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仮設事業部が更なる高みへ！～これが企業の在り方だ！～
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仮設事業部の進化が止まらない。毎月、精力的に行われている同事

んのエムズブランドを創っていこ

業部ミーティングだが、9 月 10 日（火）に行われた今回のミーテ

うと思います。まずは「挨拶と言

ィングでは、同事業部長・岡野涼輝の呼びかけにより、弊社のリフ

えばエムズホールド」という評価

ォーム事業部、そして、経営管理部をオブザーバーに交えた会社ぐ

が頂けるように頑張ります」と興

るみでミーティングを行った。ミーティングの内容は、この日から

奮気味に語った。

出勤し始めた新しい技能実習生の紹介(詳細は裏面)と新実習生の指

リフォーム事業部・有浦信一部長
リフォーム事業部・有浦信一部長も驚きながら以下のように述

導係の発表、各ハウスメーカー様からのご意見・ご要望の確認・ま

も驚きながら以下のように語っ
べた。「今回の仮設事業部の公開ミーティングの完成度の高さに

とめ、そして、他社様との違いを出すために、弊社にしかできない

た。「先を越されてしまいました
は驚きました。仮設事業部ひとりひとりのレベルが上がっていない

ことを追求していく「エムズブランド」の 1 つである「最敬礼の挨

ね。今回の仮設事業部の公開ミ
とこういったことはできない。今まで彼らが取り組んできたことにか

拶の仕方」を映像で確認しながら・全員で実践した。同部長は「今

ーティングの完成度の高さには
なりの自信が伺えました。しかしながら、エムズブランドの点では、

回、リフォーム事業部と経営管理部にミーティングに参加して頂いた理由

驚きました。仮設事業部ひとりひ
リフォーム事業部も負けていません。私たちはリフォームの施工前・

は、自分たちの取り組んでいることを全て見てもらおうと思ったからで

とりのレベルが上がっていないと
施工中・施工後のそれぞれにエムズブランドを設け、他社様との差

す。また、ミーティングの内容を共有することで、会社全体に私たち仮設

こういったことはできない。今ま
別化を図っています。新たに設けたのが、施工後のお客様がお宅

事業部の考えが広まり、行動が変わっていけば嬉しいです。特にエムズ
事業部の考えが広まり、行動が変わってい

で彼らが取り組んできたことにか
でお困りの箇所を
1 つお手伝いさせて頂く、お手伝いサービスで

ブランドに関しては、仮設事業部だけが行っていくものではなく、
けば嬉しいです。特にエムズブランドに関

なりの自信が伺えました。しかし
す。また、施工後の定期的なアフターフォローやこのエムズホールド

会社全体で意見を出し合い、実施していかないと意味がないので、
しては、仮設事業部だけが創っていくもの

ながら、エムズブランドの点で
通信のお届け等も行っています。これらのエムズブランドを仮設事

今後は他の事業部の意見を参考にしながらたくさんのエムズブラン
ではなく、会社全体で意見を出し合い、実

は、リフォーム事業部も負けてい
業部とも共有しながらお互いに成長していきたいです。」

ドを作っていこうと思います。まずは挨拶と言えばエムズホールド
施していかないと意味がないので、今後は

ません。私たちはリフォームの施
我々は今、2
つの事業部が切磋琢磨しながら急速に進化してい

という評価が頂けるように頑張ります」と興奮気味に語った。
(TV
を使用しながら説明する岡野部長) 他の事業部の意見を参考にしながらたくさ

工前・施工中・施工後のそれぞ
る瞬間を目撃しているのかもしれない。

(ミーティング中の従業員たち、後方に社長)
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れにエムズブランドを設け、他社
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思いやり、足りてますか？
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、
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エイショウ様より瀬古彰様に
エイショウ様より、瀬古彰様にご参加頂いた。森山様、瀬古
足止めを食らっているにも関わらず、
「みなさ
「疲れてるのに、素敵な歌声をありがとう」等の称賛する声が相次いだ。
間を目撃しているのかもしれない。
ない。
ご参加頂いた。
森山様、瀬古様、
様、ご参加頂きありがとうございました。
んが少しでも元気になってくれれば」と 21 時
この他にも千葉の一刻も早い復旧を願い、様々な形で支援する方々がおら
ご参加頂き、ありがとうござい
と 23 時の 2 部講演し、空港内に響き渡った
れる。この被害にあった地域を哀れむ心こそが惻隠の情
(弱者を哀れむ心)
ました。
歌声は、不安感や焦燥感を募らせている空港
なのだ！完全復旧までもう少し…。がんばろう！千葉！
（左から、吉川、アンドリ、前田社長）
全体を和やかな雰囲気に変えてくれた。実際

そして、実習が終わり、帰国する頃には、エムズで実習できて良かったと

仮設に規格外の新人入社！～万全の教育体制で後押し～

(左からアアーとカルノ)

笑顔で母国に帰ってもらえるように、従業員全員でサポートしていきま

先述した通り、9 月 10 日(火)より、インドネ

す。改めて、エムズホールドへようこそ！」

シアから新たに 2 名の技能実習生が仮設事業

また、経営管理部はこの日から、新人研修として、両者に対して「安

部に入社した。その名もアアーとカルノ・ディ

全衛生教育」と「足場特別教育」を 2 日間かけて実施した。長丁場

ノトだ。両者は仮設事業部ミーティング中に日

の研修にも関わらず、一生懸命理解しようとメモを取る姿が見られ

本語で立派に自己紹介を行い、従業員たちから

た。さらに、美化係・吉川賢一とともに、社内の草むしりや共有ス

笑顔で迎え入れられた。これで仮設事業部のメ

ペース(通称：アジト)の清掃をするなど、意欲的に働き、会社に大

（熱心にメモをとる岡野涼輝）

ンバーは 10 名となった。
両者にはそれぞれ指導者が割り振られ、
ア きく貢献している。10 月で、日本人従
ンバーは
10 名となった。両者にはそれぞれ指
月で、日本人従業員とほぼ遜色なく、十二
アー→布施樹乃、カルノ→和田智仁が担当する。
両指導者は「カルノ、
導者が割り振られ、アアー→布施樹乃、カルノ

業員とほぼ遜色なく、十二分に働いてく
分に働いてくれていた、アンドリとリザルが惜しまれながらも帰国

アアーは、まだ何も知らない、真っ白な状態。これを色鮮やかな色に塗っ
→和田智仁が担当する。両指導者は「カルノも

れていた、
アンドリとリザルが惜しまれ
する。
彼らが帰国後には「アカルノ」コンビが仮設事業部を盛り上げる！

ていくのか、真っ黒にしてしまうのかは、私たちの教育次第です。日々、自
アアーも、まだ何も知らない、真っ白な状態。これ

ながらも帰国する。彼らが帰国後には、

分たちの行動や言動に責任を持ちながら生活をしていきたいです。また、
を色鮮やかな色に塗っていくのか、真っ黒にして

とにかく明るい「アカルノ」コンビがエ

先輩の技能実習生 4 しまうのかは、私たちの教育次第です。日々、自分
名には、これから生活を共にするわけですから、

ムズホールドの太陽になってくれるこ

色々なことを教えてあげると同時に、心のケアもしてあげて欲しいです。
たちの行動・言動に責任を持ちながら生活をして

とを期待している。

そして、実習が終わり、帰国する頃には、エムズで働けて良かったと笑顔
いきたいです。また、先輩の技能実習生 4 名に
あすくるとラジオ共演！
～心豊かに人生を楽しく生きる～
で母国に帰ってもらえるように、従業員全員でサポートしていきます。改
は、これから寝食を共にするわけですから、色々な

に出会って、師匠と呼べるような尊敬できる人を探してください！」という

めて、エムズホールドへようこそ！
ことを教えてあげると同時に心のケアもしてあげ
本通信の 4 月号でもお伝えしてい

ら聴くことも可能である。興味のある方は、ふとした時間や仕事中に

また、経営管理部はこの日から、新人研修と題して、両者に対して「安全
て欲しいです。そして、実習が終わり、帰国する頃
た通り、8 月 16 日(金)に、前田社

でもぜひ、聴いて頂きたい。株式会社えふえむ草津様、ラジオパーソ

衛生教育」と「足場特別教育」を
2 日間かけて実施した。長丁場の
には、エムズで働けて良かったと笑顔で母国に帰
長と仮設事業部長・岡野涼輝がえふ

ナリティーの LALA 様、そして、あすくる草津・中谷所長様ありがと

(社長による足場特別教育の様子)

子どもたちへのエールで締めくくった。なお、同ラジオ番組は HP か

研修にも関わらず、
一生懸命理解しようとメモを取る姿が見られた。
ってもらえるように、従業員全員でサポートしてい
えむ草津の【あすくる草津 ～中谷 うございました。(併せて、あすくる草津様が発行されております「少
(左から LALA 様、中谷所長、岡野部長、前田社長)
さらに、美化係・吉川賢一とともに、社内の草むしりや休憩スペー
きます。改めて、エムズホールドへようこそ！
所長の「ちょっと e-talk」～】に出
所長の「ちょっと
e-talk」～】に出演し、中谷所長とともに、社長は

年センターだより」に弊社をご紹介頂き、ありがとうございます)

ス(通称：アジト)の清掃をするなど、既に会社に大きく貢献してい
また、経営管理部はこの日から、新人研修と題し
演し、同所長とともに、社長は時折
時折笑いを交えながら軽快に、
同部長は少し緊張しながらも熱く語っ

日本の学校では夏休みも明け、2 学期が始まっている。そんな中、勉

る。
て、両者に対して「安全衛生教育」と「足場特別
笑いを交えながら軽快に、同部長は
た。今回の同ラジオ番組では、大きく分けて以下のことについて話が

強や友達関係などの様々な理由によって学校に登校できない子ども

10 月で、日本人とほぼ遜色なく十二分に働いてくれていた、アンド
教育」を 2 少し緊張しながらも熱く語ってい
日間かけて実施した。長丁場の研修
展開された。
●就労体験協力企業について●あすくる草津様と弊社が

たちが増えていると聞く。無理に学校に行こうとしなくても構わな

リとリザルが惜しまれながらも帰国する。アアーとカルノには文字
にも関わらず、
一生懸命理解しようとメモを取
た。今回の同ラジオ番組では、大き
どのような形で知り合ったのか●弊社の事業内容●非行少年の立ち

い。何事にもひとそれぞれに適切なタイミングがあるのだ。子どもた

通り「アカルい(明るい)」コンビとして、エムズホールドの太陽に
る姿が見られた。さらに、美化係・吉川賢一と
く分けて以下のことについて話が ちや保護者様には、学校に行かなくても、
ちやその保護者様には、学校に登校しなくても児童支援施設があるこ
あすくる草
直り支援に協力した経緯●就労支援をする上で大切なこと●岡野部
ともに、社内の草むしりや休憩スペース(通
展開された。●就労体験協力企業に 津様等の児童支援施設があること、彼らの「居場所」
と、彼らの「居場所」
長なってくれることを期待している。
100 万ドルの笑顔の謎、の
6 点である。最後には同部長から「とに
称：アジト)の清掃をするなど、既に会社に大
ついて●あすくる草津様と弊社が があることを覚えていて欲しい。
かく失敗を恐れずなんでもチャレンジしてみてください。そして、色々な人

(↑えふえむ草津の QR コード)

きく貢献している。
どのような形で知り合ったのか●
に出会って、師匠と呼べるくらい尊敬できる人を探してください！」という
「物事に取りかかるべき一番
「愛される事」、「誉められる事」、「役に立つ事」、「必要とされる
10 月で、日本人とほぼ遜色なく十二分に働い
弊社の事業内容●非行少年の立ち
現在の子どもたちへのエールで締めくくった。
親父の留魂録
早い時は、あなたが”遅かった”
事」だと、大山泰弘氏は述べられている。さて自分はどうだろう？
てくれていた、
アンドリとリザルが惜しまれな
直り支援に協力した経緯●就労支
なお、こちらのラジオ番組はオンデマンド放送にも対応しており、
と感じた瞬間である。
」過去な
どんな時に幸福を感じるだろう？沢山のお金がある〝だけでは〟
と感じた瞬間である。
」過去などどうでも良い。
大切なのは今この瞬
がらも帰国する。
アアーとカルノには文字通り
援をする上で大切なこと●岡野涼
HP から聴くことも可能である。興味のある方はふとした時間や仕事
どどうでも良い。大切なのは今
幸福を感じる事はできない。大山氏が述べられる通りかも知れな
間からスタートをきれるかどうかだ。人は朝生まれ眠りにつくと同
「アカルい(明るい)」コンビとして、エムズホ
輝 100 万ドルの笑顔の謎の 6 点で
中にでもぜひ、聴いて頂きたい。
この瞬間からスタートをきれ
い。続けて大山氏は、
「愛されること以外は、全て職場で、仕事を
時に死ぬ。一日一生という考え方がある。であれば目覚めると同時
ールドの太陽になってくれることを期待して
ある。
株式会社えふえむ草津様、ラジオパーソナリティーの
LALA 様、そし
るかどうかだ。人は朝生まれ眠
通じて得ることができる」とも言われている。人生の殆どを我々
に人生がスタートする。過去できなかった事、昨日した失敗などど
いる。
最後には同部長から「とにかく失敗
て、あすくる草津様ありがとうございました。(併せて、あすくる草
りにつくと同時に死ぬ。一日一
は職場で過ごす。時を忘れて仕事に打ち込んでみる事が、幸福に
うでも良いのだ。動物の中で考え方を変える事により、一生を変化
を恐れずなんでもチャレンジしてみて
津様が発行されております「少年センターだより」
に弊社をご紹介頂
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