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「お金持ちになる人」
はここでわかる
江口グループ

皆

代表取締役社長

さんこんにちは！いつも江口グループわくわく倶

江口

充

ジティブなことばかり口にしていたのだ。

楽部を読んで頂きありがとうございます！ ちょう

お金持ちと同じことをしていれば、みなさんだってお金

ど原稿を書いている今はオリンピック真っ只中で毎日テ

持ちになれる。人気者になりたいなら、人気者がやってい

レビの前で釘付けになっています。何だかんだと言われ

ることをすべてそっくりコピーして自分でもやるようにす

ますが、やっぱりオリンピックいいですね！ 今月はパラリン

ればいい。そうすれば、だれでも人気者になれる。なぜな

ピックが始まります。これも楽しみです！

ら、同じことをしているわけだから。それと同じく、お金持

今月は内藤誼人さんの『お金持ちになる人の心理法
則』
という本を読みました。お金持ちになりたい人、多い

ちになりたいなら、お金持ちがやっていることをそのまま
真似してみればいい。簡単な理屈である。

と思います。自分もできたらなりたいです
（笑）
。その習
慣、考え方が書かれた本です。面白かったです！

私

「お

金持ちになる方法」
とか
「人生の成功法則」
という
ような本に出合うと、私には関係ない、
「もう年だ

は心理学者なので、いくつかの 手がかり に注目

し」
「そんな大成功しそうもないし」
と言ってはなから諦め

して、その人がお金持ちになれるのか、あるいは

たり、関心がない人がいます。しかし、仮にそうだとして

お金持ちになれないのかを、簡単に見抜くことができる。

も、これらの本に書かれていることをほんのちょっとでも

お金持ちには、お金持ちにだけ見られる特徴があって、

実践することは、前に進むことはあっても、後退すること

その手がかりに注目すれば、だいたい読めてしまうので

はないと思います。つまり、害はないということです。本

ある。たとえば、ここに2人の人物がいて、同じブランドの

当は、お金持ちになったり、成功したりすることは、結果

バッグを使っているとする。その2人を一瞬見ただけで、

であり、実は、そこに至るまでの
「努力」
や
「自分を磨くこ

私なら、どちらのほうがお金持ちなのか、あるいは、将来

と」
、
「向上させること」
というプロセスが大事なのだと思

お金持ちになれる人なのかがわかってしまう。では、どち

います。

らのほうがお金持ちになれる人なのかというと、
「ブラン

この本に書かれているメソッド…

ドのロゴが目立たなく、小さなバッグを持っている」
人の

●笑顔を使う

ほうである。本当のお金持ちは、ロゴがほとんど入ってい

●
「ツイてる人」
と付き合う

ないものを好む傾向がある。これはペンシルバニア州立

●
「みんなが持っているもの」
を欲しがらない

大学のジョナ・バーガーという心理学者が指摘している。

●
「人あたりがいい人」
を心がける

また、私はツイッターのつぶやきを見ただけでも、その人

●自分をホメるのがうまい

がお金持ちなのかどうかを見抜くことができる。どんな

●失敗しても、気に病まない

点に注目するかというと、つぶやきの内容がネガティブ

●
「プラスのこと」
をとことん探す

なものになっていないかどうかだ。カナダにあるケープ

●
「やる気スイッチ」
をいくつも持っている

ブレトン大学のスチュワート・マッカンが、4万人を超える

●贈り物は
「こまめに」
「少額」
「幅広く」

人のツイッターのつぶやきを分析してみたことがあるの

●
「自分がされて嬉しいこと」
でお返しする

だが、社会経済的地位が高い人(つまりお金持ち)ほど、

●相手に好かれる
「話し方」
を知っている

「悪口や愚痴をつぶやかない」
という明確な傾向が見ら

●
「ピン」
と来たことを逃さない

れたという。お金を稼ぐことができない人は、とにかくぶ

●オンリーワンの
「肩書き」
を持つ

つくさと悪口のようなものばかりをつぶやく。ところが、

●
「質よりスピード」
を重視する

お金持ちのほうは、
「天気がよくてサイコー!」
である とか、
「気持ちのいい人に出会えてラッキー!」
というように、ポ

成功者のマネをして…よいと思うことは少しでも行動
に移したいなと思います。

４

代目の江口グループ現場だより

土木クイズ 土木Q が
土木広報大賞優秀賞を受賞！
！

2

月９日に土木学会から土木広報大賞2021の審査
結果が発表されました。その中になんと！
！江口組

採用活動で SNSを活用している江口組が
日経コンストラクションに登場！

日

経コンストラクションは、土木業界のニュースや最
新技術、そして施工事例などあらゆる土木業界の

ファン創りプロジェクトが応募した
「土木クイズ 土木Q 」

動向をまとめた日経BPさんから出版されている土木専門

が教育・教材部門において優秀賞を受賞致しました〜！
！

の雑誌です。その日経コンストラクションに江口組の記事

今

回で３回目となった土木広報大賞。
2020年は行わ
れませんでしたが、その時に土木広報界ではレ

ジェンド的な存在のデミーとマツさんが主催し「デミーと

が掲載されました！

江

口組が登場した日経コンストラクションは「土木に
もインフルエンサー」という特集です。その中で江

マツの土木広報大賞」
として開催されました。
この時、
江口

口組はSNSを使い採用活動を行なっているということを

組はCHIKACO姉さんが賞を頂きました。そして、今回も

記事にしてもらいました。取材では、SNSを使い土木広

賞を頂き土木広報の賞としては２年連続の受賞となりま

報をいろいろとやっていることも話をしたのですが、SNS

した！

を使った採用活動している企業が少ないようで、そこに注

江

江口組では土木のことを知ってもらいたいという
想いで土木広報を頑張っています。大変なことも

ありますが、このように賞を頂けたことはとても励みにな

目してもらいました。

こ

の日経コンストラクションの記事ですが、有料版
ですがWeb版にも登場しています。

ります！ これからも土木の魅力を伝える土木広報をがん
ばっていきたいと思います！
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江口組の新しいパンフレットが
完成しました！

江

口組の新しいパンフレットが完成しました。以前
のものより、多くの社員が登場し働く姿、仕事へ

の想いを熱く語ってくれています。また工事現場や社内
の雰囲気がよく分かるようにまとめてもらいました。この
新しいパンフレットが欲しいという方はアンケート用紙、
もしくはホームページの問い合わせページから「パンフレ
ット希望」と明記し送ってください。無料で送らせて頂き
ます。

の
ョン江口
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イ
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髙橋です

花粉症対策について

ちょっと暖かくなってきましたね♪ 暖かくなってきて、怖いの

の中を舞いやすくなるので適度な湿度にすることで花粉が飛ぶ

が花粉！ 私も花粉症なので、この時期はいつも憂鬱です！ 花粉

のを防げます。加湿機能付きの空気清浄機でお部屋の空気をき

症はくしゃみや鼻水はもちろん、目は痒くなるし、のどは痛くなる

れいにして、花粉が飛ばない部屋にしてみてはいかがでしょうか。

し、頭はぼーっとするし、いいことなんてありません！

３．壁紙を交換してみませんか？

今回は花粉症の方に向けて《家の中の花粉対策》についてお

壁紙を抗アレルギーの物に交換してみませんか？ 実はアレル物
※

話したいと思います。家で花粉症の症状が起きるのは、家の中

質 の働きを低減する壁紙があるんです！ 壁紙表面のアレル物質

に花粉が入ってしまうから。でも生活していくうえで花粉の侵入

低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触しその働きを低

を防ぎきれないですよね。

減させます。アレル物質の多くは部屋の中で床上１ｍまでの空間

あ！ 家に帰ってきた時に花粉を払おうとしてたたくのはダメで

を浮遊すると言われているそうで結構高さがありますよね！ ソフ

すよ！ 花粉が舞ったり、繊維の奥に潜り込んでしまう可能性があ

ァや床に座ったら、浮遊空間の中に居ることになってしまいます。

るので粘着シートなど使ってくださいね(^^)!

意外と多い「通年性アレルギー性鼻炎」

【家の中での花粉対策】 １. 洗濯物は部屋干し
２. 掃除はホコリに注意
３. 思い切って壁紙を交換!
１. 洗濯物は部屋干し
オーソドックスですが 花粉症の方が最も避けた方がいいのが
【洗濯物の屋外干し】です。洗濯物を屋外に干していると、外に
舞う花粉が洗濯物に付着して屋内に取り込む際に花粉が家の中
に入ります。
２．掃除はホコリを舞い上げないように！
花粉は比重が重いです。ホコリといっしょに溜まっていくので

日本のアレルギー性鼻炎（通年性・季節性いずれか）の患者数
は潜在・顕在合わせると人口の約65％にのぼる可能性があると
言われています。花粉の時期だけでも大変ですが、一年中だと気
持ちも落ち込んでしまいますよね。お家での暮らしが少しでも快
適になるお手伝いが出来ればと思います。
※アレル物質とは・・・アレルギー症状の原因となる物質のことで、よく知ら
れているものとしては、ダニの糞や死骸、ペットの毛などのハウスダスト、
スギ花粉等です。

家にいる時くらいはせめてゆっくりできるように今回の対策を
参考にして頂けたら嬉しいです(* ω *) 皆様が快適に過ごせます
ように！

一緒に掃除しましょう！ ただ、掃除機やホウキを使ってのお掃

壁紙が気になった方はクリエイション江口の

除は花粉が舞い上がってしまうので、フロアワイパーなどでお掃

髙橋までぜひご相談ください！ もしくは、今回

除するのがおススメです！

アンケート用紙を同封していますので、ぜひそ

また、空気清浄機も有効です。花粉は乾燥している方が部屋

ちらにご記入してくださると嬉しいです！

お問合せ ↑
フォームはコチラ

こんにちは。
朝はまだ肌寒く、なかなか布団から出れません
今月のテーマは……そんな寒い日でもホッとする
朝の至福のひととき です。
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