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ハンガー戸

アルミは軽いからできるんですね。
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今月もたくさん勉強させていただきました！

さあ、三島硝子建材に昼がきた！「サラメシ」全国放送！！

大阪市中央区道頓堀1-6-14 平松扇屋ビル ２Ｆ

撮影終了後に「サラメシ」製作スタッフの皆さんと一緒に記念撮影です。

テレビマンユニオンの金井さん、本当にお世話になりました。

この１０分ほどの出演に３日間の取材と早朝から３日間の撮影。

そして、何よりも凄いのは会社の持っている本質を短い期間でぐっと掴み

中心になるシーンをサッと抜き出すこと。

じっと見る目に長寿番組を次々と連発する理由が分かった気がします。

去年から１年間、待っていただいて有難うございました。

１年後に出演依頼を頂いた時は泣きそうに嬉しかったです。

たくさんの人が救われた気がしました。

放映後も連絡頂き、カメラマンの浜ちゃんまでLINEを頂きました。

家族のようなあったかさがありました。

もっともっとみんなで精進して、世の役に立てる会社になり

またいつかどこかで会えることを楽しみにしています。有難うございました！

サラメシの様子。スタッフさんに囲まれて

食べるのは緊張しましたね～。

最初みんな表情が硬かったんです。

そこをカメラマンの浜ちゃんが

和ませてくれました。

さすが日本一のカメラマン！

笑わせてもチャンスを狙って

目は真剣にファインダーを覗いてる。

すごいなぁ～。

かに道楽の右隣のぼてじゅうのビルと大阪王将

のビルに挟まれたビルの２階にあります。ほんと

是非、ミティラー体験してみてください。

外の喧騒がウソのような異空間が

健太！こんな時はいつでも

アップで映るなぁ！

男前やからそうなってるのか！

いい会社に見えますね(笑)

今回、みんなそれなりに

テレビに映っていたようで

よかったなぁ～ (＾◇＾)

みんなで仕事止めてテレビ見たよ！

誰かが出る度に歓声が (^O^)

逆側から撮ったった！(笑)

     撮影される側はこんな感じ。

奥でピースしてるのは金井ディレクター

まぁ、金井さん～、ピースして(笑)

すごく愛嬌のあるあったかい人。

大きな愛と正しさを持った人でした。

有難うございました。

ダットとターイが初のドーム！野球観戦！

ラッキー７の風船飛ばし！ダット、まだ飛ばしたらあかんよ！ひとっさん嬉しそう！

三協アルミさまから京セラドーム

ビスタルームに招待してもらいました。

いつもありがとうございます！

毎年、何回かビスタルームに招待してもらいます。

三協アルミさまと大阪シティ信用金庫さまです。

本当に毎回、みんな喜んでおります。

僕らだけではもったいないので誰か一緒に行ってくれないかな？？

募集します！  

今回はオリックス対阪神。 この日は阪神勝って良かったね！

ん？ん？よくない？？？？

えー！オリックスファン！！そーいや風船の色が！！！！

しのさんからめっちゃでかいスイカもらった！！

インドレストラン 「ミティラー」

見よ！このスイカのでかさと鮮やかな包丁さばき！！

なんかナムちゃん、師匠みたいじゃない？？(笑)

現場から大岡さんのLINE。

「個人宅の現場でカギ交換してたら

スイカ頂きました～」

「え。え。。なんでなんで？？」

「しのさんです」

「えー！！！！」

たまたま、施主さんがしのさんでした。

しのさんは以前でもみしま新聞で紹介させても

らったのですが、道頓堀のインドレストラン

「ミティラー」のオーナーさんです。

このお店すごいんです。

人種のるつぼというか。。

しのさんの強烈な交流の広さもあって、

日本人にとどまらず、色んな人が集まります。

７月にはあのスキップマーチンがミティラーでライブします！！

クールアンドザギャングのボーカル。グラミー賞もとってます！

誰って？いやいやみんな知ってますよ、この人の歌は(^^♪

もうすでにチケットは完売ですが、いやはや、しのさんすごい。。。

みんなの就業規則説明会

フォージョウハーフさんと一緒に一年かけて作り上

げました。みんなが幸せになるための就業規則。

三島硝子建材はどうやって４７年続いてきたのか。

そこにはみんなのどんな想いがあったのか。

これから私たちはどこに向かうのか。

みんなで幸せに進んでいくにはどんなことを

誓うのか。

たくさんの想いが詰まっています。

みんなで一緒に仕事を通じて世の中の役に立てる

人間になろう。そして自分の子供やまだ見ぬ

僕たちの子孫に、僕たちが生きた証、生き様を伝えていこう。そんな就業規則ができました。

フォージョウハーフさま、本当に有難うございます。野波さん説明してくれてありがとう。

神野さん淡路島からありがとう！ KES社労士事務所代表

株式会社Niesul代表取締役であるとても美人な

神野沙樹さんから、たまねぎ！送ってもらいました！

ハコには大きく「祝！サラメシ出演！」と。。。

でカレー用にとたまねぎ！農家お勧めのええやつ！

玉葱と一言。心配りがめちゃめちゃ嬉しかった～。

ほんと大好きな人です。今回のサラメシもアメブロに

書いてくれています。

これは、テレビに出たおべんとうの会ではなく

みしま食堂でしっかりカレーにさせてもらいますよ！

見て、このあゆみさんのシメシメ顔！悪そうでしょ(笑)

「“私たちの仕事はね”と活き生き話す人があふれる

世の中に」  これがKESの理念！

一度サイトとブログをのぞいてみてくださいね！

神野さんありがとうございました！また来てね！
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～ MGK便り ～ 快晴～！！！

ホーチミンはもうすぐ雨期も終わり！

気持ちいい空が広がります！写真の3つの工場のうち

真ん中がMGKです。３つともではないですよ！

今回のＭＧＫ便りは写真多めに紹介します！

川を渡る船の上です。

これ、川を渡る船の上なんです。デカい川！

とにかく南部なんですが、

すみません！地名が分かりません！

こうやって対岸から迎えに来てくれます。

こんなんが、川岸に何カ所かあって

人や生活物資を運んでいます。

そのうち、橋がかけられて、こんな風景も

無くなるのかもしれないですね。
船の上でも宝くじは売りに来はります。

根強い人気というか、買う人もよく見かけます。

ここはレストランです。

作りがよく分からないのですが

奥が厨房で両サイドにテーブルがあります。

雰囲気、いい感じでしょ？(*^-^*)

トアさんとトムさん ベトナムの新鋭

真ん中の２人がトアさんとトムさん。

この２人すごいんです。

なんでもコンピューターで作ってしまう。

自作でやっちゃうんです。

トアさんは日本、トムさんは韓国で２人共

大学卒業後、技術者として８年間働いて

２人で母国ベトナムでやろう！と手を組み

会社を設立しました。

ジャンルは問わず、何でも思い通りで作ってしまう。

ここには限界がない自由な世界がありました。

自作のNCルーター加工機。

なんでもやっちゃう。他にもたくさんありました。

自宅用に何か作ってほしくなります(笑)

めっちゃでかい海老！！ぷりぷり！！

さすがベトナム！美味しかった！！

今回、富士インパルスの山田社長と高由金属の高島社長

と一緒に伺いました。高島さんの会社は

家族みんなで一緒に働いている凄く大きな会社です

。大学の研究者からの依頼の仕事など、これぞ日本の技

術レベル！というような高い技術を持っておられます。

考えられます？シャーペンの芯に50ミクロンの円心穴をあ

けれるんですよ！すごいでしょ？！

全部機械でちゃちゃちゃっとやってしまいます。びっくりで

す！日本の中小企業の技術はすごい！三島硝子建材も

負けずに頑張っていきましょう！世界は広い！

富士インパルスの山田さんは、関西の

経済界では超有名人。

２０１４年のベトナム、サン国家主席が

来られた時や今年６月８日に行われた

フック首相との経済対話会にも参加され

ています。

1984年にベトナム難民を正社員として

受け入れ、1994年には彼らの母国を思

う気持ちに応え、ベトナム富士インパル

スを設立。今は日本のものづくり会社が

消滅する危機感から、自分がやれること

をと、中小企業のベトナム進出企業を応

援する会社、ザ・サポートベトナムを起

ち上げておられます。

ナマズの唐揚げ！

ベトナムでナマズをよく食べます。

最近のニュースでもありましたね。

日本でベトナム産ナマズをかば焼きにして売って

います。

味は美味しいですよ。身はふわふわしています。

右は野菜のお鍋ですが、何が入っているか私には分かりま

せんでした！すみません。

味付けはベトナムによくある少しすっぱい感じのものです。

廣井部長の昼メシチェック！

廣井部長はいつのベトナムに来ると、給食の写真を撮ります。

愛する喜美さんにメールを送るんです。

喜美さんの職場で話題になるのだそう。いい夫婦ですねー！

仲良さそうでほんと何より！

本当は、偏食気味の部長の健康を誰よりも心配してるんですよ！

部長！分かってる？？？？？

しっかり食べて、元氣であと４０年頑張っていきましょう！！

この空！くる気配が充満してるでしょ？(笑)

ベトナムのスコールは強烈です。

この前は近所の工場の屋根が強風で飛ばされて

しまいました。雨が降る時間は

長くは続かず２時間くらいが多いですが

一気にきて一気に去っていきます。

ちょっと

現場見てきまーす！

颯爽とバイクに乗って現場に向かうタインとフン。

今度の現場の下見に向かいます。

現場では監督のDUCさんが丁寧に説明してくれました。

みんな仲良くなりました。ヴ―がしっかりノートを持って

聞き洩らさないようしっかり確認してくれています。
看板がつきました～！

ザ・サポートの井上先生。

実は元大手某広告代理店にいたことがあるのです。

経歴は多才そのもの。元オリンピック候補選手でもあり

海外実務経験も豊富で、本も出版しており、びっくりするくらい

すごく頭脳が優秀な人です。不思議な人です。

この看板、井上先生が考えてくれました！

あざーっす！

自腹で付けてくれました！ヤッター！

某大手企業のロゴとかも作っており、綺麗に作ってくれました。

ちなみに下に貼ってある白い紙はお隣のG-METALさん

のワーカー募集の張り紙です。

めっちゃ応募あるそうです。みんな見てるのね。

安全靴が入荷した！

安全靴のサイズ合せです！

ひとつ４００円くらい。

サイズは合ったかな？

ヘルメットも買ったし

脚立も買ったね。

どんどん揃ってきた。

施工準備は楽しいかな？

頼りになる後ろ姿 その１

コーキング台を

あるものでサッと作ってしまう

廣井部長。さすがです！

ベトナムではこういう工夫が

必要な時が何回も出てきま

す。ありがとう。

部長がいてくれて良かった！

頼りになる後ろ姿 その２

入荷する予定の部品が

工場が止まったので入荷しない。。

えらいこっちゃ！

となりましたが、すかさず動いたのが

タインくん。色んな会社と話しをして

調達できる約束をとりました。

頼もしくなってきたね！

頼りになる後ろ姿 その３

事務所は任せて！

そんな感じで

ヴ―くんは発注やら、

納期管理を

してくれています。

来客があった時の

対応はさすがです。

ヴ―の笑顔は

日本人女子をも

虜にします！(笑)

後ろ姿ではないですが頼りにしてます

フン、たくさんのサッシの

確認手直し作業ありがとう。

手が速くなってきたね！

日本では。。。

ナム、ターイ、ダット

３人共、お昼寝中。。。

あゆみさんの

隠し撮りでした(*^-^*)

遅くまでお疲れ様。

昼からしっかり頑張って。

～ お知らせ ～

〇 シンモイ水事業 ６月売上 ６９，４００円

  今月も有難うございました！

○ ６/３０金曜日 夏越の大祓 巽神社

○ ７/１土曜日１３：１０～ 木鶏会

○ ７/２日曜日 日本語検定

中井貴一のサラメシの出演の際に、たくさん

の方から、応援のメッセージや温かい言葉を

頂きました。懐かしい方とも会うことができた

り、ご縁をつなぐことができました。

まだまだ、未熟な会社で、皆様のご指導が無

ければ何もできない状態です。

日頃のみなさんの応援が身に沁みた機会と

なりました。。

皆さんの役に立てる会社になり、役に立つ人

になろうと全従業員で精進していきます。

これからもご指導を宜しくお願い致します。

本当に本当に有難うございました。
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