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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産声上げた新しい生命！～優しさ受け継ぐ健やかな子～
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(待望の第一子を抱く吉川)

ご意見: denwa@mshold.com
日本語版 / インドネシア語版

1 月 7 日(木)、社員共有 LINE に嬉しい

に助け合いながら、笑いの絶えない家族にしていきたいです。これから

知らせが届いた。リフォーム事業部・吉

もより一層、全てにおいて日々精進していきたいと思います。」

川賢一・愛華夫妻に待望の第一子が誕生

今回の出産に関してリフォーム事業部・直属の上司であり、子育て

したのだ。母子ともに健康で、名前は夫

の先輩でもある・有浦信一部長は感慨深げに以下のように語った。

妻で話し合い「叶馬(きょうま)」と名付

「まずはご出産、おめでとうございます。母子ともに健康であるということ

けられた。LINE 上で従業員全員から祝

も本当に良かったです。私は上司という立場から、妊娠から出産までの

福を受けた吉川は、感情を爆発させてい

間、吉川君が将来を考え、変化していく色々な顔を見てきました。初めは

た。今回はそんな妻と子どもにデレデレ

期待と不安が入り混じった顔をしていましたが、日が経つにつれて覚悟

な吉川に喜びの声を聞いた。

を決めた父親の顔になっていき、そして無事に出産が終わった時には、

「この度私事で恐縮でございますが、3232g
「 こ の 度 私 事 での第一子となる男の子が
恐縮でございますが、

これ以上ない幸せな顔をしていました。新しい生命の誕生は喜ばしいこ

誕生したことをご報告させていただきます。入籍前から妻とは子どもにつ
2021 年 1 月 7 日、3232g の第一子と

とですが、大切な部下の第一子となれば格別です。こちらまで幸せな気

いて前向きに考えていたのですが、なかなか授かることができず、産婦
なる男の子が誕生したことをご報告させて

持ちになりました。長い結婚生活の中で、立ち止
持ちになりました。長い結婚生活の中で、立ち止まってしまうこともある

人科に通院する日々が続いていました。新型コロナウイルスの流行をきっ
いただきます。入籍前から妻とは子どもに

まってしまうこともあるかもしれませんが、仕事面
かもしれませんが、仕事面では、私が全力でサポートしますし、プライベ

かけに、一旦治療を休憩しようと話し合ってすぐに妊娠が発覚。病院も規
ついて前向きに考えていたのですが、なか

では、私が全力でサポートしますし、プライベート
ートでは、今回の出産のことを忘れず、奥様に感謝の心を忘れずに、二

制が厳しく、健診の付き添いや出産の立ち合いもできず、イレギュラーな
なか授かることができず、産婦人科に通院

では、奥様に常に感謝の心を忘れずに、二人三
人三脚で頑張っていってください。また１つ上のステージに上がった吉

年であったため、不安もありましたが、母子ともに健康に出産を終えられ
する日々が続いていました。昨年の春から

脚で頑張っていってください。また１つ上のステー
川家に・・・乾杯！」

たと妻から報告を受け、とても安心しました。私は学生の頃に学童でアル
始まった新型コロナウイルスの流行をきっ

ジに上がった吉川家に・・・乾杯！」
プライベートも充実し、公私ともに脂が乗ってきた「リフォーム事

バイトをするくらい子ども好きだったので、きっと可愛いんだろうなーと思
かけに、一旦治療を休憩しようと話し合っ

プライベートも充実し、
公私ともに脂が乗って
業部・期待の星」に、今後の更なる活躍を期待せずにはいられない。

ってたんですが、自分の子どもは想像の
100 億倍可愛いです（笑）先
てすぐに妊娠が発覚。病院も規制が厳し

きた「リフォーム事業部・期待の星」に、今後

日、妻と息子が里帰りから戻りく、健診の付き添いや出産の立ち合いもで
3 人での生活がスタートしました。お互い

の更なる活躍を期待せずにはいられない。

(母に抱かれる叶馬君)

に助け合いながら、笑いの絶えない家族にしていきたいです。これからも
きず、イレギュラーな年であったため、不安

MVP
発表！～以外にも久しぶりの受賞！？～
気になる賞金の使い道 ～お世話になってるあの人へ～
より一層全てにおいて日々精進していきたいと思います。
もありましたが、母子ともに健康に出産を
今回の出産に関してリフォーム事業部・直属の上司であり、子育て
終えられたと妻から報告を受けてとても安
年末に発表された、社長賞と年間 MVP。その賞金は一体何に使われたの
2 月 13 日(土)、月次報告会
の先輩でもある・有浦信一部長は感慨深げに以下のように語った。
心しました。私はもともと学生の頃に学童
だろう？と気になる方も多いだろう。今回は社長賞と年間 MVP を受賞し
議の後に、毎月恒例の MVP
「まずはご出産、おめでとうございます。母子ともに健康であるということ
でアルバイトをするくらい子ども好きだった
た、仮設事業部・和田智仁、山中勝也、アジ、そしてリフォーム事業部・
発表を行った。実習生から
も本当に良かったです。私は上司という立場から、妊娠から出産までの
ので、きっと可愛いんだろうなーと思ってた
吉川賢一に、賞金の使い道を聞いてみた。まず社長賞を受賞した、山中勝
は、努力を重ね、日本語能力
間、吉川君が将来を考えて、変化していく色々な顔を見てきました。初め
んですが、自分の子どもは想像の
億
賞金を贈った。続いて
検定 N3 合格を勝ち取ったア100也は自分の従兄弟へのお年玉と出産祝いを兼ねて、
は期待と不安が入り混じった顔をしていましたが、日が経つにつれて覚
実習生の年間 MVP を受賞したアジは、今年の 6 月に帰国することを見据
(左から小椋、アジ、岡野部長) 倍可愛いです（笑）仕事中にも毎回妻と子
ジが。日本人からは、従業員
悟を決めた父親の顔になっていき、そして母子ともに健康で無事に出産
どもの写真を見て癒される毎日です。
えて、自分と家族のために貯金という選択をした。そして年間 MVP を勝
たちの健康を守るために、新
の健康を守るために、新型コロナウイルスに関しての情報を
が終わった時の人生で一番嬉しそうな顔。どんな時も新しい生命の誕生
先日、妻と息子が里帰りから戻り
3 人での
ち取った和田智仁は、仮設事業部でご飯を食べに行き、残ったお金は生活
型コロナウイルスに関して
社内で共有し、注意喚起をし続けていることや、DX(デジタル
は喜ばしいことですが、大切な部下の第一子となれば格別です。こちらま
生活がスタートしました。お互いに助け合
費として使用し、吉川は上記の記事に記載してある通り、第一子が生まれ
の情報を社内で共有し、注意
トランスフォーメーション)を社内で推奨してからの取り組み
で幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。結婚生活は幸せな
いながら、笑いの絶えない家族にしていき
たため、家族サービスや家庭用品を購入したと
たため、家族サービスや家庭用品を購入したとのこと。
喚起をし続けていることや、
の速さや、より効率性を求めた時代に即した取り組みで、
事業
ことだけではありません。子どもが生まれるとなおさらです。ですが、それ
たいです。これからもより一層全てにおい
のこと。自らの力で勝ち取った社長賞と年間
自らの力で勝ち取った社長賞と年間
MVP。使い方は個人の裁量に任せら
DX を社内で推奨してからの
部を盛り上げている点を評価された、
仮設事業部長・岡野涼輝
らを全て背負って生きていくのが父親であり、1
人の男としての責任だと
て日々精進していきたいと思います。
MVP。賞金の使い道は個人の裁量に任せられて
れているが、私利私欲のために使うのではなく、家族や仲間などの「誰か
取り組みの速さや、より効率
と、社内のルールを忠実に守り、
継続して朝の朗誦を続けてい
思います。長い道のりの中で、立ち止まってしまうこともあるかもしれませ
今回の出産に関してリフォーム事業部・
いるが、私利私欲のために使うのではなく、家
のために」使ったということがなにより嬉しい限りだ。
性を求めた時代に即した取
る点が評価された、仮設事業部・小椋真里が選出された。次回
んが、仕事面では、私が全力でサポートしますし、プライベートでは、今回
直属の上司であり、子育ての先輩でもあ
族や仲間などの「誰かのために」使ったという
り組みで、事業部を盛り上げ
の MVP は 3 月 13 日(土)の月次報告会議の後に発表される。
の出産のことを忘れず、奥様に感謝の心を忘れずに、二人三脚で頑張っ
る・有浦信一部長は感慨深げに以下のよ
ことがなにより嬉しい限りだ。
ている点を評価された、仮設
(子どもと戯れる山中勝也)
ていってください。また１つ上のステージに上がった吉川家に・・・乾杯！」
うに語った。
「まずはご出産、おめでとうご
事業部長・岡野涼輝と、社内
ェーデンのウメオ大学教授、エリック・ストルターマン氏が提

努力は必ず実を結ぶ ～中止乗り越え、早朝勉強会で勝ち取る合格！～
この日を来る日も来る日も 待

2 月 2 日に行われた経営会議で話し合い

ちわびていた…。弊社技能実習

の場を持ち、満場一致で、代替試験とし

生 2 期生である、アジとフィル

て「日本語 NAT-TEST」という試験を受

マンは結果を受けて、控えめに

験することとした(アジ 2 級、フィルマン

ガッツポーズをした。2020 年

3 級)。これが正真正銘彼らのラストチャ

12 月 6 日(日)に実施された「日

ンス。後悔のないように頑張ってほしい。

本語能力試験」の結果が 2021

※1 日本語能力試験(JLPT)とは？・・・公

1 月 25 日(月)に発表され、
年 1 月 25 日(月)に発表され、アジは 年
N3(日常的な日本語をある程度

益財団法人日本国際教育支援協会と独立

N3(日常的な日本語をあ
理解できるレベル)に、フィルマンは アジは
N4(基本的な日本語を理解でき

行政法人国際交流基金が主催する、日本

る程度理解できるレベル)に、フ
るレベル)にそれぞれ合格した。実習生にとってはもどかしい日々が

語を母語としない人を対象に日本語能力を

ィルマンは N4(基本的な日本語
続いていた。2020 年 7 月 5 日(日)に実施される予定であった、日本

認定する検定試験。レベルはＮ１～Ｎ５まで

を理解できるレベル)にそれぞ
語能力試験は新型コロナウイルス感染拡大により中止。
当時猛勉強を

あり、Ｎ１が最も難しい。

れ合格した。実習生にとっては
重ね、7 月の試験と 12 月の試験で N3,N2
と段階的に試験に合格す

※2 日本語 NAT-TEST とは？…専門教

もどかしい日々が続いていた。
ることを目標にしていたアジはかなり落胆していたが、切り替えて、

育出版 日本語 NAT-TEST 運営委員会

2020
7 月 5 日(日)に実施さ
帰国する前の最後の受験チャンスである
12年
月の試験に集中し、早朝

が主催する、日本語を母語としない日本語

れる予定であった、日本語能力
から弊社事務所で勉強を重ねていた。その結果、アジとフィルマンは

学習者の日本語能力を判定する試験。レベ

(勉強に励む、左からアジ、フィルマン)

試験は新型コロナウイルス感
堂々たる結果で試験に合格した。アジに至っては、
試験の中の「聴解」 ルは 1 級から 5 級まであり、日本語能力試
染拡大により中止。当時猛勉強
と呼ばれるリスニング問題で満点という離れ業を成し遂げている。
し

験の N1～N5 に対応している。日本語能力

を重ね、7 月の試験と 12 月の
かしながら、2020 年 7 月に中止になった試験はもう帰ってこない。

試験と出題基準や構成はほぼ同じ。

試験で N3,N2 と段階的に試験
弊社では、実習生がやむを得ない理由で受験機会に恵まれなかったこ

お客様・地域の方々ファーストな取り組み！
に合格することを目標にして
とを考慮し、
日本語 NAT-TEST という試験を受験することになった。
いたアジはかなり落胆してい
(アジ 2 級、フィルマン 3 級)これが正真正銘、彼らのラストチャンス
弊社では、リフォーム等のご注文を

～オンリーワンの会社を目指して～

リフォーム事業部長・有浦信一は「施工前にお客様とは綿密な打ち

たが、切り替えて、帰国する前
となる。後悔のないように頑張ってほしい。
頂いてから、お客様に工程と施工内 合わせをさせて頂きますが、施工をしていく中で、変更したい点や、施
の最後の受験チャンスである
容の説明や、施工が始まる前と終わ 工以外でも気になる点が出てくると思います。我々、施工に携わらせて
12 月の試験に集中し、勉強を重
※1 日本語能力試験とは？・・・公益財団法人日本国際教育支援協会と
った後に、近隣住民の方々への挨拶 頂くスタッフも、お客様とこまめにコミュニケーションを取ることを心掛
ねていた。その結果、アジ、フ
独立行政法人国際交流基金が主催する、日本語を母語としない人を対象
周りを徹底しているのはもちろんだ けていますが、面と向かって言えないこともあるはず。そこで、施工に直
ィルマン双方堂々たる結果で
に日本語能力を認定する検定試験。レベルはＮ１～Ｎ５まであり、Ｎ１が最
(施工現場安全パトロールのイメージ)
が、その他にも施主様や近隣住民の 接携わっていない経営管理部のスタッフが聞き取りに伺うことで、お客
試験に合格した。アジに至って
も難しい。
方々のことを第一に考えて様々な取り組みを行っている。その一環で
方々の目線に合わせて様々な取り組 様からの率直なご意見を聞くことができ、我々の技術や対応の改善に
は試験の中の「聴解」と呼ばれ
※2 日本語 NAT-TEST とは？…専門教育出版
取り組んでいるのが「施工現場安全パトロール」だ。この取り組みは
日本語 NAT-TEST 運 つながっています。現在、施工中のお客様。弊社・経営管理部のスタッ
みを行っている。その一環で取り組
るリスニング問題で満点とい
営委員会が主催する、日本語を母語としない日本語学習者の日本語能
工程のおよそ中間の時期に、弊社・経営管理部のスタッフが施主様に
んでいるのが「施工現場安全パトロ フが聞き取りに伺うこともあるかもしれませんが、どんな些細なことで
う離れ業を成し遂げている。し
力を判定する試験。レベルは 1 級から
以下の質問をさせて頂き、お答え頂くものである。(①施工は工程通り
5 級まであり、
日本語能力試験 もかまいません。忌憚のないご意見をお聞かせください。真摯に、そし
ール」だ。
この取り組みは工程のおよ
かしながら、2020 年 7 月に中
に、また、当初の打ち合わせ通りに進んでいるか？②工程を管理している
の N1～N5 に対応している。日本語能力試験と出題基準や構成はほ
そ中間の時期に、弊社・経営管理部の て迅速に対応させて頂きます。」と語っていた。
止になった試験はもう帰って
スタッフや施工スタッフの対応に問題はないか？③何か要望事項等はある
ぼ同じ。
スタッフが施主様に以下の質問をさ 様々なサービスが溢れかえり、飽和状態になっている今の時代。弊
こない。弊社では、実習生がや
「他社にはない取り組み」を考
っている絵と、緑豊かな山で遊ぶ動物達の絵を混ぜた案が決まり、い
か？など)お客様から貴重なご意見をもとに、見えてきた課題を、工程
せて頂き、お答え頂くものである。 社は、お客様や地域に寄り添った、
むを得ない理由で受験機会に
ざ、「山」にイラストを描いていく。その過程で作業中に園児たちが
後半から改善していくことに加えて、管理スタッフや施工スタッフの
(①施工は工程通りに、また、当初の え、実践し、課題があればすぐに改善していくことで、他社とは異
恵まれなかったことを考慮し、
「がんばれ～！」と声援をかけてくれ、
対応や技術も向上させていくことが狙いだ。この取り組みに関して
一層頑張ろうという気持ちにな なる「オンリーワン」の会社を目指している。
打ち合わせ通りに進んでいるか？②
日本語 NAT-TEST という試験
った。事業の中で、脚立を用意できていなかったり、養生が剥がれか
リフォーム事業部長・有浦信一は
「施工前にお客様とは綿密な打ち合わ
工程を管理しているスタッフや施工
を受験することになった。(アジ
せをさせて頂きますが、施工をしていく中で、変更して欲しい点や、施工以
けたりとこちらの準備不足や、完成時のイラストの仕上がりにお客様
スタッフの対応に問題はないか？③
ステリパワーでみんなの
2
級、フィルマン 3 級)これが正
外でも気になる点が出てくると思います。我々、施工に携わらせて頂くスタ
からご指摘を頂いたこともあったが、
お客様から頂いた反省点を生か
何か要望事項等はあるか？など)お
リスクをコントロール
真正銘、彼らのラストチャンス
ッフも、お客様とこまめにコミュニケーションを取ることを心掛けています
して、毎回の作業終了時に、良かった点、悪かった点の見直しをする
客様から貴重なご意見を基に、見え
http://mshold.com/steripower/
となる。後悔のないように頑張
が、面と向かって言えないこともあるはず。そこで、施工に直接携わってい
ことで、さらなる対策を練っていった。仕事を完遂させたリフォーム
てきた課題を、工程後半から改善し
バックナンバーはこちらから→http://mshold.com/reform/newspaper/
ってほしい。
ない管理部のスタッフが聞き取りに伺うことで、お客様からの率直な意見
事業部・吉川は「こちらの準備不足や不十分な仕上がりで、園の方々にご
ていくことに加えて、管理スタッフ

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。

を聞くことができ、我々の技術や対応の改善につながっています。現在、施
迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。途中、イチからやり直すべきか
や施工スタッフの対応や技術も向上
※1 日本語能力試験とは？・・・
悩みましたが、デコスタッフの頑張りで立て直すことができました。最終的
工中のお客様。弊社・経営管理部のスタッフが聞き取りに伺うこともあるか

