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(株)守下ガラス 米村様 ライフステージ大仙ゴミ置き場

ＳＴフロント70 片引きセミオートドア

創進 社長様分 AOKI 八尾店 LIXILダブルスライドオートドアパネル庇

宝トーヨー住器(株) 社長様 ラ・ポーズ スチール 焼付FIXと框ドア本体

今月もたくさんの勉強させていただきました！有難うございました！

施工途中の写真ですが、元々あったゴミ置き場の屋根が取付面の方向から勾配

ついていたり、ゴミストッカーを外に出す開口を確保するために上ﾚｰﾙをゴミ置き

場の幅より長くしたかったりで、取付下地をどう作るかが問題でした。

サッシを外側に持ちだすことで新たに下地面を作らせていただきました。

下のレベル差も５㎜ほどだったので、問題なく納めさせていただきました。

有難うございました！

またまたAOKIさんのサッシを付けさせていただきました。

このアルミ庇、とっても強いんです。薄いし出幅が大きいし、なんか折れそうでしょ？

でも大人がこの庇の上に乗っても大丈夫なんです。めっちゃ強い。

根元にある下地には強度が強いアルミ合金を使用しているからなんです。

このアルミ庇は多少のたわみがあり衝撃を和らげるので、落下物による危険防止にも

最適なんですよ。今回はLEDライトを埋め込んで納めさせていただきました。

シルバーのダブルスライドドアを綺麗に照らしています。有難うございました。

奈良新大宮にあるフランス菓子の

ラ・ポーズさん。

ルクア大阪にも店舗を出されている超

人気店。

今回は店舗改装につき、既設のスチー

ルサッシを残して両袖のFIX部に新しい

ガラス枠を入れ、ドア本体を取替えさせ

ていただきました。

他にアルミサッシのお仕事もさせていた

だきました。

新大宮の駅から1分という立地ながら、隣のカフェは緑の中に囲まれた空間になっており、

色んなパンケーキがあります。夜もライトアップされた森を眺めながら食事できますよ！

9/1のリニューアルオープンに関わらせていただき有難うございました。

『Lunch On ! 』 （サラメシ・シーズン７ 第９回）

ＯＡ：2017年10月12日（木）13:30～13:53（日本時間）

再放送：10月12日（木）17:30～17:53

13日（金）01:30～01:53、07:30～07:53

ＮＨＫワールドＴＶにて、海外放送

サラメシ英語版の「 Lunch ON ！」で三島硝子建材

放送分が世界１４０か国で放映されることが決まりました！

６月に全国放送していただいた、「中井貴一のサラメシ」。

テレビマンユニオンの金井ディレクターから連絡いただき、

三島硝子建材放送分が英語版の「Lunch on！」に取り上げてもらうことに

なりましたー！有難うございます！

世界140か国で、3年ほどにわたって複数回放映される可能性があります。

ベトナムでも複数のケーブルテレビにて放映されるそうです。

実習生の家族に届けたいです。本当に嬉しい。

ちなみに日本ではAmazonTVなどや携帯アプリで視聴可能です。

高良くん歓迎会！

みしまのみらい みしまの大切なもの

旧ベトナム寮、お世話になりました。

アルミペン立て好評！

トゥアンくんが来てくれました。

頼りになるのは。。。

ナムちゃん施工中 浪速高津宮さん坂石玉垣が完成

東大阪商工会議所さんの取材

陽明学講座開催中

今年３月に創業からのベテラン社員さん達に集まってもらい、「みしまの大切に

してきたこと」を出し合ってもらいました。今回は、これからを担う世代編。

３０代を中心に集まってもらい、今「みしまが大切にしていること」を出し合って

もらいました。その２つを比較してみると。。。

次回、１０月２日、「これからのみしまが大切にすること」が決定します。

１０年後のみしまのみらいを達成する為に、どんなスピリッツで臨むのか。

これがはっきりと目の前に現れます。こうご期待！

長いことお世話になったルネ

シャレードともお別れです。

みんなで感謝の思いも込めて

日曜日に掃除をしました。

日本人社員も何人か出てきてく

れて掃除を手伝ってくれまし

た。本当に有難うございまし

た。写真はみんなで台所の壁

を並んでせっせと磨き上げてい

ます。宴会をしたり、ケンカが

あったり、勉強をしたり、色んな

ことがありました。

それもみんないい思い出になりました。次に移る「ことぶき寮」ではまたどんな思い出

を作るでしょうか。ひとまず、お世話になりました。

奈良東大寺参道にある老舗お土産屋さんの「仁王堂」さん。

ペン立てをアルミで作られへんかなぁ。。とスタッフである

詠子ねえちゃんより命令が下った。すると妹であるあゆみさん

から命令が下った。「高良くん、やってみる？」口調は優しいが

絶対命令である。８月に入社したばかりの高良くんでしたが、

気持ちよく２つ返事。「了解です、やってみます！」さすがに鹿

児島県人の気質を引き継ぐ男！綺麗に仕上げてきました。

喜んでいただき、なんと有難いことに御礼のお菓子まで頂きま

した。本当に有難うございます。

鹿さんや大仏さんに会いに奈良公園へお越しの際には、個性

あふれるスタッフで賑やかな仁王堂さんへお立ち寄りください

ませ。また、こんなもん作れるの？など、何なりと注文をお待ち

しております！

これは台風前の光景。

ハンガードアの隙間から雨

が入ってくるだろうと田中部

長が雨の中、自ら目張りを

してくれています。昔から

これがみしまの強さです。

今年２月の豆まきの時に来てくれた配管工事のプロ集団、北野工業さん。

門田さんと橋口専務がベトナム実習生第一期生トゥアンくんと一緒に日本語教室に

来てくれました。まだ日本に来て一カ月くらいですが、漢字テストもほぼバッチリ！

素直に積極的に何でも挑戦してくれました。これからも宜しくお願いします！

橋口専務、口調は厳しいですが見つめる目線は誰よりも優しい。職人でした！

ナムちゃんが東大阪

にある某現場でタナ

ベサッシ親方に施工

を教えてもらいまし

た。ここでは準備の大

切さを学びました。

ベトナムではMGKの

主力としてみんなが

ナムの帰りを待っています。できるだけのこと

を覚えて帰ろうとしています。あと少しの日本

生活です。ケガしないようにね。

８６６年より１２００年近くに

わたり大阪を見守り続けて

きた谷九にある浪速高津

宮さん。この度、縁あって

坂石玉垣を奉納させて頂

きました。小谷宮司さんに

みんなの安全や会社の発

展を祈願していただきまし

た。これからもこの場所で

未来永劫ずっと見守ってい

ただけます。南面にある相

合坂にあります。

東大阪市商工会議所さんに取材をして

いただきました。広報の小林さんに話を

聞いていただきました。

話は尽きず、ベトナムの話やこれからの

町工場を始め、東大阪の役割、働き方

や生き方まで話し合いました。

「ラグビーの町東大阪市」はもちろんですが、働くことが人を幸せにする

「町工場のまち東大阪市」から日本が良くなるように精進していきます！

木鶏会！ほふく前進？東京タワー？

今回の木鶏会は致知より

「師と弟子」

みんなから温かい心の言

葉が集まりました。

みしま独自の派手なパ

フォーマンスは、高山さん

によるほふく前進あり、慰

安旅行前の期待から東京

タワーあり、盛りだくさん

で盛り上がりました。
スカイツリーでなく東京タワーなのね。

あゆみさんがはまっているもの。

それは陽明学です。江戸時代、吉田松陰

や西郷隆盛が夢中になって勉強した学術

思想です。

人にはみんな平等に良心が備わっており、

意識せずともそれをみんなが認識している

というもの。

三島硝子建材にも来てくれた世界的にも有

名な現代陽明学の第一人者、難波征男先

生の講義に夢中です。

世界が平和になるように、今、世界中で再

注目されています。

高良くんの歓迎会が

ありました！

まだまだ緊張気味で

はありますが、これ

から人の役に立つ

仕事ができるように

なるようしっかり色んなことを覚えていきます。

みなさま、これからご指導をよろしくお願い致します！

おべんとうの会コレクション！

今回も英子お母さんの作ってくれた

お弁当の数々です。たまらんおかず

が続きます。本当に幸せなお昼ご飯

を頂いています。有難うございます。

ナムちゃんのこの表情は爽やかさ

のない中年のおっさんの笑顔に対

する感想だそうです(笑)
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SHINE(社員）旅行 ～2017 東京～

三島硝子建材㈱のひさびさの旅行です。

あれは確か3年前の北海道が最後だったような気が…

そこで、今回の行き先は、実習中に一度も社員旅行を経験したことのない

ナム君に決めてもらいました。

【東京に行ってみたい…東京タワーにのぼってみたい！】

1日目：伊丹空港→羽田空港→東京タワー→東京スカイツリー→新宿で宴会

2日目：新木場にて屋形船（流しと遭遇）→羽田空港→伊丹空港

幹事：立花さんに聞いてみました。

（幹事をしてみてどうでしたか）

移動が電車やったし、はじめの場所で、また路線も分かるようなわからないような。。。

で、今回学んだのは『悩んだ時には人に聞くのが一番早い！』

『（旅行を）なんせ楽しいものにしたい』と思いながらも、

自分自身がユーモアを出せていなかったことを少し反省してます。

また来年！リベンジしたいと思います。次こそっユーモアをっ！

幹事：森くんに聞いてみました。

（初めての幹事、どうでしたか？）

ナムさん達が希望している“東京タワー”は外せないし、短い日程の中でもいろいろ計画はしたいし、でも

予算もあるし…と正直、その兼ね合いに悩みました。

あと、年齢も幅広いので”みんなが楽しい”っと思ってもらえるようにとか、移動が多かったので足痛くない

かなとか考えました。

自分は、あまりタワー系が得意でない（高い所が苦手）だけど、みんなと一緒だから

東京スカイツリーも上まで上がれたんだと思います。

来年、もし幹事希望者がいなければやってもいいと思ってます。でも引き受けるなら、もう少し

時間を取って、段取りしたいと思います。希望は『北海道で美味しいものを食べたい』です。

初★東京の感想

≪ナム≫

みんなで行った旅行は、本当に楽しかったです。

特に、ワクワクしたのは【東京スカイツリー】です！めっちゃ高かったぁ。びっくりしました。

他には【屋形船】。もんじゃ焼きとお好み焼きを焼きました。うまく作れました！

でも、一番嬉しかったのは『みんなと沢山話ができたこと』。今まで会社だけで、あまり話をしたこともない

人とも、旅行中話ができました。

一生、死んでも忘れません（笑）ありがとうございました。

《ダット》

東京スカイツリーが、楽しかったです！

足元が、ガラスになっている所があってドキドキしながら上を歩きました。

足元のガラスから下にいる人が見えていたけどすごく小さくて、とても高い所まで上がってきたんだと実感

しました。

スカイツリーのエレベーターは上がるスピードがめちゃくちゃ速い！それにも驚きました。

《ターイ》

すごく楽しかった！私は、東京タワーから見た景色が好きでした。

屋形船の立花さんと歌手の人が、面白かったです。

次の旅行は、みんなと海のきれいなところに行きたいなぁ…

東陽精工のみなさんと

伊丹空港でバッタリ！

同じく慰安旅行で

沖縄だそうです！

お互いに気を付けて

行ってらっしゃい！！

ターイ、なんで安全靴？？

スカイツリーから見たビルの数、数、数。。

東京タワーから見る景色

みしま５人衆。。誰でしょう？

～ MGK便り ～

８月のお盆以降、出張に行けていませんが、MGKはたくましく次々と仕事を

しています。下記の写真はダイワハウスさんの下請けのローカルゼネコンさん

から仕事の様子です。今回の仕事は、自分たちで受けたことと、日本からの

技術指導がないので本当はかなり不安だと思います。言わないですが、徹夜

してまで納期を間に合わせようとしているようです。早く応援しに行こうと思い

ます。待っててくださいね。

また、１１月にはTRIくんの実家

に行こうと予定しているので電話

で連絡しました。地元で仕事中

だったこともあり、屋根の上から

の電話でしたが、まだまだ日本

語も上手で元氣でした。

ナムちゃん、３年間お疲れ様でした！

これからもよろしくおねがいします！

ナムちゃんが３年間の実習を終えてベトナムに帰国します。

帰ったらMGKの中心になってベトナムのサッシ業界を引っ張っていく

存在になります。では、ナムちゃんから一言です。

廣井さん携帯を船に忘れた

でしょ？ハイ５万円ください。

三島硝子建材では、実習

生が帰国する時、「これか

らも宜しくお願いします」な

んです。これからもずっとこ

の関係は途切れることがあ

りません。むしろこれからが

本番です。

ナムちゃんの師匠は、ナムちゃんにエールを送るのに、

不器用なため少し変わったポーズで表現しています。

                右の写真がそれです。

ナムちゃんの座右の銘「一期一会」

どんな時にも誠意を尽くすこと。私たちは、たくさんのこと

をナムちゃんから教えてもらいました。

私たちも心で感謝します。これからも宜しくお願い致しま

す。帰ったら、お父さんお母さんに立派になった姿を

見てもらってほしいです。いっぱい土産話をして、また一緒に夢を追いかけていこう！ありがとう！

～ お知らせ ～

○ ９/30土曜日 18：00～ ナムちゃん激励会

○ １０/２月曜日 12：00～13：00 みんなありがとう！ナムちゃん食堂

○ １０/６金曜日 ナムちゃん帰国

○ １０/７土曜日 13：10～14：10 木鶏会 「維新する」

９月２６日～１０月２５日に誕生日を迎えるみなさん。おめでとうございます！

大岡莉子ちゃん、池本浩子さん  いい誕生日になりますように！

うぉ～EVめっちゃ速い～！
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