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  神様はおもしろがった人に味方する。
江口グループ　代表取締役社長　江口　充

ご  ぞう ろっ ぷ

むしば
なさんこんにちは！いつも江口グループわくわく
倶楽部のニュースレターを読んでいただきありが

とうございます！今年の梅雨の雨はひどいですね。各地
で大雨が多発しています。大きな被害の様子をニュース
で見ると本当に辛くなります。この地域に降る雨も強め
の雨ばかりで、シトシトと降る雨が全くありません。皆
さんの所にこのニュースレターが届く頃には梅雨も明け、
夏がやってきていることだと思います！

月は小林正観さんの『宇宙を貫く幸せの法則』と
いう本をご紹介します。コロナが流行る前からで

すがネットでの誹謗中傷がひどいなって感じることがあ
りました。そしてそれは益々ひどくなる一方のように思い
ます。それと不平不満や愚痴。この本を読むとその言葉
気をつけんなんなって思います。

解を恐れずに言えば私の価値基準は一つ、損得
勘定です。つまり自分にとって得なことはやるけ

れども、損なことはやらないというそれだけです。それ
は他のどの先生とも違うところかもしれません。おもし
ろいことに、損得勘定が完全に頭に入ってしまうと、人
間は声を荒げなくなります。イライラしなくなります。声
を荒げイライラした結果、人間は自分で毒素を出して、
その毒液が五臓六腑をどんどん痛めつけます。誰が一
番損をするかというと、その言葉を発した本人なのです
から。

ういう実験があります。一升瓶に普通の心理状
態で息を吹き込め、そこにハエを一匹入れると

40分くらいで窒息死してしまう。ところが、激怒した状
態の息を吹き入れて同じ実験をすると、中のハエは3分
くらいで死んでしまいます。毒死です。人間が怒ったと
きは自分で気付かないだけで、毒気を吐いているのです。
私たちは体調が悪いとき、よく愚痴や泣き言をこぼして
いるように思っているでしょうが、実は不平不満、愚痴、

泣き言、悪口、文句（私はこれを五戒と呼んでいます）と
いう否定的な感情が肉体を蝕んでいるらしいのです。

と親しいある外科医の話ですが、患者の家庭環
境を分析した結果、怒鳴り合っている環境で生

活している人と、穏やかな言葉が飛び交う家庭で生活し
ている人とでは、明らかに前者のほうが病気になる確率
が高いということがわかったといいます。宇宙の方程式
からすれば、先ほどの実験のように、「ばかやろう」「つ
らい」「悲しい」といったネガティブな言葉が体内の水の
細胞を破壊し、それが病気を招く原因となります。言葉
の持つ力は大変なものです。

体についてだけではありません。仕事も同じです。
たとえば民宿の経営でいえば、家庭や職員が喧

嘩していたり、いがみ合ったり、仲が悪かったりすると、
外見は立派でも本当にお客さんが来なくなるという現
象が実際に起きてしまいます。

林正観さんはこんなことを言っています。『次か
ら次へやってくる現象に対して、どんなことがやっ

て来ても、愚痴を言わない、泣き言を言わない。落ち込
まない。それから相手を攻撃しない。非難しない。中傷
しない。それを笑顔で受けて止めて「あー、これが私の
人生なんだね」って思って、笑顔で生きていくことが今
生でのテーマなんです。』

して…『おもしろがった人の勝ち。神様はおもし
ろがった人に味方するのです。』

　言葉は薬にもなるし、毒にもなります。人を笑顔にす
ることもできる変わりに、人を傷つけることもできるの
です。だからこそ、愛ある言葉、人をあたたかくする言葉、
「愛語」を多用した方がいいなって思いました。そして、
どんなことも「おもしろがってしまう」。神様はおもしろ
がった人に味方するそうですよ!!
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代目の江口グループ現場だより４
初めてのZoomを使った

Web安全大会を行いました！
子供たちの笑顔が

いっぱい咲きますように!!

年は新型コロナウイルスの影響でいろんな行事やイベン
トが軒並み中止になっています。夏の花火大会もです。

全ての花火大会が中止になり、花火を作る花火師さんたちはか
なり苦労されているそうです。

の知り合いで秋田県で花火師さんをされている方がい
らっしゃいます。その方も大変苦労されています。そんな

苦労されている花火師さんたちが手持ち花火を作りました。本
来ならば、夜空に打ち上げる大きな花火を作る花火師さんです
が、今年は打上げ花火を作ることができず、その代わりに心を
込めて作った花火です。花火師さんたちを応援しよう、少しで
もお役にたったらいいなと思ってその手作り花火を購入するこ
とにしました。

の日本三大花火の一つ秋田県の大曲の花火でも打上げ
る花火を作っている花火師が作る手持ち花火です。それ

だけでもすごい花火のような感じがします。
の花火を白楊幼稚園の園児たちにプレゼントさせてもら
いました。子供たちもコロナの影響で、いろんな制限が

あって、思いっきり遊ぶこともできないし、遊びに行くこともで
きません。もしかしたら夏の花火大会を楽しみにしていた子供
もいるかもしれません。そんな子供たちに少しでもこの花火で
楽しんでもらえたらなと思い昨日花火を幼稚園に持って行きま
した。花火を子供たちに手渡すと、子供たちがすっごく喜んでく
れました！花火を掲げて喜んでくれました！取材に来てくれた新
聞社の方たちのインタビューにも子供が答えてくれて可愛らし
く元気に質問に答えていました。この花火をして、もっと笑顔に
なって欲しいなと思います。

年、新型コロナウイルスで大空に花火が咲くことはでき
ませんでした。その代わりにその花火を作っている花火

師さんたちが心を込めて作ってくれた花火で、子供たちの大き
な可愛い笑顔がいっぱい咲きそうです(^^)

月1日～7日までは毎年全国安全週間です。それを前に
江口グループ安全協議会安全大会でも安全大会を毎年

開催しています。今年は三密を避けるために、例年のように皆
さんに同じ会場に集まってもらって開催するのではなく、
Zoomを使ったWeb安全大会を開催することにしました！準
備もいろいろ大変でしたし、本番でもちょっとしたハプニング
がありました。でも、無事に終えることができてよかったです。
録画した動画を見て振り返ると初めての試みにしては、いい感
じだと思います！

ロナで緊急事態宣言が出された4月。人が集まること、
各種イベントや行事が軒並み中止になっていきました。

いつも100人ほどが集まる安全大会も最初は中止にしようと考
えていました。少人数で安全祈願をして、それで終わりにしよう
かなと…。

う考えてたんですが、安全って工事現場で仕事をするも
のとしてとても大切なこと。安全で仕事をする責任はと

ても重いものです。そのためにも毎年全国安全週間が始まる前
に安全大会を開催し、安全に対する意識をさらに向上してもら
い参加者全員、そしてその関係者が心を1つに無事故無災害で
仕事をするぞという気持ちを高めるのは大事なことです。そう
やって考えていた時に、会社でZoomを使って朝礼や会議をす
るようになりました。会議をやっていたら「これって使えないか
な？」ってふと思ったことをきっかけに「Zoomで安全大会やる
ぞ！」ってことになりました～。

ろいろありましたが（笑）無事に終わってみると「やって
よかった！」そう思えます(^^) 協力してくれた社員、そし

て安全協議会の皆さんに感謝です！

子供たちの笑顔が

見れて嬉しかった(̂ )̂

Ｗｅｂ安全大会の様子

参加者の皆さん
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㈱江口組公式Facebookページ ㈱江口組公式Twitter
www.facebook.com/eguchigumi/ @eguchigumi

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
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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(̂ )̂/

カレー王子の
カレーメー

ター

今月ご紹介するのはカレーじゃなくて、スパゲティ「野菜
玉子スパゲティ」です(^ )̂ ふわふわトロトロ玉子が

載ったスパゲティ～自家製マ

ヨネーズもいいアクセントに

なって美味いっす!! カレー

の市民アルバはカレーはも

ちろん美味しいけど、スパゲ

ティも美味いっすよ～!!

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。

アルバが大
好き

カレー王子

就職活動を頑張る高校生へ、江口組で
頑張っている先輩たちからのメッセージです

月のニュースレターでも書きましたが、就職活動をして
いる高校生の皆さんは例年と違って新型コロナウイルス

の影響でなかなか上手くいかずに不安を抱えている高校生が少
なくないと聞きます。そこで江口グループでは就職活動を頑張
っている高校生たちを応援しようと建設業で働く様子や、会社
のことを情報発信しています。いつもやっていますがSNSをさ
らに頑張っています。

して今月は江口組で頑張っている先輩たちから就職活動
を頑張っている後輩たちへのメッセージをお届けします。

今年4月に小松工業高校から入社した新谷一真くん。そして小
松商業高校から入社した村木絵里香さん。2人とも入社して3ヶ
月半が経ち、少しずつ会社にも仕事にも慣れて一生懸命頑張っ
ています！この2人も1年前は高校生で、ちょうど今頃就職活動
を控えていた時期でした。その2人から、これから就職活動を
控える高校3年生たち、後輩たちに応援メッセージをくれました
ので紹介します。

ふわふわな

玉子野菜スパゲティ

職活動を控える後輩たちに向けて、先輩からの温かい、
そして心強いメッセージとアドバイスでした！就職活動を

控える高校生の皆さん頑張ってくださいね!!
の2人のメッセージを含め、2人が就職活動でしたこと、
気をつけたことなどをインタビューしました。もちろん、

インタビューしたのはCHIKACO姉さん!! CHIKACOの部屋へ
2人にはゲストとして登場してもらいました～。その動画を江口
組のYouTubeチャンネル「えぐチャンネル！」で放送中です。初

めての収録で緊張した
様子もありましたが、
後輩たちに向けて自分
の想いをしっかりと話
してくれました！ぜひ
「えぐチャンネル！」で
2人のインタビューを
ご覧ください！

江口組工事部　新谷一真（小松工業高校卒）
　就職活動で会社を決める時には、デュアルシステムが本当にいい

機会だと思います。自分もデュアルシステムで江口組に来て、ここで

働こうって決めました。でも今年はコロナの影響で中止になって残念

だったと思います。でもデュアルシステム以外にもできることがあると

思います。例えば、将来現場で役に立つ測量などを勉強することで

就職に向けていい準備ができると思います。そして、求人票だけでは

会社のことが絶対によくわからないと思います。今はホームページや

ＳＮＳがあるのでうまく使って調べることが大切だと思います。

江口組総務部　村木絵里香（小松商業高校卒）
　今の時期、就職を考えている高校生の皆さんは就職活動のこと

だけじゃなく勉強の面でもとても大変かと思いますが、自分の将来

のために少しでも気に入った、働きたいと思える会社に就職できるよ

うに頑張ってください！決めるのは自分なので、投げやりにならずによ

く考えて決めてください。諦めずに頑張ったら必ず自分にあった会社、

行きたい会社が見つかります！

花火師さんたちが

心を込めて作った花火

子供たちにプレゼント
取材を受ける

子供たち。可愛い！

先輩２人からの

メッセージ！
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㈱江口組公式Instagram ㈱江口組公式YouTube
eguchigumi EguTube

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!
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こんにちは。暑い日が続きますね。
今月は“子供の頃に好きだった遊び”を聞きました。
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