、武田信玄、そして織田信
長など名だたる歴代の戦国大名の墓があったのだ。当時の様子を

先日、編集長・小西は真言密教総本山にして天空の宗教都市「高野山」 想像しながら歩みを進め、ようやく弘法大師(空海)が入定されてい
に向かった。世界遺産にも登録されている、高野山の入り口にそびえ

る「奥之院」に到着した。入定とは、生きながらにして断食をし、

立つ「大門」をくぐると、周りの空気がスッと浄化された気がした。

読経を唱え続けることであり、今でもなお、弘法大師の魂は生き続

「大門」を抜け、豊臣秀吉が亡き母の菩提のために建立した「金剛峰

けているのである。神聖な空気パワーを感
けているのである。神聖な空気と

寺」へ進む。そこでは日本最大級の石庭である「蟠龍庭(ばんりゅうて

じ、体の内側からリフレッシュできた高野山

い)」や、豊臣秀次が自刃したことで有名な「柳の間」を観覧すること

の旅になった。高野山…平安時代のはじめに

ができた。そして、高野山最強の聖地である「奥之院」へ進む。道中

弘法大師(空海)によって、開かれた日本仏教

を歩いていると、先ほどまでとは異なる、ピリッとした空気を感じる。

の聖地。様々な建物を備え、境内総坪数

と周りを見渡すとそこには、石田三成、武田信玄、そして織田信長な
ど名だたる歴代の戦国大名の墓があったのだ。当時の様子を想像しな
がら歩みを進め、ようやく弘法大師(空海)が入定されている「奥之院」
に到着した。入定とは、生きながらにして断食をし、読経を唱え続け

48,295 坪の広大さと優雅さを有している。

(高野山の大門)

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/

ることであり、今でもなお、弘法大師の魂は生き続けているのである。
バックナンバーはこちらから→http://mshold.com/reform/newspaper/
神聖な空気とパワーを感じ、体の内側からリフレッシュできた高野山
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。
の旅になった。

