
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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(弊社のイメージシートを使用し施工をする様子) 

(左からアアー、小椋、アジ、岡野部長) 

ゆかいな編集者のひとりごと🎶 

 

(一輪の花とフォトブック) 

(フォトブックを作成した吉川) 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

お客様に感動を…！～即行動で目指すオンリーワン～ 
日本語版 / インドネシア語版 

エムズホールド通信 Vol.24 

3 月 8 日(月)、新型コロナウイ

ルスの集団感染を防ぐため、

ZOOM にて月次決算報告会議

を行った後、毎月恒例の MVP 発

表が行われた。実習生からは勉

強熱心であり、現場リーダーの

人が忘れていることに気付き、

是正がないように確認している

点を評価されたアジと、アジと

フィルマンの先輩二人が合格

し、自分も！と言う気持ちが出

たのか少しずつ勉強する姿が見

られるようになり、早朝から頑

張る姿が評価されたアアーが選

ばれた。日本人からは「マサト

サン、イツモタノシイデス」、「シ

ゴトスルトキ、ハヤイデス」と

文字通り実習生からの信頼を集

め、フィルマンとカルノが在留

MVP発表！～このまま独走態勢なのか！？～ 

編集者：H.Iida 

いた草津市のお客様邸の屋根・外壁塗装等の施工が完了したのだ。

初めは順風満帆とは言えなかった。工程のおよそ中盤に管理部によ

って実施される、弊社独自の取り組みである「施工現場安全パトロ

ール」では、お客様とのコミュニケーション不足をご指摘頂くこと

もあった。自分は精一杯やっていると思っていてもうまくいかずに

落ち込むこともあったが、またすぐに立ち上がり、改善できること

は即行動に移し、お客様との信頼関係を再度築き上げていった。今

回の施工にあたって、吉川は施工時のことを振り返りながら答えた。

「今の自分にできることや、リフォーム事業部のテーマである【感動】をお

客様に与えるにはどうすれば良いか？を真剣に考え、時には有浦部長に

もアドバイスをもらいながら、事業部一丸となって取り組みました。施工完

了にあたり、ささやかではありますが、弊社からハナサカリフォームの名

前にちなんで”一輪の花”と”今回施工に関わった職人の写真やメッセー

ジ”、そして、施工前と施工後のお写真を一冊に詰め込んだ”フォトブッ

ク”をプレゼントさせて頂きました。お客様に喜んで頂けるかとても不安

で、お渡しする時は緊張しましたが、最初は驚きながらも喜んでくださり、

嬉しかったです。今回のお客様はいつお会いしてもとても優しい方で、毎

回会いに行くのが楽しみなくらい大好きな方でした。最後にお客様から

「これからも頑張ってね」と声をかけてくださって、次の仕事の励みになり

ました。本当にありがとうございました」 

 

了にあたり、ささやかではあります

が、弊社からハナサカリフォームの名

前にちなんで【一輪の花】と今回施

工に関わった【職人達の写真とそれ

ぞれからのメッセージ】、そして、施工

前と施工後のお写真を一冊に詰め込

んだ【フォトブック”をプレゼントさせ

て頂きました。お客様に喜んで頂ける

かとても不安で、お渡しする時は緊張

しましたが、最初は驚きながらも喜ん

でくださり、嬉しかったです。今回の

お客様はいつお会いしてもとても優し

い方で、毎回会いに行くのが楽しみ

なくらい大好きな方でした。最後にお

客様から「これからも頑張ってね」と

声をかけてくださって、次の仕事の励

みになりました。本当にありがとうご

ざいました」 

 

「ふぅ」ひと仕事を終えたリフォ

ーム事業部・吉川賢一はと小さく

呼吸し、やり切った達成感から来

る、嬉しいような寂しいような複

雑な表情を浮かべていた。2 月 13

日(土)昨年から施工を開始して

いた草津市のお客様邸の屋根・外

壁塗装等の施工が完了したのだ。

初めは順風満帆とは言えなかっ

た。工程のおよそ中盤に管理部に

よって実施される、弊社独自の取

り組みである「施工現場安全パト

ロール」では、お客様とのコミュ

ニケーション不足をご指摘頂く

こともあった。自分は精一杯やっ

ていると思っていてもうまくい

かずに落ち込むこともあったが、

またすぐに立ち上がり、改善でき

ることは即行動に移し、お客様と

の信頼関係を再度築き上げてい

った。今回の施工にあたって、吉

川は施工時のことを振り返りな

がら答えた。「今自分にできるこ

とは何か？、リフォーム事業部の

テーマである”感動”を与えるに

はどうすれば良いか？を真剣に

考え、時には有浦部長にもアドバ

イスをもらいながら、事業部一丸

となって取り組みました。施工完

了にあたり、ささやかではありま

すが、弊社からハナサカリフォー

ムの名前にちなんで”一輪の花”

と”今回施工に関わった職人の写

真やメッセージ”、そして、施工前

と施工後のお写真を一冊に詰め

込んだ”フォトブック”をプレゼ

ントさせて頂きました。お客様に

喜んで頂けるかとても不安で、お

渡しする時は緊張しましたが、最

人が忘れていることに気付き、是正がないように確認している点

を評価されたアジと、先輩二人が合格し、「自分も！」と言う気持

ちが出たのか、早朝から勉強する姿が評価されたアアーが選ばれ

た。日本人からは「マサトサン、イツモタノシイデス」、「シゴトスルト

キ、ハヤイデス」と文字通り実習生からの信頼を集め、実習生が在

留カードや財布を紛失した時にも、素早く対応した「実習生キラ

ー」こと仮設事業部・マサ君が選ばれた。前田社長はあくびをこ

らえながら「MVPが同じ人に偏っていて面白くないな～」と毎度お

馴染みのメンバーの選出に退屈していた。次回も同じような顔ぶ

れが MVP をかっさらっていくのだろうか。次回の MVP は 4 月

10 日(土)に発表される。求む！MVP に吹く新たな風！！ 

みなさんは趣味をお持ちですか？私はいろいろと興味を持っては、

すぐに辞めてしまう性格なので長続きしたことがありませんでし

た。しかし、最近では、モノづくりを楽しんでいます。粘土細工や

イラストを主に制作していて、それらを始めてからの期間は今まで

と比べて一番長いと思います。なぜかというと、考え方が変わった

からです。今までは、始めてすぐに上手にできなければ「向いていな

い」と投げてしまっていました。始めたばかりなのですから上手に出

来なくて当然です。「すぐに上手に出来ない」＝「向いていない」とい

うわけではないのです。最近になって、「上手に出来なくても、楽し

ければ良い」という考えに変わりました。今作っている粘土細工も決

して上手ではありません。でも作っていて楽しいです。同じくイラ

ストも、ハナサカリフォームのデコスタッフのようには上手に描け

ませんが、毎日描いて満足しています。「趣味は楽しければ良し！」

続けていくうちに上達してさらに楽しくなってくるのではないかと

思っています。皆様も興味があることがあれば「楽しい」を基準に積

極的にチャレンジしてみてください。【―Y. Shimazu】 

 

 

ように上手に描けませんが、毎日描いて満足し
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くうちに上達してさらに楽しくなってくるので
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とがあれば「楽しい」を基準に積極的にチャレン

ジしてみてください。【―Y. Shimazu】 

 

 

んだ【フォトブック】をプレゼントさせて頂きました。お客様に喜んで頂

けるかとても不安で、お渡しする時は緊張しましたが、最初は驚きなが

らも喜んでくださり、嬉しかったです。今回のお客様はいつお会いして

もとても優しい方で、毎回会いに行くのが楽しみなくらい大好きな方で

した。最後にお客様から「これからも頑張ってね」と声をかけてくださっ

て、次の仕事の励みになりました。本当にありがとうございました」 

 

もとても優しい方で毎回会いに行くのが楽しみ

なくらい大好きな方でした。最後にお客様から

「これからも頑張ってね」と声をかけてくださっ

て、次の仕事の励みになりました。本当にありが

とうございました」 今回の施工で色々なことを

経験し、またひとつ階段を上がった期待の若

武者。お客様に最高の感動を届けるために…。

彼の目はもうすでに次を見据えている。 

 



 

 

と「メモ大好き・ケンちゃん」の師弟コンビ

だ。彼らは国家資格である「建築施工管理技

士 2 級」合格に向けて必死に勉強を重ねてい

る。早朝から有資格者である西原先生の指導

の元、過去問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ホ

ワイトボードに並べられており、そのユーモ

ア溢れる講義は笑いに包まれている。勉強に

限ったことではないが、何かに向かって頑張

っている人の姿はいつでもかっこよく、美し

いものだ。「建築施工管理技士 2 級」の試験

は 6 月 13 日(土)に実施される。 

 

仕事以外の時間を使って密かに勉強

をしている従業員たちもいる。弊社・

実習生のアアーもその一人だ。先日、

アジとフィルマンがそれぞれ N3 と

N4 に合格したことで、「次は自分

も！」と鼻息を荒くして早朝から勉強

に励んでいる。しかし、そのやる気は

立派だが、復習をしないアアーは前回

学んだことを積み上げられていない。

「オヤジ」の愛称で親しまれている日

本語指導の西原先生は、「前回やったこ

とが全く定着していないし、いつも復習

で貴重な朝の時間が終わる。このまま

では前進はできない。家やトラックで復

習をしなさい！」と声を荒げることもあ

ったが、この「オヤジ」の指導の裏側

には「復習の大切さ」と「絶対に合格

して欲しい」という愛情が隠されてい

て、アアーもそれに応えようと必死に

勉強をしていた。実習生以外にも資格

取得のために勉強に励む者たちがい

る。弊社リフォーム事業部の「自称や

ればできる男・有浦部長」と自他共に

認める「メモ大好き・ケンちゃん」の

師弟コンビだ。彼らは国家資格であ

る「建築施工管理技士 2 級」合格に向

けて必死に勉強を重ねている。早朝か

ら有資格者である西原先生の指導の

元、過去問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

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ホワ

イトボードに並べられており、そのユ

ーモア溢れる講義は笑いに包まれて

いる。勉強に限ったことではないが、

何かに向かって頑張っている人の姿

はいつでもかっこよく、美しいもの

だ。「建築施工管理技士 2 級」の試験

は 6 月 13 日(土)に実施される。 

 

(綺麗に塗装されたリフォーム事業部事務所) 

【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

して【離れる】。上司の元で学んだことより進化させる段階。 

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。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

う。そこで今回から少しずつ【破】の段階に移項しながら作成に取

り組んでいく。文章中、少々砕けた言葉遣いでお気を悪くされた方

がおられましたら申し訳ありません。編集長である私は、常に【守】

の基本・基礎ももちろん忘れず、多方面から色々なエッセンスを取

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。 

 

(猛勉強を重ねる有浦部長とアアー) 

 

 

  

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これぞ真の学習者だ！～自ら進んで猛勉強、愛と笑いの熱血オヤジ指導！～ 

に励んでいる。しかし、そのやる気は立派だが、復習をしないアアー

は前回学んだことを積み上げられていない。「オヤジ」の愛称で親しま

れている日本語指導の西原先生は、「前回やったことが全く定着していな

いし、いつも復習で貴重な朝の時間が終わる。このままでは前進はできな

い。家やトラックで復習をしなさい！」と声を荒げることもあったが、この

「オヤジ」の指導の裏側には「復習の大切さ」と「絶対に合格して欲

しい」という愛情が隠されていて、アアーもそれに応えようと必死に

勉強をしていた。実習生以外にも資格取得のために勉強に励む者たち

がいる。弊社リフォーム事業部の「自称やればできる男・有浦部長」

と自他共に認める「メモ大好き・ケンちゃん」の師弟コンビだ。彼ら

は国家資格である「建築施工管理技士 2 級」合格に向けて必死に勉強

を重ねている。早朝から有資格者である西原先生の指導の元、過去問

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

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

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

ホワイトボードに並べられており、そのユーモア溢れる講義は笑いに

包まれている。勉強に限ったことではないが、何かに向かって頑張っ

ている人の姿はいつでもかっこよく、美しいものだ。「建築施工管理技

士 2 級」の試験は 6 月 13 日(土)に実施される。 

 編集後記 ～およそ 2 年の時を経て～ 

バックナンバーはこちらから→http://mshold.com/reform/newspaper/ 

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。 

 

―そろそろ破る時期なのかもしれない。 

皆様は 「守破離」という言葉の意味をご存知だろうか。起源は千利休

の教えを和歌の形にした「利休道歌」に収められている一首、「規矩作

法 守り尽くして 破るとも 離るるとても 本を忘るな」からきていると言

われている。この言葉は現在、様々な場所で応用されており、仕事に

対してあてはめてみると以下のようになる。【守】…素直な心で先輩

や上司の教えを忠実に「守る」。学んだこと（基本・基礎）を実践する

段階。【破】…試行錯誤をしながら独自に工夫する。仕事の基礎を少し

ずつ「破る」。試行錯誤をしながら自分流のスタイルに挑戦段階。   

【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

て 

【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

て【離れる】。上司の元で学んだことより進化させる段階。 

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

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。

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

先日、栄和塗装・森山民男様よりリフォーム事業部へ、「作業後の余

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

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

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

感謝し、迷わず依頼した。塗装が仕上がっていく中で「換気扇の色

は赤でいく」という有浦部長のセンスに最初は少し驚いたが、仕上が

ってみると良い差し色になっていて、長年様々な塗装を見てきた経

験とセンスが光っていた。栄和塗装様の技術もさることながら、編

集長である私が、リフォーム事業部事務所前でうっかりつまずきか

けて塗装中の壁に手をついてしまうというアクシデントがあった際

にも、手に付いた塗料を洗い流すために素早くご対応を頂き、あら

ゆる面から見られるプロの姿に感動した。栄和塗装様、お忙しいと

ころありがとうございました。 

 

験とセンスが光っていた。栄和塗装様の技術もさることなが

ら、編集長である私が、リフォーム事業部事務所前でうっかり

つまずきかけて塗装中の壁に手をついてしまうというアクシ

デントがあった際にも、手に付いた塗料を洗い流すために素早

くご対応を頂き、あらゆる面から見られるプロの姿に感動し

た。栄和塗装様、お忙しいところありがとうございました。 

 

誰もが足を運ぶ会社へ～光る匠の技と対応～ 

デントがあった際にも、手に付い

た塗料を洗い流すために素早く

ご対応を頂き、あらゆる面から見

られるプロの姿に感動した。栄和

塗装様、お忙しいところ、ありが

とうございました。 

 


