社員の御家族様、取引先様にお届けします。
この新聞は就労継続支援 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。
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8 月 1 日より、リフォーム事業部に強力な新人が入社した。そんな

上げていきます！私はエムズ

彼に自己紹介を含む今後の意気込みを伺った。－初めまして！新入社

ホールドという会社に出会え

員の吉川賢一（よしかわけんいち）と申します。今回このエムズホールド

て幸せです。先輩方に 1 日で

通信のスペースを頂いて、私自身のことを少しご紹介させていただきま

も早く追いつけるようにひとつ

す。滋賀県生まれ滋賀県育ちの私は幼い頃から両親の愛情いっぱいで

ひとつ学んでいきます！入社

育てられました。2 歳の時にはあまりの可愛さに「ひよこクラブ」という雑

してからしばらく経過した
入社してからしばらく経過したが、すでに同事業部・有浦部長

誌にモデルとして登場したこともあります。学生時代は部活のバスケット

が、
すでに同事業部・有浦部
から
「事あるごとにメモを取って学ぼうとする姿勢が伺える。常に前

ボールと飲食店でのアルバイトに打ちこみました。この時期は人生初の

長から「事あるごとにメモを取
向きな思考も好印象である」という評価を得ている。また、先

モテ期？を経験したり、アルバイトを通しての経験が、良い社会勉強にな

って学ぼうとする姿勢が伺え
日、吉川夫妻が手土産とともに来社した。愛華さんから社長宛

り、今の自分を形成する大事な時期となりました。高校卒業後は滋賀県

る。常に前向きな思考も好印
に時候の挨拶も含めた非常に礼儀正しい手紙も頂き、
従業員一

の某企業で製造業として 7 年間勤め、この度、縁あってエムズホールド

象である」という評価を得て
同は「綺麗な上に、気遣いもできて素晴らしい！」と一様に感動し

でお世話になることになりました。現在の妻・愛華(あいか)とは共通の

いる。また、先日、吉川夫妻 1 つの花の種が植えられた。この
ていた。リフォーム事業部に

友人の紹介で知り合い、意気投合し、交際がスタートしました。交際して

が手土産とともに来社した。
花がどのように成長していくのか。また、有浦部長が何色に咲

から 1 年半後に入籍し、今月の
31 日に結婚式を挙げます。妻は優しく、
から 1 年半後に入籍し、今月の
31 日に結婚式

愛華さんから社長宛に時候
かせるのか。従業員一同、温かい目で見守っていこうと思う。

思いやりのある女性で、毎日幸せな生活を送っています。これからの目
を挙げます。妻は優しく、思いやりのある女性

の挨拶も含めた非常に礼儀
〇エムズホールドの今後の人事の動き…8
月にリフォーム事

標として、有浦部長の背中を追いながら良い実績が残せるように、また、
で、毎日幸せな生活を送っています。これからの

正しい手紙も頂き、従業員一
業部に新入社員・吉川が加入。さらに近日中に工程管理者も
1

年に一度は妻を旅行に連れて行けるようにリフォーム事業部を盛り上げ
目標として、有浦部長の背中を追いながら良い

同からは「綺麗な上に、気遣
名迎え入れる予定。
仮設事業部も 9 月にインドネシアから 2 名

ていきます！私はエムズホールドという会社に出会えて幸せです。先輩方
実績が残せるように、また、年に一度は妻を旅

いもできて素晴らしい！」と一 10 月に実習期間の満了に伴い、
技能実習生を迎え入れる予定。

に (期待の新入・吉川賢一)
1 日でも早く追いつけるようにひとつひとつ学んでいきます！入社し
行に連れて行けるようにリフォーム事業部を盛り

様に感動していた。リフォー
リザル、アンドリが帰国。また本通信でお伝えをする。

てからしばらく経過したが、すでに同事業部・有浦部長から「事あ
上げていきます！私はエムズホールドという会社

ム事業部に 1 つの花の種が

るごとにメモを取って学ぼうとする姿勢が伺える。常に前向きな思考も好
植えられた。
この花がどのよ
月間ＭＶＰ発表！～投票操作か！？～
経営に必要な
2 つの要素とは？
に出会えて幸せです。先輩方に 1 日でも早く追

(吉川夫妻から頂いた手土産と手紙)

～石黒先生から学ぶ！～

印象である」という評価を得ている。また、先日、吉川夫妻が手土産
いつけるようにひとつひとつ学んでいきます！入 うに成長していくのか。ま
8 月 10 日（土）弊社会議室にて月次決算報告会議の後、毎
月次決算報告会議と MVP 発表の後、弊社の顧
とともに来社した。愛華さんから社長宛に時候の挨拶も含めた非常
た、
有浦部長が何色に咲かせ
社してからしばらく経過したが、すでに同事
月恒例の MVP 発表を行った。実習生からは、どれだけ熱い
問税理士である、石黒健太氏より、会社経営に
に礼儀正しい手紙も頂き、従業員一同からは「綺麗な上に、気遣いも
るのか。社員一同、温かい目
業部・有浦部長から「事あるごとにメモを取っ
時もキビキビとしていて、他の従業員のことを第一に考え行
ついて講演して頂いた。テーマは「日本資本主
できて素晴らしい！」と一様に感動していた。リフォーム事業部に
1
で見守っていこうと思う。
て学ぼうとする姿勢が伺える。常に前向きな思
動していることを評価されたフィルマンが、
そして、日本人
義の父」と呼ばれた起業家・渋沢栄一が著作し
つの花の種が植えられた。この花がどのように成長していくのか。
エムズホールドの今後の人
考も好印象である」
という評価を得ている。
ま
からは、自分の仕事もある中、様々な面でサポートしている
た「論語と算盤」について。講演は「会社は何
（公演する石黒健太氏）
また、有浦部長が何色に咲かせるのか。社員一同、温かい目で見守
事の動き…8
月リフォーム
た、先日、吉川夫妻が手土産とともに来社し
点や性格が穏やかになってきているところが評価された
のために存在するのか」や「人間にとって幸せ
のために存在するのか」や「人間にとって幸せとは何なのか」から始まり、
っていこうと思う。 た。愛華さんから社長宛に時候の挨拶も含め 事業部に新入社員・吉川が加
「PDC 男？？」、リフォーム事業部・部長 有浦信一が選出
とは何なのか」から始まり、経営の原理原則は
経営の原理原則は人間学と会計学だということを学んだ。また、どちらか
エムズホールドの今後の人事の動き…8
月リフォーム事業部に新入
入。
さらに近日中に経験豊富
された。次回のＭＶＰは 9た非常に礼儀正しい手紙も頂き、従業員一同
月 14 日（土）に発表される。今
人間学と会計学だということを学んだ。また、
一方でも備わっていないと従業員やお客様を不幸にしてしまうことや、人
社員・吉川が加入。さらに近日中に経験豊富な職人も
1 名迎え入れ な職人も 1 名迎え入れる予
からは「綺麗な上に、気遣いもできて素晴らし
回は本人たちも驚くほどのサプライズ選出で、何名かの社員
どちらか一方でも備わっていないと従業員や
間力や会計力を高めるにはどのようなことに取り組んでいくべきか全員で
る予定。仮設事業部も 9
月にインドネシアから
2
名技能実習生を迎
定。仮設事業部も
9 月にイ
い！」と一様に感動していた。リフォーム事業
からは冗談交じりにアメリカ合衆国のトランプ大統領が中
お客様を不幸にしてしまうことや、人間学や会
話し合った。最後には「人生の約 8 万時間をも占める仕事に真剣に取り組
え入れる予定。10 月に実習期間の満了に伴い、リザル、アンドリが
ンドネシアから 2 名技能実
部に 1 つの花の種が植えられた。この花がど
国へ発言したことで話題になっている
「為替操作国」をまね
計学を高めるにはどのようなことに取り組ん
み、楽しい人生にしましょう！」という形で講演は締められたが、質疑応答
帰国。また本通信でお伝えをする。
習生を迎え入れる予定。10
のように成長していくのか。また、有浦部長
た「投票操作だ！」という声が挙がった。今回の選出がイカ
ねた「投票操作だ！」という
でいくべきか全員で話し合った。最後には人生
の時間では、多くの質問が寄せられたため、当初予定して
の時間でなっても従業員からの質問は止まらず、当初予定していた時間を
月に実習期間の満了に伴い、
が何色に咲かせるのか。社員一同、温かい目
サマにならぬよう、2 人には頑張って頂きたい。
声が挙がった。今回の選出が
の約 8 万時間をも占める仕事に真剣に取り組
いた時間を大幅にオーバーする大盛況となった。渋沢栄一
大幅にオーバーする大盛況となった。渋沢栄一が
2024 年から 1 万円の新
リザル、
アンドリが帰国。
ま
で見守っていこうと思う。
イカサマにならぬよう、2 人
み、楽しい人生にしましょう！という形で講演
が次の 1 万円札に選ばれた理由を再確認できた熱い講演
札に選ばれた理由を再確認できた熱い講演となった。石黒健太先生、あり
た本通信でお伝えをする。
エムズホールドの今後の人事の動き…8
月リ
には頑張って頂きたい。
は締められたが、質疑応答の時間になっても従
となった。石黒健太先生、ありがとうございました。 （熱心にメモをとる岡野涼輝）
がとうございました。
（左から、有浦、フィルマン、前田社長）
フォーム事業部に新入社員・吉川が加入。さ
業員からの質問は止まらず、当初予定していた

突撃！エムズ・フォーカス！！

～技能実習生編～

は「ハイッ！」と大きな声で返事をし、挨拶もまた、ひとつひとつ

前述した通り、9 月からインドネシア人の技能実習生が仮設事業部に の動作がピシッと決まっていた。さらに、朝から夕方まで長時間の
加入する。今回は知られざる技能実習生の世界を深掘りするべく、彼 講義にも関わらず、全く「やらされている」感が見えない。クラス
らの受け入れ、送り出し機関である、滋賀国際事業支援協同組合

メイトと時には笑顔を交えながら、心の底から勉強を楽しんでいる

(SKS)様を見学させて頂いた。教室に向かうと約 25 名の実習生が講 ように見えた。弊社を担当して頂いている、松田明絵氏は「(前述
義を受講していた。今回の講義は【日本語学習】で、1 名が日本語で の)このようなところが現代の日本人にはない実習生の素晴らしいとこ
日記を書き、それをみんなで共有しながら、講師の先生が添削すると ろ。実習生の多くが未成年で親元を離れ、日本に学びに来る。自国と異
いう内容であった。他にも、ゴミの分別や日本のルールなどの日常生 なる文化や言語、そして仕事を覚えるのは大変なことであり、不安や悩
活に関する講義や、仕事の安全衛生に関する講義、そして、講習の終 みも尽きないと思う。来日してから企業様へ送り出すまでは、できるだけ
盤では日本の法律を学ぶ講義も予定されている。彼らはこれらの講義 たくさんコミュニケーションを取り、実習生たちの不安や悩みを解消して
あげられれば。送り出し後も定期的に企業様へ訪問させて頂く際に、実
を約 1 ヶ月間、平日の 9:00～18:00 というスケジュールでこなして あげられれば。送り出し後も、企業様へ
いくそうだ。日本の一般的な高校でもだいたい 8:30～15:30 の時間 訪問させて頂く際に、実習生の頑張って
習生の頑張っている姿を見ると、勇気づけられ、励みになっている(前述
割であることを考えると、1 ヶ月とは言え頭が下がる。最も驚くべき いる姿を見ると、勇気づけられ、励みにな
の)このようなところが今の日本人にはなかなかできない実習生の
ところは勉強に対する姿勢である。講師の先生が指示を出された際に っている」と嬉しそうに語っていた。
素晴らしいところ。実習生の多くが未成年のうちから来日する。自
(技能実習生たちの講義の様子)
は、「ハイッ！」と全員が大きな声で返事をし、挨拶もまた、ひとつ

国と全く異なる文化や言語、
そして仕事を覚えるのは本当に大変な
平和について考えて欲しい。先人の方々の犠牲があって今、私た

ひとつの動作がピシッと決まっていた。さらに、朝から夕方までみっ ことであり、不安や悩みも尽きないと思う。来日してから企業様へ
ちが存在していることを忘れてはならない。ひとりひとりが少し
ちり講義が入っているにも関わらず、全く「やらされている」感が見
本通信編集者・小西克明の足は東京の靖国神社に向かっていた。現地 送り出すまでは、できるだけたくさんコミュニケーションを取り、
ずつ考えていけば、世界も少しずつ良くなってくる。こうしてい
えない。クラスメイトと時には笑顔を交えながら、和気あいあいと心
送り出し後も定
に到着した途端、身体の奥底にある魂から身体全体が震えた気がし 実習生たちの不安や悩みを解消してあげられれば。
る間にも、刻一刻と日本を含むいくつかの国々は他国との関係性
の底から授業を楽しんでいるように思えた。
弊社の技能実習生の担当 期的に企業様へ訪問させて頂く際に、
実習生の頑張っている姿を見
た。細胞レベルでこの神社に祀られている方々を感じ取ることができ
を悪化させている。明日にはどこかで戦争が勃発するかもしれな
である、松田明絵氏は「(前述の)このようなところが日本人にはない
たのである。参拝後、周辺施設も見学し、改めて戦争の悲惨さ、国の ると、勇気づけられ、励みになっている」と語っていた。
い。こんな時代だからこそ、考えよう。終戦から 74 年経つ今だ
実習生の素晴らしいところ。
実習生の多くが未成年のうちから来日す からこそ、学ぼう。戦争経験者でなくても構わない。この悲惨な
ために精一杯戦った先人の方々のすごさをあらためて再確認できた。
る。自国と全く異なる文化や言語、そして仕事を覚えるのは本当に大
少し話は前後するが、皆様は日本の戦争の歴史についてどの程度ご存

経験を後世に伝えていくのは我々の役目なのだ。8 月 15 日、日

変なことであり、不安や悩みも尽きないと思う。来日してから企業様
知だろうか？一番身近なものとしては 1941 年から始まった大東亜

本は 74 回目の終戦記念日を迎えた。ずっと戦後と呼ばれる時代

へ送り出すまでは、できるだけたくさんコミュニケーションを取り、
戦争(太平洋戦争)が真っ先に挙げられると思う。その戦争の中で が続きますように…。戦争でお亡くなりになられた方々に従業員
実習生たちの不安や悩みを解消してあげられれば。
送り出し後も定期
1945 年、8 月 6 日は広島に、8 月 9 日は長崎に原子爆弾が投下され

一同、黙祷を捧げます。

的に企業様へ訪問させて頂く際に、実習生の頑張っている姿を見る
た。原爆投下後 5 年以内に子供や女性、年配の方々も含め、広島では

〇靖国神社…江戸時代の幕末から戦争に
〇靖国神社…江戸時代の幕末から様々な戦争によって亡くなった

と、勇気づけられ、励みになっている」と語っていた。
約 20 万人、長崎では約 14 万人が亡くなったそうだ。被爆者の平均

よって亡くなった方々を祀るために大村
方々を祀るために大村益次郎によって竣工された。そして現在は

年齢は既に 82 歳を超えており、年々この悲惨な経験を後世に伝えて

益次郎によって竣工された。そして現在は
約 246 万人の方々が祀られている。

いく方々が減少している。毎日とは言わない。せめて 8 月だけでも

約 246 万人の方々が祀られている。

平和について考えて欲しい。の犠牲があって今、私たちが存在してい
「魚を与えるのではなく、
ることを忘れてはならない。ひとりひとりが少しずつ考えていけば、
親父の留魂録
魚のとり方を教えよ」
（老子）
世界も少しずつ良くなってくる。こうしている間にも、刻一刻と日本
〝飢えている者に魚を与えれば、その時は飢えをしのげるが、魚の
を含むいくつかの国々は他国との関係性を悪化させている。明日には
とり方を教えれば、その者は一生食べていく事ができる。〟本当に
どこかで戦争が勃発するかもしれない。こんな時代だからこそ考えよ
相手の事を思えば後者であり、指導者はこうありたい者だ。我が子
う。終戦から 74 年経つ今だからこそ学ぼう。戦争経験者でなくても
の宿題に、答えのみを教える親はいないと思うが、これは、社会・
構わない。この悲惨な経験を後世に伝えていくのは我々の役目なの
会社でも同じ事。優秀な指導者は〝魚のとり方〟を教える。許容さ
だ。8 月 15 日に日本は 74 回目の終戦記念日を迎えた。ずっと戦後
れる失敗を経験させた上で、論理的に方法を学ばせる。学ぶ側も、
と呼ばれる時代が続きますように…。戦争でお亡くなりになられた
指導を待っているだけではダメで、どうしたら解決できるだろう？
方々に従業員一同、黙祷を捧げます。
と自ら考えて行動する癖を付けなければ成長はない。この部分が広
〇靖国神社…江戸時代の幕末から様々な戦争によって亡くなった
い意味での〝魚の取り方〟になる。
方々を祀るために大村益次郎によって竣工された。そして現在は約
全ては部下と上司の関係に当てはめる事ができる。上司は部下を我
246 万人の方々が祀られている。
が子と思う事。また部下は上司の心を常に配慮せねばならない。両

(靖国神社・本殿)

指導を待っているだけではダメで、どうしたら解決できるだろ
う？と自ら考えて行動する癖を付けなければ成長はない。この部
分が広い意味での〝魚の取り方〟になる。全ては部下と上司の関
係に当てはめる事ができる。上司は部下を我が子と思う事。また
部下は上司の心を常に配慮せねばならない。両者には、惻隠と忖
度が必要なのだ。
【惻隠（そくいん）の情】→ 弱者を哀れむ心。
【忖度（そんたく）
】 → 他人の心をおしはかって、配慮すること。
ご意見・ご感想等ありましたらご連絡ください。

TEL: 077-574-8276
FAX: 077-574-8228
MAIL: info@mshold.com

エムズイチ
の男前！

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。
者には、惻隠と忖度が必要なのだ。
【惻隠（そくいん）の情】→

弱者を哀れむ心。

