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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「作業後の余
て、
アアーもそれに応えようと必死に
をひたすら解いていた。特にケンちゃんにいたっては、まるで受験生
った塗料で弊社リフォーム事業部の事務所の外壁を塗替えようか？」と
勉強をしていた。実習生以外にも資格
かのようにカリカリメモを取っている。西原先生の講義では、難しい
いう嬉しいご提案を頂いた。お客様を事務所に迎えいれるために常
取得のために勉強に励む者たちがい
専門用語は一切排除し、
「角刈りのおっさん」等、わかりやすい言葉が
に事務所内外を綺麗にしたいと考えている我々は森山様のご厚意に
る。弊社リフォーム事業部の「自称や
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(綺麗に塗装されたリフォーム事業部事務所)
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ーモア溢れる講義は笑いに包まれて

り入れてさらにこのエムズホールド通信を改革していく。

【離】…基本を踏まえたオリジナルに進化する。仕事の基礎を変革し
いる。勉強に限ったことではないが、
て

何かに向かって頑張っている人の姿

【離】…基本を踏まえたオリジナルに進化する。仕事の基礎を変革し
はいつでもかっこよく、美しいもの
て【離れる】
。上司の元で学んだことより進化させる段階。
だ。
「建築施工管理技士 2 級」の試験
仕事における上達の近道は【守】をきちんとこなすことである。本通
は 6 月 13 日(土)に実施される。

バックナンバーはこちらから→http://mshold.com/reform/newspaper/
信はおよそ 1 ヶ月に 1 回発行し、おかげさまで 24 号を迎えている。
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。
機関紙の基本・基礎を忠実に守り、
【守】の段階で約 2 年間発行して
きたが、定番化されてきた展開に飽きてきている読者の方も多いだろ

