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嫌なことがあったら、
「これはいいことが起きる前兆だ」
と思い込む。
江口グループ

代表取締役社長

江口

充

み

なさんこんにちは！いつも江口グループわくわく

けで逃げようとするでしょう。防衛本能ですね。肉体的

倶楽部のニュースレターを読んでいただきありが

なことだけでなく、精神的なダメージにおいても、DNA

とうございます！今月からしばらく紙面での発行がなく

が「忘れないように」とサインを送ってくれているのです。

なりパソコン上での配信となりました。コロナウイルス

だから、生きることはつらく苦しいわけです。

の影響で業務体制を見直し、在宅勤務などを行って、出

でも、大丈夫。忘れてしまいがちですが、
「いいこと」

勤者数を減らしています。そのためにニュースレターの

も間違いなく経験しているのです。そして、
「悪いこと」は

発送作業をすることが難しくなり、このような形でニュ

続かない。また、一見「悪いこと」と思えることも、後で

ースレターをご覧いただくこととなりました。しばらくご

考えたら、
「いいこと」に結びついていたということもあ

不便をおかけしますが、また皆さんの元へニュースレタ

ります。

ーを届けれられる様に早く新型コロナウイルスが終息す
ることを願っています。

志

がないやすひろ

例えば、今の勤め先で働いているのは、別の会社の入
社試験で落ちてしまった「おかげ」です。その「おかげ」
で、今の職場で恋愛して結婚できた。つまり、
「過去」の

賀内泰弘さんの『ポジティブ練習帳』という本を

「悪いこと」は、
「現在」の「いいこと」と連なっていて、結

読みました。世の中暗いニュースばかりが多く

びついているのです。もし、
「悪いこと」が起きたら、すぐ

流れ、不安に思う人も少なくありません。少しでも希望

さま「いいこと」を思い浮かべて打ち消してください。

を持ってポジティブになれたらいいなと思います。今は

「悪いこと」が起きたら、
「これはいいことが起きる前兆

し

大変かもしれませんが、必ずいいことが来ます。希望を
本を読んで思いました。

イ

持ってみんなが優しい気持ちで頑張れたらいいなとこの

だ」と思い込むのです。
ギリスの名宰相チャーチルは「 悲観論者はチャン

人

スの中に困難を見るが、楽観論者は困難の中に
生なんて、
「つらいこと」
「嫌なこと」
「悪いこと」ば

チャンスを見る」と言いました。そして、
「困難の中には

かり…ではありません。
「悪いこと」ばかりだった

チャンスが隠されている」と言ったのはアインシュタイン

ら、気が狂ってしまいます。でも、なぜか、
「いいこと」は

です。我々は、困難のさなかにいるときは、その困難な

すぐに忘れてしまうのに、
「悪いこと」ばかりが強く印象

ことへの対処で手いっぱいになります。しかし本当は、

に残ってひきずってしまうのです。これは、人間の遺伝

その困難が始まったときは、すでにその中にチャンスが

子、つまりDNAがそうさせているのです。一説では、人

埋め込まれています。

のすべての行動はDNAに左右されていると言われてい

それは、
「幸運は不運の顔をしてあらわれる」というこ

ます。それは、子孫を残すためです。ウィルスや菌、天敵

とです。その困難や不運を乗り越えれば、次には必ず幸

となる動物から身を守るための本能的な働きなのです。

運やチャンスがやってきます。テレビや映画のドラマで

なぜ、
「悪いこと」ばかりが心に残ってしまうのか。そ

は、ラストのハッピーエンドの直前は、大ピンチになると

れが、人間にとって、プラスのことなのか。それは、DNA

決まっています。そして、そのピンチが大きければ大きい

が「同じようなことがあったら注意しなさい」と言ってい

ほど、ハラハラドキドキすればするほど、そのドラマは盛

るからに他なりません。例えば、一度、火傷をした人は、

り上がります。嫌なことがあったら、
「これはいいことが

灯を見るだけで敏感になります。
「かわいいな」と思って

起きる前兆だ」と思える人でありたいと思うし、今の状況

近づいた犬に手を噛まれる。もうその人は、犬を見ただ

も必ずいいことが来ると信じて頑張りたいなと思います。

４

代目の江口グループ現場だより

木場潟南園地のスマイル花壇に
スマイルがいっぱい咲いています!

川

ク

リエイション江口「えぐちの庭」の中田さやかさんが

川北町で道路工事が始まりました。
ご近所の皆さんよろしくお願いします。
北町橘新で道路工事が始まりました。
「主要地方道金

デザインし造った「スマイル花壇」です。冬の間、花が

沢美川小松線地方道改築工事（改良工その10）」と正

なくてお休みしていましたが、ゴールデンウィークの期間中

式名称はとても長い名前ですが、加賀海浜産業道路の工事

に花植えをしました。いつもはみんなで楽しくお花を植えて

現場です。工事をする道路は延長約350m、幅12mの道路

いたのですが、今年はコロナの影響で3密を避けるために4

です。石川県で、ものづくりが盛んな南加賀地域と金沢港を

人で行いました。みんなでやりたかったのですが、今年は我

結ぶとても大切な道路です。産業の発展のためにもいい道

慢我慢です。植えた花は、ペチュニア、マリーゴールド2色、

路ができるように力を合わせ、安全第一で工事を進めます。

ベゴニアと色とりどりの花300株を植えました。色とりどり

ご近所の皆さん工事中はご迷惑をおかけしますが、ご協力

のスマイル花壇が完成しました！

よろしくお願い

江

口グループが管理しているスマイル花壇は木場潟南園

します！

地です！今日植えたばかりの花ですが、これからモリ
モリ元気になって、山盛りのお花になりますよ！ぜひ見にき

を
ｍの道路
約３５Ｏ います
て
し
整備

てください！見に来るときはマスク着用で (^^)
よろしくお願いします!!

んも
木下さ チリ！
安宅のル花壇とパ
スマイ

域と
南加賀地結ぶ道路
を
港
沢
金

す！
楽しめま
夏頃まで

このニュースレターの他に、江口組公式ＳＮＳでも頻 繁に情 報を発 信しています。いいね、フォロー、登 録を

㈱江口組公式 Facebookページ

㈱江口組公式 Twitter

www.facebook.com/eguchigumi/

@eguchigumi

土木・建築・造園・ドライアイス洗浄と江口グループの工事現場を紹介します。
皆さんのご近所で見かけた時はよろしくお願いします(^^)/

江口グループの
新型コロナウイルス対策

お世話になっている石川県、小松市へ
寄付をさせて頂きました。
株

新

型コロナウイルス早く終息して欲しいですね。このニ

式会社江口組は来年創業100周年を迎えます。来年

ュースレターが発行する6月には少しでも収まってい

はそれを記念して色々な記念事業を行おうと計画中

て欲しいものです。江口グループでは「関係者から1人も感染

です。その一環として創業以来公共工事をさせて頂いた石

者を出さない！」を合言葉に感染予防対策を徹底し業務を進

川県と小松市へ寄付をさせて頂こうと考えていました。しか

めています。12月初めから2月末までは毎年インフルエンザ

し、今このコロナの影響で困っている方、またコロナ対策で

対策を行っていますが、今年はそれを延長し、さらに強化し

頑張っている方々が大勢いらっしゃるのを見て、来年考えて

てコロナ対策を行っています。本社では人との接触を減らす

いた寄付を１年前倒しして、今コロナの最前線で頑張ってい

ために、テレワークなどを行いオフィスで働く人の人数を8割

らっしゃる医療従事者の方々に使って頂けたらと思い、5月

以下に減らす努力をしていますし、来社された方には検温の

に石川県、そして小松市へと寄付をさせて頂きました。

実施、問診票の記入のご協力をして頂いています。また全社

少しでもお役に立てればと思います。

員で行う朝礼や会議は Zoomを使いWeb 会議を実施しま

から た
谷本知事
頂きまし
を
状
謝
感

した。そして工事現場では現場事務所内に飛沫防止にシー
トを設置し、マスクの着用、消毒液の使用を徹底しています。

我

々は「地域の皆さんの安心安全を守り、暮らしを豊か
にすること」が使命だと思い仕事をしています。もし

今災害が起こると大変なことになってしまいます。そうなら
ないためにも災害復旧や防災、減災の仕事を、コロナ対策を
徹底して行っています。しっかりと地域の皆さんのお役に立
てるようにと社員みんなで頑張っています!
た方には
来社され 協力
ご
検温の

メーター
ー
レ
カ
の
カレー王子
006

大好き
アルバが子
王
カレー

カレーの市民アルバが高校生の
時から大好き過ぎて、お店に許可
なくFacebookページを作って投稿して
いたら、いつの間にか「カレー王子」と呼ばれる
ようになりました。アルバのカレーが大好きなカレー王子が
メニューを紹介するコーナーです。よろしくお願いします。

消毒を設置
アルコール

今月ご紹介するのは
「お持ち帰りのルー」
です！アルバ小
松本店ではルーのお持ち帰りをやっています。
３人前が袋に
入ったルー、
１袋５ＯＯ円です。
小松本店で買うことができます
よ！そのルーをお家でお鍋に入
りルー
お持ち帰ＯＯ円です
れて温めるだけ！熱々のご飯に
３人前５
かけてお家でアルバの美味し
いカレーを味わうことができま
す(^^)ぜひご家庭でもアルバ
の味をお楽しみください！

用!
マスク着
の
江口組初
礼
Ｚｏｏｍ朝

所は
現場事務設置
を
シート

して現 場や社内の様 子、社内行事、現 場監 督の働きぶりを見てください！毎日どれかは必ず更 新しています!

㈱江口組公式 Instagram

㈱江口組公式YouTube

eguchigumi

EguTube

工事部

浦

直之

こんにちは︒あっという間に梅雨の時期になりましたね︒

夢大

お天気が悪いと外にも中々でられませんよね︒

酒井

今月はスタッフの
〝読んでみたい本〟です︒

工事部

酒井

工事部

基樹

工事部

松原小亜美

読んでみたい本は、
三浦しをんさんの「舟を編む」です。
周りの人が面白いと言っていたので
機会があれば読んでみたいです。
畦地

翔葉

クリエイション江口

中田さやか

畦地

工事部

翔葉

小松高校
●

お店を紹介、
みんなに
知ってほしいこと、
ご意見・
ご感想などが
ございましたら
ご連絡下さい!

●
稚松小学校

芦城公園

江口組

中央緑地
小松市役所
◉

●本陣記念美術館
公会堂
●

京町北
●
北國銀行

京町
空港軽海線

松任町
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