
(株)太陽トーヨー住器(阪神) 伊勢田様分 わかば西 給食センター

DT35 フラッシュドア本体 吊替え工事

AGC硝子建材(株) 木梨様分 山水保育園 LIXILダブルスライド自動ドア

160見込み 外付納まり

(株)建商 社長様分 武庫愛の園幼稚園  

焼付 STフロント 鎧戸

今年は暑いですね！春が一気に通り抜けようとしていますが

身体の声に耳を澄ましながら、今月も元氣にいきましょうか！

今月もたくさんの仕事をさせていただきました！

そのうちの一部を紹介させていただきます。

⇒

取替前

取替後

既設枠残しでフラッシュドア本体の交換をさせていただきました。

内側に網戸付ドアがあるので、オート丁番、ケースハンドルを取付けて

干渉しないようにしました。芯材もアルミでできているフラッシュドアなの

でこれからの雨にも、水洗いも大丈夫です。

勉強させていただきました。有難うございました！

既設ドアと変わらぬようにしました。

開口を大きくとりたいけど、内部にシャッターがある。どうしよう。。。

それなら外側から貼りつけてしまえばどうだろうということで外付にしました。

もちろんエンジンカバーは外側に付くのでカギ付として開かないようにしました。

デザインも中桟２本入れて特徴あるサッシになりました。

製作させていただき有難うございました！

夢のあるいい感じの建物を引き立てる鎧戸を作らさせて頂きました。

実はこの鎧戸は固定されていて動かないのです。壁が丸いのでドアの後ろで固定させてもらいまし

た。開き角度もいい感じでインパクトのあるサッシになりました。子供はもちろんのこと、大人もワク

ワクするようなものを作らせていただきました。こんな機会を頂き本当に有難うございました。
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(株)守下ガラス 社長様分

泉大津 浄福寺 トイレ入口

お寺のトイレ入口のフラッシュ

ドアです。フラッシュドアは小

窓でいろんな表情を見せてく

れます。この写真はまだ青い

養生テープを貼っています

が、養生をめくるとシャープな

印象の清潔感あるドアがでて

きます。

今回も仕事をさせていただき

本当に有難うございました！

(株)ヒライトーヨー住器 会長様 パドマ幼稚園プール

改修工事   STフロント 丁番ﾄﾞｱ 引戸

３月いっぱいで退社の高良くん。

高良くんの新たな人生の旅立ちが善いものに

なりますように。願いを込めてみんなでアーチ

を作りました。

アーチをくぐり抜けた先には、色んなことがあ

るだろうけど、負けずに頑張ってほしい。

三島硝子建材は転職してきた者で集まってい

る。みんな同じことを経験してきた。

こんな時、いつも三島硝子建材は口で何か言

うのではなく、自然とアーチを作るんです。

幼稚園のプールの下の扉や、引戸などを納めさせていただきました。

なんか見た目、ちょっといい感じでしょ？

日比野先生の長男、結太くんが卒園した直後の工事でした。結太にも

見てほしかったなぁ～。有難い仕事を頂き有難うございました。

アルミ型材の在庫はフロント屋の命。でも、棚に置いてると

キズがつくことあるね。ということで、昨年、どんな棚ならキ

ズがつかないだろう？安くて簡単にできる方法はどんな

の？をみしまのみらいメンバーから全従業員に案を募集し

ました。それも懸賞金付き！それも結構ええ金額！その結

果、さすがベテラン、神原さんの案が選ばれました。それ

がこの写真です。ソンとカーが丁寧に取り付けてくれていま

す。これでかなりスムーズに出し入れができるようになりま

した。神原さんはみしま食堂にいつもお米を寄付してくれる

んです。少しでもお返しできたかしら。

女性陣に囲まれて、満面の笑みの廣井部長。恋の悩み相談

室？いえいえ、これは事務所会議での写真です。会議で出た

のは「営業が居ない時、お客様からの問い合わせに自分た

ちで即答したいんだけど、商品が複雑でうまく応えることがで

きずに、お客様を待たせてしまう。」 だから、分からないこと

をひかえておいて事務所会議で教えてもらおう！ということで

部長出動となりました。今回はアングルピースについて。  

納得の説明に、これからはちゃんとお客様の問い合わせに

納得して答えることができそうです。               

女性に優しい廣井部長！次回も宜しくお願いします！

LIXILのいつも優しい井上さん。みんな仲良くしても

らっています。実は井上さんの実家は農家なんで

す。地方じゃないですよ。大阪です。みしま食堂の話

を聞き、なんとお米をプレゼントしていただきました。

それもすっげー大量に！本当に有難うございます。

休日にもかかわらず汗かきながら運んでくれまし

た。田植えの時期と収穫の時期は親戚総出で手伝

うのだそうです。みなさん、是非会社に来て井上さん

の米を食べていってください。希望あれば用意しま

す！井上さん有難うございました！

お米を頂きました！

アルミ型材キズ撲滅プロジェクト なんかニヤけてる？？

４月の木鶏会は。本気本腰本物

高良くんにエール

ベトナムでの誕生日

ベトナムで迎えた私の誕生日でしたが、

サプライズでお祝いをしてもらいました！

こんな大きなケーキ！MGKはまだ儲けて

ないのでみんな安い給料で頑張っていま

す。早くちゃんとした給料が出せるように

精一杯頑張ろうと思います。本当にあり

がとう。

最近の木鶏会は現場や営業などの仕事が重なり、

全員参加が難しい状況でした。

ですが、感想文だけはちゃんと書いている。

いつ予定が変わり参加することになっても準備は

いつも完璧である。社内全体を高めていこうという”本気”のあらわれなのだと思う。

ド肝を抜くドア製作中

    近日公開！！

営業に仕事が入るような

工場会議より
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毎週木曜日の日本語教室。毎日２０分の漢字練習。宿題も毎日。

北川さんとあゆみさんが色んな工夫をしながら勉強を進めています。

漢字カードなるものがありまして、数多くの漢字をどれだけ速く読むことがで

きるかを毎日競いあっていますが、この度、文法カードなるものも登場！

こんな2人の創意工夫の数々を見てると、2人で学校作れるんじゃない？と

思えてきます。

毎日の宿題は多いけれど、身近に日本語に触れるこの３年間は帰国後の

運命も変えるくらいの、人生でも重要な期間だと思います。今はしんどくても

高い目標を持って毎日少しのチャレンジを繰り返すこと。

そして、勉強する時、仕事する時、遊ぶ時、全て全力で一生懸命することは

必ず人生をいい方向に向けてくれます。

テストも近づいてきたね。もうひと踏ん張り！

みなさん、お花見は行かれましたか？ 東南アジアに行くと、日本＝桜 というくらいに桜

がみんな大好きなんです。実習生の子たちも日本に来て、してみたいことを聞くと、    

桜を見に行きたい！という声が圧倒的に多いんです。

ということで、桜満開の大阪城と、桜祭り中の高津宮さんに行ってきました。

大阪城はすごい人の数！天守閣、城内と外国人観光客がめっちゃ多い！天守閣前で清

掃をしてくれている真田幸村に感化され、天守閣内では自分たちも思い思いの戦国武将

に変身。それぞれに扮した戦国武将が誰だか分かるかな？その後、水上バスに乗り、満

開で一面ピンク色になった大川沿いを歩きました。天気も良く最高でしたよ～。ベトナム人

にもたくさん会い、話しもしました。お昼からは高津宮さんにて小谷宮司さんにお祓いをし

ていただき、抹茶と和菓子で一服です。贅沢な一日でした。よく歩いたね～。

ソンとカーにとって人生初の

回転寿司！カーは皿を取るの

が嬉しくて、自分が食べるでも

なく何枚も何枚もお皿を取りま

す(笑) 左の写真のソンは  

ワサビを食べてこの表情(笑)

    豊明さんは奈良の王子にあ

るお客様です。岡本社長は半端なく

行動の人で、どんどん新しいことを

自分の目で確かめ、進めていかれ

ます。尊敬する社長様です。本社に

もベトナムの社員さんが居られま

す。どこにでも貼れる石「Hｏｕｍｅｉ

TｈｒｅｅStone」をヨーロッパから取り

入れたり、ベトナムではロートアイア

ン事業などを手掛けたり、今回も新

しい事業をベトナムで展開されま

す。その合間を縫って訪問してくれ

ました。本当に有難うございます！

ターイとダットは観たことがあるけど、ソンとカーは初めて観る野球です。

京セラドームで野球観戦！有難いことに、三協アルミ様より観戦チケットを頂きました。

５万近くの人の数と、鳴り物応援にびっくり！ 右下のソンの写真はこれバッティングの

ポーズらしい（笑） なんかちょっとちゃうなぁ。。。 でも楽しかったね。なんだかんだ言うて

もみんなが一番喜んだのは風船飛ばし！近くで風船が割れる度に喜んでいました。

会長にもご飯をおごってもらったし、幸せな時間でした。

みんな「野球をやってみたい」らしいですよ。イベント企画、健太くん宜しくお願いしますね。

いい経験をさせていただきました。三協アルミ様、有難うございました！

半月間、ベトナムＭＧＫにて岩倉さん（がんちゃん）に指導していただきま

した。岩倉さんはただ今６８歳！一人で関空からホーチミンに飛び立ち、

毎日炎天下の現場でMGKのみんなと一緒に仕事をしてくれました。

私たちはたくさんの人に助けてもらっています。本当に有難い。

色んなベテラン職人さんにもこうやって教えてもらえて幸せです。

２倍速、３倍速で一所懸命、技術と心を磨いていきますよ！

MGKの近所で売ってる汁なし野菜まぜそば、７５円！野菜たっぷり！

暑い朝はこういうのが食べやすいのです。

とにかく安いので助かります。なので毎回太って日本に帰るのです。

ターイが会長からの発注のあったプ

ランターを作ってくれました。

会長が屋上で野菜を作っているので

すが、よりパワーアップして作るとい

うことで大量発注頂きました。このプ

ランターをターイが図面を見て最初

から神原さんの指導を受けて作って

くれました。

これを作ってから、自分の家でも野

菜を作りたい！と寮のベランダのプラ

ンターまで作ってしましました。

パクチーたくさんもらえるかしら？(笑)

ベトナムではお昼休みによく昼寝をしま

す。暑い国なのでこういう光景が常なん

です。外ではハンモックに揺られてる男

の人が多いです。

ＭＧＫも仲良くこんな感じなんです。左端

の竹内涼真似のホンはへそ出しサービ

スショットです。

いや、ほんまにちょい似なんですよ。

ここは前田建設工業さんが手がける高層マンションの工事現

場。文化シャッターさんと不二サッシさんがサッシを取付けてお

られます。サッシは完全に日本品質！今まで色々と現場を見て

きましたが、値段はさておき、ここまできたんですねベトナムも！

というくらいのオールジャパンでの作り込みをされています。

ここベトナムで仕事をしていると、たくさんの無理難題がありま

す。日本に居ると「こんなのできないよ」の一言で済んでしまうよ

うなことが、ここではやれてしまうんですね。一人ではできないけ

れどみんなで協力すれば何とかなるんです。

しょーもない先入観などここでは通用しない。生きていくには、

素直にみんなで手をつなぐことが一番大切だと感じます。

人間らしい人達がここにはたくさん生きています。

  お花見！お花見！  

初めての回転寿司は？？？

右のカーの写真。お皿の枚数を見てみてー！凄いね。 写真は

デザートを食べていますが、美味しかったかな？

色んなネタにチャレンジした初めての回転寿司。

また今度はみんなで行こうね。お腹が痛くなりませんように（笑）

岡本社長がMGK来社！

株式会社 豊明の岡本社長がMGKに来てくれました！

文化シャッター原田部長の誕生日 いい写真でしょ？

ベトナム在住でいつもお世話に

なっている文化シャッター原田部

長の誕生日会の写真です。

原田さんと家族のように過ごして

いる社員さんは、もう一人でカン

ボジアに出張に行ったりしてイキ

イキと仕事をされておられます。

原田さんの元に集まったみんな

の笑顔が素晴らしいです。

私の理想とする集団です。

がんちゃん、出動！

とことん日本語の勉強漬けの毎日！

ターイの作ったプランター

誰かベランダで野菜作らない？プランターをターイが作ります

よ！ 発注をお待ちしております(^O^)

MGKの昼休み

どうですか！？

これ！

竹内涼真似で

ちょっと

男前でしょ？！

笑顔の多い

ええ男です。

MGKでのアサメシ

  日本品質をベトナムでやる  

京セラドーム！！
一般財団法人 アジア太平洋研究所から

写真は撮れていないのですが、30日金曜日のおべんとう

の会にアジア太平洋研究所の研究計画部長、松川博士と

研究員のカオ博士が来てくれました。

一緒にスジ肉カレーを食べました。

アジア太平洋研究所は日本の経済社会や関西地域経済

に関する調査研究を行うシンクタンクです。

何で来てくれたかって？

私にもあまり詳しくは分かりませんが、私達がベトナムで

仕事をする動機が他の進出企業と違うとおっしゃられてい

ました。

何にせよ、一緒にご飯を食べてみんなの笑顔も見てもらっ

て喜んでいただけたのが何より嬉しいことです。

これからもイキイキとみんなで協力して切磋琢磨しなが

ら、どうやったらお客様を始め、関わる人全てが幸せにな

れるかを考えながら社員一同、精進したいと思います。

お役に立てたかどうか分かりませんが、いい機会になりま

した。訪問していただいて本当に有難うございました。

3/27LIXIL関西フロント会にて

これも写真はありませんが、LIXIL関西フロント会に

て、サラメシの上映とみんなの取り組みを紹介させ

ていただきました。

その場に居られた社長様にどう感じていただいた

か分かりませんが、これからもみんなの頑張りをど

んどん紹介しようと思います。

－お悔やみ申し上げます－

いつも元気で僕たちに笑顔で接してくれ、どんなしんどい仕事でも前向

きに助けてくれた職人の山下豊さんが4月5日に突然お亡くなりになられ

ました。今でも変わらす山下さんのことはみんな大好きです。これからも

変わらず僕たちを見守ってください。一旦、御礼を言わせてください。  

今まで本当に有難うございました。

～ お知らせ ～

〇 シンモイ水事業  ４月売上 ５７，０００円

             今月も有難うございました。

〇4/21  ボーリング大会 若江岩田ラウンドワン

〇5/8～9  税務調査

〇5/12  木鶏会全国大会in大阪  グランフロント北館

〇5/18   みしま食堂  住友生命の大用さん（元占い師）

                  が占ってくれますよ。

４月２６日から５月２５日までに誕生日を迎える皆様

北川弘美さん、グェンクウォックチーくん、立花史章くん、

西田優さん

お誕生日、おめでとうございます！

良い歳になりますよう祈念しております。

会長！ごちそう様です！

この風船

飛ばしが

楽しそう

でした！
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