
製作させてもらった中で営業イチオシのカッコイイもの紹介します！
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2015年製作 旭トーヨー住器(株) 社長様分 香里園 いわさか皮膚科クリニック

STﾌﾛﾝﾄ100 片引自動ﾄﾞｱ袖FIX2連FIX

自動ドアの障子と戸袋部はフラッシュ

のダイノック木目調シート貼りにて

製作させていただきました。

ちょうど4分割の右から2枚目が障子で

右側にひらきます。

戸袋側もフラッシュパネルにすることで

外側から室内側が見えることなく、物を

置いてもスッキリした外観になりまし

た。清潔感も感じられます。

STﾌﾛﾝﾄ70片開丁番ドア太かまち仕様

元々、自動ドアだった部分のドアを

撤去し、FIXと丁番ドアを入れました。

この丁番ドアの竪かまちは２本つないで

見付を太くしています。

というのも、写真では小さくて分かりにくい

のですが、把手やハンドルではなく

プッシュプル錠を付けて扉面とフラット

に見えるようにしています。

その上には、暗証番号を押して開けるよう

にテンキーも付いているのです。

電池式の為、電気工事も不要です。

見た目も機能もちょっとええ感じでしょ？

vol.1陽明学にどっぷりはまった私

先月号にて“陽明学～あゆみさんの最近はまっているも

の”と紹介してもらったのですが、

そのお話を少しだけ…

皆さん、2年ほど前のNHK時代劇【花燃ゆ】ってご覧にな

りましたか？

学校の勉強が苦手だった私が興味を持ったのが、伊勢

谷友介さん演じる“吉田松陰”（伊勢谷友介さんが男前

だったからかもしれませんが（笑））。その生き方が不思

議でならなかったのです。

吉田松陰って、超簡単にいうと

『1890年 長州萩(今の山口)にて生まれ、9歳にして藩の

兵学師範に就任。超エリート街道まっしぐらなのに、友

達との約束を守るために脱藩したり（21歳）アカン言うて

るのにペリー率いる黒船艦隊に「この船に乗せてく

れ」って言ってみたり（24歳）…

そりゃ、牢獄いれられるよね…でも、そんな勝手な奴な

のに、だれも藩主までも処刑までは望まなかった。しか

し、安政の大獄で目を付けられ、29歳で処刑。』

確かに、子供の頃からめっちゃめちゃスゴイ人なんで

す！

でも、中でも何がすごいかっていうと…

松下村塾っていう塾を作るのですが、それまで学校に

行けるのは武士の子だったにも関わらず、松陰さんは

“学びたい人誰でもおいでー！”って呼んじゃった。…す

ごくないですか？しかも…

吉田松陰が牢獄に入れられ、自由を奪わ

れてから、すべてが始まるんです！！
吉田松陰から学んだ塾生たちが、バンバン明治維新に

関わってくるんです！今までのなが―い江戸時代から

一気に近代化になっちゃったりして、そりゃーもぅすごい

んですっ！

残念ながら、その陰で処罰された方もたくさんいますが

…

で、私が思ったことは『なんでや⁉』だったんです。

吉田松陰がリーダーで“あーしろ”“こーしろ”っていうな

らまだしも、言ってないのに塾からは総理大臣になる人

も出たりして、なにがあるんや～と。

もし、自分の会社の人たちが、松下村塾の塾生のように

世界を変える人物になれたら…

もし、自分の子供がみんなから慕われより良い人生を

送れるなら…

もし、この世界が想いあふれる世の中になったら…

って思うと、知りたくてたまらなくなったんです。

そしたら、出てきたワードが【孟子】や【陽明学】！

学んでみると…なんと！まさかみんなが知ってるあの言

葉がキーワードだったんです！！

続きはWEBでなくて、みしま新聞11月号vol.2にて
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ニッポンの未来を明るくしちゃう“お祭り”が

来る11月12日（日）に開催されます！

当日は子供からお年寄りまで楽しめるイベント盛りだくさん。

ウン十万円もするマッサージチェアが、ゲットできたり、ディズニーランドの

庭師さんが木登りを教えてくれたり、けん玉のチャンピオンが来てけん玉認定

がその場でもらえたり、普段は見れないディープな世界、大衆演劇の大スター

が出演！司会はMBSラジオ朝からてんコモリ！の子守さんです。

子供が遊べる昔おもちゃ屋台がたくさん！

屋台ブースでは、

大阪中央卸売市場の魚屋連合が考えた〇〇〇？・JAL国際線機内食でお馴染み

のお寿司屋さんが考えた〇〇〇？・鶴橋の予約必須の焼肉屋さんの〇〇〇？・

サラリーマンに人気の堂島のうどん屋さんの○○○？…etc

超が付くほどの有名店が勢ぞろい！

経営者が集まる盛和塾だからこそ可能なラインナップ♪

屋台あり、子供体験あり、涙あり…なんでもありのお祭りです。ぜひぜひみん

なでご参加ください。 詳しくは別紙チラシ参照。

今年初☆開催 あきんど祭り！！（11/12㈰高津宮にて）

１１月１２日日曜日 朝１０時３０分より

地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 ２番出口 徒歩５分

                  大阪発祥の地 「浪速 高津宮」にて。

商都大阪 今年最後のお祭り騒ぎ！家族みんなで寄ってみてくださいね。

今月のみしま新聞は 三島あゆみバージョンでお届けしています！

10/7㈯ 社長と高良君は、盛和塾〈大阪〉の

セミナーに参加しました。

弊社顧問 労務管理事務所フォージョウ

ハーフ日比野先生と会計顧問（株）Diffa西

川先生のセミナーです。

テーマは“チームビルディング”。

毎年、弊社では日比野先生の合宿をさせて

いただくのですが、その前に高良君はセミ

ナーを受けることに…

例えば、野球でいうなら、一人だけがホーム

ランバッターでもチームは成り立たない。

それよりも、チーム全員で励まし合いながら

甲子園を目指す方が強いチームになる！っ

て感じでしょうか。

会社から『とにかく一番目立ってきなさい』と

言われた高良君。

セミナーを終えた感想をたずねると…

「チーム内で笑いは取れたと思いすっ！」っ

て…

『目立つってそういうことじゃないろー！！』

と言いつつ、

『よーやった！』

と心でガッツポーズをする社長でした。

ガンバレッ！タカラ君

いつもの“みしま食堂”でなく、本日は【ナムちゃん食堂】の開店

です。

9/30送別会のお礼に、ナムちゃん自ら腕によりをかけてお昼ご

はんを用意してくれました！実はこの企画は、前年の卒業生

チー君が第一号。

本日のゲストは、実習生たちの応援団《季節の詩 石坂代表取

締役》、MGKロゴ・シンモイフィッシュの生みの親《4JH 酒井さ

ん》、三島硝子建材㈱の就業規則を作ってくださった

《4JH日比野先生》《4JH野波さん》です。

このお料理を手伝ってくれたダット・ターイ・ナムちゃんの友達の

皆さん、本当にありがとう！ごちそうさまでした。最高に美味し

かったです。

パクチーが苦手な人のために“三つ葉”を用意してくれたり、日

本人の好みに合うように甘いタレを用意してくれたり…愛情いっ

ぱいのナムちゃんです。ありがとう。

【ＭＥＮＵ】

①ブンチャー（米粉の麺にたくさんの野菜と焼いた鶏肉をのせ、

タレをかけたもの）

②4時間かけてコトコト煮た牛肉スープとバインミー（フランスパ

ン）

③チェー（タピオカ入りベトナム風ぜんざい）

④チャ・ゾー（揚げ春巻き） 揚げサツマイモのお菓子

“みなさん。3年間ありがとう” ナムちゃん☆食堂 

社内木鶏会 テーマ“維新する”

10/7㈯13:15～今月もみんなで学ばせていただきました。

“維新”というと、明治維新や大阪維新の会など何だか難しくて自分とは無縁

…な気がしてしまいますが（笑）

簡単に言うと“変えること”“変わること”。“変わること”はパワーが要るような

気がしますが、ほんの少し見方を変えること、ほんの少し勇気を出して行うこ

とで、大きな変化につながることもあります。

『あれっ！髪型変えた？』も『あれっ！髪型、維新した？』なんて言ってみて

はいかがでしょうか。。。なにか大きな変化が起こるかも（笑）
小人数ながらもとてもいい会になりました。

東大阪商工会議所の広報誌【東大阪商工月

報10月号】が出来上がりました！

なかなか細かいところまで載せていただき嬉しい限り

です( *´艸｀)

また機会がありましたら、皆様ご覧くださいませ！

商工会議所の小林さん、ありがとう！！

先月のみしま新聞では取材風景を記事にさせていた

              だきましたが…

               いやはや出来上がって

                        まいりました！
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平成29年度優良商工従業員表彰

【優良技能・技能士・営業者 勤続30年以上の部】にて、三島硝子建材㈱から田中営業部長と

廣井製造部長が表彰されることになりました！！心から誇りに思います！ありがとうございますっ！

【社長より】

２人とも私が小さい頃からずっと会社とみんなを支えてくれました。長い時間をともに過ごし、

色んなことを一緒にたくさん経験してきました。嬉しかったこと、腹が立ったこと、悲しかったこと。。

人生の半分以上も使って一生懸命に支えたこの会社を、僕ら後輩が大切につないでいこうと

これからも結束していきます。２人が生きてきた証がここにあるので、無駄にしないよう引き継いで

いきます。しかし、これは折り返し地点！これからまだ３０年一緒に夢に向かいましょう！(笑)

今回の表彰、本当におめでとうございました。心から感謝しています。

表彰式典は11月22日㈬9時30分～

大阪商業大学ユニバーシティホール「蒼天」にて行います。

第2回 みしまのみらい会議 （過去からみらいに受け継がれていく大切な想い）

先月号にて“みしまの大切なもの”の話題を

したのですが、引き続き４JH日比野先生・

野波さんによるワークショップです。

“創業時のメンバーが大切にしてきたこと”

“現在のメンバーが大切にしていること”

違いってある？？

ウイニング エッジ※！！とは？？

三島硝子建材㈱が未来に繋げたい『大切なこと・もの』とは…できあがりが楽しみです。

その両方を知る田中部長の思い出話が実に面白いっ！

※ウイニングエッジとは？？

（日比野先生曰く）

『みなさん、日本一の山の名前はなんでしょう？』…「富士山です！」

『ですよね。では2番目に高い山は？』…「えっ…わからないデス。。」

『じゃあ…世界で一番高い山は？』…「エベレスト（チョモランマ）です！」

『そうそう！では、2番目は？』…「えっと…。」

『北島康介選手が金メダル取ったオリンピックの、銀メダリストは？』…「…((+_+))」

『そうなんです！金メダリストと銀メダリストのタイム差は、わずか0.0何秒ですよね。

でも、誰も記憶にないんです。そういうもんなんです！

わずかな差ですが明暗を分ける、それほど1位と2位の差は大きいんです！！』と。

三島硝子建材㈱が47年間、こうやって健全に順調に商売をさせていただいていることには、理由

がある！そのウイニングエッジをみんなでしっかり確認し、次につなげる。何となく47年間でなく、

確実な100年を目指します！
    もともとウイニングエッジとは、テニス用語で【得点になるギリギリのライン】を意味するそうです。

日本生命 金井さんから頂きました！！

梨のように見えて…実は『リンゴ』です。

青森県の名産リンゴですが、この『トキ』は、『王林』

と『紅月』を交配育成した品種です。

果皮は黄色で、果肉はやや黄色で果汁が多く、

甘酸適和で特にこの品種は香りが非常に強いの

が特徴。段ボールにいっぱい頂きました！

（写真は、見えやすいように1個だけですが）事務所が、リンゴの香りいっぱいになりました。

金井さん、いつもありがとうございます！！美味しかったです♪

70周年ですって！Σ（・□・；）

今年も僅かですが、三島硝子建材㈱も“赤

い羽根の共同募金”に寄付をさせていただ

きました。

集められた募金は『地域福祉活動』へ使わ

れるそうです。

恥ずかしながら、初めて“赤い羽根共同募

金”のホームページを拝見しました。見出し

には、

『じぶんの町を良くするしくみ』と書かれてい

ます。募金するだけで、良くなっているのか

はわからないけれど、年一度、こうやって自

分の地域・日本を見つめ直すのも良いもの

だと感じました。

赤い羽根共同募金

先日の10/4皆さんは、お月見されましたか？

去年はあまりよく見えなかったお月様も今年は超がつくほどすばらくよく

見えました！

そこで、日本のお月見【十五夜】とベトナムのお月見【中秋節】の違いを

写真で少し。

ベトナムは結構派手です。街中がお祭りムードです。いただくお菓子もお

団子でなくて月餅（ゲッペイ）というなかに塩ゆで玉子入りの豪華な感じで

す。この時期だけ“月餅屋さん”がOPENするくらいの賑わいです。

もちろん、時期は日本と同じです。月は一つだけなので（笑）

☆ちょこっと雑学…中秋の名月は、ホントは満月じゃないらしいデス☆

中秋の名月～10/4～

年末のご準備お願いいたしまーす！
少し早いですが…年末調整のご準備お願いいたします！

早いもので、今年もあと2か月。

そこで、各保険会社さんから『保険加入者控除』など通知が届き始めた頃かと思います。

必ず、捨てずに保管しておいてください。

また去年からマイナンバーの記載も必要となりましたので、再度、通知カードのご確認も宜しくお願いいたします。

９月は今期売上最高月でした

９月もお客さまから私たちの製品を買って

頂きました。お陰様で９月は今期最高売

上でした。本当にありがたいことです。

これからもクレームなく、もっと感動しても

らえるような製品を心を込めて作っていき

たいと社員一同精進していきます。

ナムちゃん３年間お疲れ様

ナムちゃんの激励会！

色んなことがあったね。

駆け抜けた３年間！

お疲れ様でした。

これからもMGKの主力として

宜しくお願い致します。

そして、帰国の時 帰国前日です。実習生の日本での最後の夜。

仲の良かったかっちゃんと。

元気で。また向こうで会おう！

～ MGK便り ～

ようやくダイワハウスD7工場も

引き渡しとなりました。

力合わせてよくやりました！

次の工事も任せてもらえるよう

になったかな？

実はもう次の工事の打合せに

入っております！

営業活動、見積り、値決め、サ

ンプル製作、受注、サッシ製

作、コーキング、取付、トロ詰

め、調整、クリーニングまで。

成長していますよ。

確実に。

どんどん、できることが

増えてきています。

毎日工場のトイレ掃除まで

全員でやってます。

アルバイトのホンくんや

２３日からナムも合流して

パワーアップしてきました。

完成したD7工場。

田辺のおやっさんと北村くんに教え

てもらって付けも付けたり７０セット！

色んなことを勉強しました。

本当に有難うございました。

ただ今、地元ゼネコンの工事にかかって

います。無我夢中で、毎日が覚えること

や失敗の連続です。でも、仕事がある充

実感をみんなで味わっています。

もっとレベルアップして日本に追いつい

ていこうと話しています。

～ お知らせ ～

〇 シンモイ水事業 １０月度売上 ７６，８００円 今月も有難うございました！

〇11/4（土） 社内木鶏会 PM13:10～14：10 テーマ 『閃き』

〇11/3～5 楡の木フォーラムさまがMGK見学に来られます。

〇11/12（日） AM10:30～18：00 あきんど祭り 浪速高津宮にて

   働く人って素敵やん。 なにわの商人が集まり、日本で一番元氣なお祭りをします。

１０月２６日から１１月２５日までに誕生日を迎えるみなさま

大岡隆行さん、池本晶博さん、三島あゆみさん  おめでとうございます！
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