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みしま食堂！ みらいこども財団も一緒に！
以前に何回か、みしま新聞で紹介させてもらったことが
あります、「みらいこども財団」さんです。
みしま食堂に、いつもお世話になっている代表理事の
谷山さんと大学生のボランティアスタッフ、島澤さん（写
真左）と富田くん（写真右）が来てくれました。
本日は、社長カレーの日も重なったので、ミンチカレー
とシーフードカレーでおもてなしです。
ベトナム直輸入（いつも出張の度に持って帰ってくるの
ですが。。）の揚げ春巻きもあります！

３月の木鶏会は感動の発表！

司会の健太くんがいつも最初に
いい話をしてくれるんです。

今月もたくさんお仕事をさせていただきました。有難うございました！
たくさんのお客様のお役に立ちたい！ひとつひとつ丁寧に製作させていただきます。
今月も一例をご紹介させてください。 いつも有難うございます！

街かど屋 南武庫店

(株)NOW 社長様分

STフロント セミオートドア

ターイが、つけだれのヌックマムを作ってくれました。
３月の木鶏会は 「天 我が材を生ずる必ず用あり」 でした。
その中でベトナム実習生たちが選んだ記事は、１９歳で肝臓がんを発症し
余命半年と宣告されながら２５歳になった今も明るく活動を続けている
山下弘子さんの話でした。
もし、自分が余命半年と宣告されたらどうするだろう。。。この立場になって
発表してくれました。
ベトナムから三島硝子建材に来てまだ一カ月のソンくんは言いました。
「わたしは、みんなにそれを言いません。みんなが悲しいと私も悲しいからです。
だから、できるかぎり家族と一緒にご飯を食べます。そして、私がご飯を
作ってあげます。恋人も呼んで一緒に食べます。たくさん作ってあげます。

みらいこども財団さんは、「支援する人と、支援される人が、共に育まれるような支援」をテーマとし、
主に児童養護施設で暮らす子供たちを支援する活動をおこなっています。貧困や機械差別をなく
し、多くの人が優しくなれる機会を創出すること、誰もが働きながら地域を世界を変えることのできる
社会を創ること、を理念としています。
誰でも参加できるので、また「みらいこども財団」のホームページをのぞいてみてくださいね。
ターイとソンに春巻揚げてもらって笑顔のひとっさんでした(笑)

ひとっさん復帰！

みんなが喜ぶからです。ずっと笑う顔を見ていたい。」
続いてターイが言います。
「おかあさん、ありがとう。わたしは今、思います。」
いわずとしれたごはん屋さん「街かど屋」さん。
人の出入りの多い入口のドアを製作させていただきました。
開けたら勝手に閉まるセミオートドア。１ミリの調整が大切な商品です。
お腹を空かせてくる、たくさんのお客様がストレスなく入店され、
お食事に満足して出ていかれる場所の玄関として末永く使っていただければ
有りがたいなと思います。近くに行ったら寄ってみようと思います。
たくさんの人が通る場所の入口を任せていただき有難うございました。

ステン曲げ物排水口

なんか、温かい時間になりました。 ありがとう。
私も精一杯やるからね。共に宜しくお願いします。

これは工場会議なんです。。

(株)守下ガラス 米村様

なんだなんだ？？
作業服着てこたつで乾杯！？？
宴会でも始まったの！？？
実はこれ、工場会議なんです。
場所は、ベトナム実習生たちが住む
ことぶき寮。

大阪商工会議所主催、近畿通産局協力による
ベトナム進出セミナーにて、進出企業として
みんなのことを話してきました。
１４０名ほどの人が集まりました。
みんながどうやって実習生と関わってきたか、
日曜も会社に出てきて教えたことなどを
話してきました。
協力を申し出てくれた人、会社を見に行ってもいい
ですか？と言ってくれる人。

あゆみさんは、まじで
泣いてましたね。
てか、ひとっさんも泣いてたやろー！
やっぱり、みんな居ないと寂しいです。

ほんとによかった！
たくさんの人がみんなに興味を持ってくれました。
みんなでつながりをもって一緒に思いやりを育み合
いながら共に生きていく僕らの働き方をこれからも
色んな所で紹介できたと思います。

土曜日曜日に勉強会やってるんです

私がいつも勉強させてもらっている「盛和塾」です。
第一もしくは第二土曜日日曜日は、午前と午後の２本
立てでDVDを観ています。働いている人なら誰でも
観に来ることができます。ちなみに私が担当してます
ので大丈夫です！塾長である稲盛和夫さんの言霊に

なんか、もっと本音でみんなと話し合いた
いんです。と立花くんの一言。
そういや、日比野先生が「アイスブレイク」
みたいな言葉を言うてはったな。。
これ、いいでしょう！？ 排水口です。それも特注なんです。お客様
からの相談で、「たばこの吸い殻が詰まるので何とかしたい」とのこ
と。それならばと底の部分をパンチングにて製作。
これなら、簡単に外せて簡単に掃除することができますね。
私はかつて、台所のシンクにステンレスでオリジナルのスポンジ＆
食器洗剤置きを作ってもらいました。吸盤の市販品は結構邪魔にな
るので、合うように作ってもらいました。ものづくり工場は何でもでき
るんです。ご要望あれば何なりとお申し付けくださいませ。
今回はこんなオンリーワンを作らせて頂き有難うございました！

少しの間、体調をくずしていた
ひとっさんが復帰しました！
待ってたしー！！
今回は本人も周りもびっくりし
たね。でもよかった！
工場長もこの笑顔(笑)

大阪商工会議所でみんなのこと発表してきましたよ！

どうしたらみんなが話せる状態を作れるんやろ。。と悩む立花くん。一回会議室のテーブルを畳んで
ブルーシート敷いて車座になってやろう！となっていたところ。。会議が始まる3時間前にポツンと
ひとりで座り込んで考えています。 あゆみさんがその姿に具合でも悪くなったかと心配し、「どうしたん？」
と声をかけると、「うちね、腰があかん人も多いでしょ？ ブルーシート冷えるでしょ？だからね。。。」
なんと、座ってその場面を想像しながら、しんどい人が生まれないか考えていたのです。
やり方は不器用やけど、すごいでしょ？みんなに支障ないか考えてる。嬉しくなりました。
そこであゆみさんが一言。。「じゃあ、ことぶき寮でやったら？畳やし、こたつあるし。(笑)」
「仕事中やけど、ええんですか？」 「ええんちゃう？(笑)」
その場で即決。 ことぶき寮でやることに。
会社から近いし、なんかあってもすぐ戻れる！ こうなったら、うちは早い！即、移動開始です。

三宅工場長のちょっとええ話
ことぶき寮ではひとりひとりが色んなことを話しました。過去のみんなが知らない自分のこと。
日本語検定Ｎ２を目指すと宣言したダットくん。
こんだけ長い間一緒にいたのに知らなかった。以前にも話したことがあったけど、話し足りなかった。
残業が続いたある日のこと。
毎日、山ほどの宿題があるにもかかわらず、みんなと最後まで残業をしていました。
会議を終えて、会社に戻ってきたときのみんなの声は、音量が２つ以上、上がっていましたよ(笑)
「寝る時間が少なくなるから、ある程度で帰っていいよ。」
一番喜んでいたのは？ この写真の顔が物語っています。こんなにみんなが寮に来るのは初めてのこと。
こう言っても、最後まで残ります。
集合写真の実習生、すっごいええ笑顔してるでしょ？
みんなが来てくれて嬉しかったね。
わたし 「宿題がめっちゃあるんやろ。もう帰ってええねんで」
するとダット 「ぼくが帰ると、立花さんが帰るのが遅くなります」
でも、この会議は仲良しクラブで終わりたくない、これからがほんまのスタートと言う立花くん。
この師弟愛！！！
ひとりひとりが自立したプロの職人になることをあきらめて毎日を過ごしたくない。
それにしても何時に寝たんだろう。。。
人に意見できる職人を目指します。 日本とベトナムの未来は明るいぞ！一緒に本気なってやろう！
ダットにもっと優しくしたいと思えた出来事でした。
頑張れ！ダット！
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触れてみたい方、おられましたらいつでも言ってくださいね。ちなみに朝の９：３０～１２：００と
昼からの１３：００～１５：３０ 両方でも午前だけ、午後だけ、でもOK。
場所は大阪駅前第３ビル２８階 でやってます。もちろん無料です。
この一日で人生が変わるかもです。みんなで気楽に話し合いもしますので、是非ご一緒に。

パンのmatsuyaさんからのプレゼントはパンではなく。。

２段ベッドにタラップが無かった
のです。
そこは、廣井部長の真骨頂！
ちょちょいで作ってくれました。
アルミタラップ！！！
今までおそるおそる降りていたベッ
ドから楽に降りることが
できるようになりました。
使えるようになったね！
廣井さん、やろうと思えば何でも
作ってしまうんじゃないの？
みなさんもこんなん作ってほしいが
あれば募集しますので
言ってくださいね。すぐ作ってくれ
ますよ。ほんとにすごいわ。

いつもお世話になっているパンのmatsuyaさん
会社前で絵所社長とすれ違いました。
「今から実習生の自転車を買いに行くんです」
と挨拶したところ、「うちにあまってるのあるね
ん、使ってくれへん？」
えええ！！くれるってこと？？？
もう感謝感謝です。なんということでしょう。
そんな人いるの？っていうほどの優しさ。
だって絵所社長とは先日知り合ったばかりで
まだ会うの2回目？3回目？って感じです。凄い人がいるもんです。本当に有難う
ございます。大事に使わせて頂きます。ちなみにmatsuyaさんのあゆみさんのお勧め
は「湯だね食パン」 これ、生でもサイコー。 是非ご賞味あれ！
matsuyaブレッドファクトリー 東大阪市岸田堂南９－１０
石窯パン工房ベルフラン 生野区巽東２－１２－１３ ←お店でコーヒー飲めるよ
健太郎とソンの工場での一コマ。
なんか良さげなので載せてみました(*^-^*)

嬉しいメールを頂きましたよ

BOOKCAFE AETHER（あいてーる）に行ってきました！

ソンとカー奮闘中！めっちゃ成長中！

～ MGK便り ～
現場が待ってる！

なんとも幸せな外観でしょ？ そうです！沖縄です！沖縄の名護市にあるCAFEに
行ってきました。その名も”ブックカフェ あいてーる” 誰もが幸せになれるCAFEなんです。
ほんまかいなぁ？という声が聞こえてきそうですが、まぁ一度機会があれば寄ってみて。
ちょっと紹介しようと思います。ここには４つのコンセプトがあります。
まずひとつめ。
このCAFEにはたくさんの本があります。「運命図書館」と名付けられ、数々の本が蔵書
されています。これは多くの方から寄贈された「人生を変えた一冊」なんです。
「誰かの人生に良い影響を与えた本は、他の誰かの人生にも影響を与える」という
コンセプトから集められたものなんです。もちろん、誰でも寄贈できますよ。
そんな本ひとつひとつに、その人しか書くことのできない帯が付けられています。
ゆっくりとした沖縄の空気の中で本を読みながら自分と対話する。
そんなことがここではできるんです。この空気間でしか味わえない感じです。

そしてふたつめ。
ここで頂けるコーヒーは全て「恩送りコーヒー」なんです。
自分の為にコーヒーを買って飲むんではなく、この店に来た人は、
見知らぬ誰かのためにメッセージと共に一杯分の料金をあいてーるさんに
託すのです。私は店にたくさん吊られてある気になったメッセージを
手に取ることで、その見知らぬ人から一杯のコーヒーを頂くのです。
そして、また私は見知らぬ誰かにメッセージを書き、一杯分の料金を
あいてーるさんに託します。
するとすると、なんと！私のメッセージを受け取った見知らぬ誰かから
御礼のハガキが自宅に届くのです！それが一番上の写真（右）になります。
私のメッセージを受け取ってくれたのはなんと沖縄の女子高生！JK！
これが何とも嬉しいものなんです！（あ、JKだからではなくてです、ほんと）
ちなみに、あゆみさんに来たハガキの主は、偶然にもお兄ちゃんの知り合い
であることが判明(''ω'')ノ こんなこともあるもんね。
あいてーるオーナーの下田直人さん。
日比野さんと大親友であり、社労士界では
知らない人がいないほどの有名人。
なんと、そんな名誉に固執することなく、
この度、沖縄に移住。あいてーるだけでなく
今後の下田さんの動きに注目していてください。
とんでもないこと考えています。世界が変わる！

以前、JETROの海外進出支援で
ホーチミンについてきてもらった
株式会社リープブリッジVJパート
ナーの杉浦直樹さん。
この度、本を出版されました。
書籍出版に際し、ご自身のブロ
グで想いを述べておられます。
先日、丁寧にもメールを頂きまし
た。その中で、
「これは御社ご自身が実践して
おられる先端事例の経営である
ことを念頭に考えてきました」
とのお言葉を頂きました。
恐縮です。有難うございます！
お言葉に恥じないよう、全従業
員一同でみしまのみらいを達成
し、少しでも世界が平和な社会
になるように精進し続けたいと思
います。
ベトナムも広がってきました。
道は間違っていないと思いま
す。事業として成立するようにふ
んばります！

ようやく制服も揃い、働く姿も板についてきた2人。
毎日、漢字カードなるものをやっています。
どうするかというと、単語を書いたカードをたくさん持って
いて、それを間違わず全部読みます。その読み終わるま
でのタイムを計って競争しているのです。
レベルが上がり、すらすらと読めるようになると枚数が増
えていきます。すると応用を利かすようになり、同じ漢字
を使用している単語を頭の中でつなげながら覚えていき
ます。速く読むために創意工夫が始まります。
仕事も生活も漢字カードもみんな同じ。
いつも考え、創意工夫を繰り返し、結果を見ては繰り返
して成長していきます。
面倒なことも逃げずに正面から受け止めて言い訳せず
に素直にやってみる姿勢がどんどん2人を伸ばしていき
ます。
ぐんぐん伸びる2人を見て、我がの遅さを反省しておりま
す。

続々と現場が形を見せ始めました。ちょーでかい！左の現場は4月から取付が始まりま
す。上の現場はパノラマ撮影でもおさまらないほどでかい。6月から取付が始まり、
取付完了は年末になる予定。 そんな長期の現場はあまり経験がないくらい。なんせ建物の長さが３００ｍあるので
そらでかい。現場に立つと、搬入どうしよーとか置き場所どーしよーとか考えることだらけ。
今年は有難いことに、色んな人の支えや協力があり、どんどん受注が増えています。MGKは今は7名の会社。
もちろん日本からの助けも要るけど、何があってもちゃんと完成させると全員で意気込んでいます。
2年間動き回ったけど、やっと掴みかけているこの機会をしっかりと勉強させてもらいます。
日本のみんなも一丸になっていくので、しっかりとこの光景を目に焼き付けておいてくださいね。

いつも素直な心で前向きに！チャレンジあるのみ！

これはローカルの下請けゼネコンさまから頂いたお仕事。私がベトナムに着いた時にはもうこの状態。
あっという間に自分たちで取付けてしまいます。取付は俺にやらせろと言わんばかりに、フンとナムが競い合うよう
に腰袋を付けて現場に行ってしまいます。現場についてもオロオロすることなくお互いが作業にかかります。
タインはもう風格が出てきた感じで、現場に着くや否や、みんなの動きと取付けた製品ををチェックします。明らかに現場に入る前から問題点がわかっ
ている状態で見ています。みんな仕事できることが嬉しそう。一年前は全く何をしていいか分からず、率先してできなかったのに、えらい違いです。
今や、自分たちだけで迷いなく田辺さんや北村くんに教えてもらったことを忠実に繰り返し実行しています。この先、本当に楽しみです。

ホン、おかえりー！ 実家の用事でMGKを離れていたホン ヴ―は初のゼネコン訪問

中央が文化シャッターベトナムの原田さん
楽しい出会い
が戻ってきました！
左が三井物産の高木さんです。食事に連れていって
もらいました。原田さんはASEANで重鎮的な存在。
ホン、おかえりー！
MGKを辞めてからも飲み会には
どこに行っても知らない人はいないような人です。
いつも来てたもんね。
高木さんは私と同じ歳。アルミや鉄、ステンのプロ
で、ASEANの状態を最も熟知している人なんです。
工場でも最高の笑顔を見せてくれま
す。この写真はちょうど
仕事がどうこうでなく、みんな想いは同じ。
ガラスを持って動けないところを持っ
相互扶助の世の中を作りたい。
て動けないところです。
文化シャッターさんでは１２年前よりベトナムの人を
会社に受け入れ、すでにベトナムで多くの一級の
冗談の好きなホンさん、
足の調子も良くなったかなということで
MGKの空気が明るくなりました。 事務の要であるヴ―さんも
職人を生んでいます。
この一年しっかり仕事を覚えて ゼネコンさんにご挨拶に行きました。
「サラメシ、３回見た！」 有難うございます！
輝いてくださいね。
こうして出会えたことに感謝！応援してもらえる有難さを形にしようと思います。

夜に開催された「お肉の会」
たくさんの経営者、沖縄の学生や子供や
猫？などが集まる楽しい時間となりました。
就職をひかえ、今まさに日本から世界に出
る学生さんや、沖縄武術で世界に挑戦し事
業ではベトナムに関わろうとする経営者さ
んなど、たくさんの夢に出会いました。
僕らも常に夢を追いかける大人であり続け
たいと本当に思いました。

ベトナムの病院で見つけた自動販売機

みっつめは「身体に優しい食事」
地元食材と無添加調味料を使用し、気づいたらいつの間にか健康に！がモットー。
色んな所に出向いて下田さん自ら食材を探しておられます。
よっつめは「豆にこだわった美味しいコーヒー」
ここに至るまで色んな研究をされてこられたのは言うまでもありません。
こんな感じの素敵なCAFEですが、
下田さんを始め、店長の西尾友宏さん、スタッフの逸見愛美さんの人柄がとんでもなく
素晴らしいので、一度この雰囲気に触れてもらいたいです。
みんな経歴が面白いですよ。特に愛美さんは７月にイギリスに行ってしまうので、
会いに行くのはお早めに！
BOOKCAFE AETHER 沖縄県名護市宮里３－１２－１４
０９８０－４３－９０９３

今回ご一緒させてもらった東京の経営者さまの面々。
下田さんに初めて紹介していただきましたが
すごく仲良くしてもらいました。まぁ、凄い活躍をされ
ている方ばかりでした。有難うございました。

ファンタオレンジ1本
５０円！

201803 - 2 ページ

おー！自動販売機！と思い
思わず写真を撮りました。
しかし、「病院にはいっぱい
ありますよ」と言われました。
ベトナムには硬貨がほとんど
なく、（たまにある）お札が柔
らかいのです。おそるおそる
通してみました。なんとス
ムーズに飲み込んでいきま
した。なかなかやりおります。
日本の方がお札ははじかれ
るかもです。

～ お知らせ ～
〇 シンモイ水事業
〇
〇
〇
〇
〇

３/２７火曜日
３/３０金曜日
４/１日曜日
４./６金曜日
４/７土曜日

３月売上 ￥５８，９０５
今月も有難うございました。ソンとカーも入社しパワーアップします！
LIXILフロント会 三島硝子建材のみんなの活動を発表してきます。
アジア太平洋研究所さんから会社見学に来られます。
高津宮桜まつり
京セラドーム 阪神対中日 ビスタルームナイター観戦
社内木鶏会 １３：１０～

３月２６日から４月２５日までに誕生日を迎えられるみなさん
高山敦臣くん、三島次子さん、ターイくん、原一美さん、杉浦仁さん
誕生日おめでとうございます！良い歳になりますよう、益々の活躍を祈願いたします！

