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作州トーヨー住器(株) 渡様 放出東マンション新築工事

(株)NOW 小林様 某住宅スチール窓改修

(株)太陽トーヨー住器 竹村様

加美正覚寺現場

半外丁番ドアマス格子付 電気錠仕様

私たちは、お客さまにたくさんのお仕事をさせていただいております。

その中の一例を紹介させてください。

ご注文いただき、本当に有難うございました。

エントランス部の内外につながりを感じる引分自動ドアになります。

スチールドアに木目シートを貼っています。 ステンレスの化粧目地

で豪華になりました。

カバー工法にて、既存の窓枠を外さずにアルミサッシを新しく取付

させていただきました。

格子ドアは綺麗に見えるのと

防犯上にも良いのです。

アルミは軽いので開け閉めが

便利です。

山辰商店 鈴木様 神戸某事務所

何年か前にさせていただいた現場ですが、綺麗なので載せさせていただきました

廣井部長の58回目の誕生日はベトナムにて！

６月です。１８日には大きな地震がありました。皆さま、その後は大丈夫でしょうか？

変調はございませんでしょうか？油断せずに防災に備えてくださいね。

ベトナム実習生が住むことぶき寮は、浴槽に水を貯めているようです。

今回の地震の経験を活かせるように対応して、大切な家族を守ってくださいね。

廣井部長の誕生日。ベトナム出張中

の為、さぞかし寂しかろうと日本から

ベトナムに誕生日おめでとうの写真

を送りましたが、なんとなんと。。

MGKのみんながサプライズ誕生会を

してた模様です(*'ω'*)

廣井さん、よかったね！

株式会社ディーファさんによる会計講座がスタート

粗利って何？？ 売上額は分かっているけど、そのお金はどう使われてる？？

ん～、大体は分かっているつもりだけど、はっきり分からないよね。

じゃあ、教えてもらおう！ということで、いつもお世話になっている会計事務所である

(株)ディーファ西川先生にお願いして、営業、工場向けに講座を開いてもらいました。

講師は、いつも笑顔の小寺綾先生！

毎月のおこずかいを来月により多く残すには、どうするの？から始まり、その残した

お金は結局なんのために残すんだろう？と進んでいきます。

特に工場チームはみんな積極的で、前のめりで大盛り上がりでした。

YSK工房さまからの。。。
いつも仲良くさせていただいているお客さまの

YSK工房様。旭区で３２年の実績があります。

「幸せな暮らし」を常に考える素敵なお客さまです。

今回、差し入れを頂きました！シンモイコーヒーまで

買っていただきました。御礼を言わせてもらうと

「何もたいしたことしてへんやん～」って。

いつも優しくしてもらいます。

本当に有難うございます。

そんな心遣いが本当に嬉しい。

素敵な方なんです。

どんどんお役に立ちたいので

これからも宜しくお願い致します。

ド肝を抜くドア、進行中

立花さん上機嫌

ド肝を抜くドア近日公開！と銘打って

２か月。段々と形が見えてきました。

ソリック自動ドアの堀社長にまで

来ていただいて教えてもらう熱の入れ様。

さて、どんなドアが出来あがるやら。

ちょー楽しみです！こうご期待！

下田先生が来てくれましたよ！

東京で大手企業などを顧問先に持つ超人気社労士の下田さん。

僕らの大好きな日比野先生と大の仲良しです。

今年出版される本の中で、三島硝子建材のことを取り上げて

もらえるそうなんです。

ということで、沖縄から来てくれました。ん？東京なのになんで沖縄？

覚えてる方も居られるかと思いますが、みしま新聞３月号で

紹介させてもらった、沖縄名護のBOOKCAFEあいて～る

の代表の下田さんなんです。

昨年１１月にはベトナムMGKにも来てくれました。

あいて～るは、新聞やテレビで紹介されることが最近多く、

そのコンセプトなどが、今、大変注目をされています。

下田さんにおべんとうの会や、工場の昼礼を見てもらいました。

さて、どんな本になるのか楽しみですね！

内容は出版されてからのお楽しみにしましょう！

来ていただいて本当に有難うございました！またみんなで

沖縄の下田さんのお店に伺いますね！

あの御礼の手紙が来る感動をみんなにも知ってもらいたい！！

原っち職人デビュー！

みしまのみらい会議でいつも

中心となって会社を盛り立て

てくれる原っち。

とうとう取付職人デビューを果

たしました。

サポートに大岡さんが入って

くれ、みんなが注目です。

自分達の作ったものを自分たちで取り付けたい。ちゃんと最後まで見届けたい。

取付現場で、工場では気付かなかったことをカバーできるようにしたい。

施工者の気持ちにもなって製品作りをしたい。 そんな想いから現場デビューが

実現しました。 原っちが先陣を切りましたが、次々とこれから続いていく予定です。

サポートの大岡さんも、本領発揮！色んな困難な現場を切り抜けてきた経験が

みんなを助けてくれます。本当に頼もしい。

みんながそれぞれ、色んなことにチャレンジし始めました。

あれこれやると、会社ですることが増えるのでやりたくないという人が多い現代です

が、三島硝子建材では、損得なく、自分のやれる能力を増やしたいと素直に言える人

が徐々に増えてきているんです。自分の能力を伸ばし、生きている自分を楽しもうとし

ていると会社でも私生活でも、周りの環境が変わってきます。

これからも色んなことにチャレンジしていきます！どんどんイキイキしていきますよ！

三島硝子建材 夏ポロ ２０１８年度仕様！

どうですか、この感じ！(笑)

なかなかいい感じじゃないですか？

今回は谷町にあるアトムプリントさん

に作ってもらいました。

アトム株式会社の仲野さんは

新世界などで行われている大衆演

劇にも通じていて、楽しい人です。

個人的に大衆演劇を観てみたい人

はどうぞ連絡ください。そこには、す

ごい世界があります。さて、２０１８年

仕様のポロはポケット付きとしまし

た。ロゴは右の肩に入っています。

黒ポロのロゴは阪神ファンと巨人

ファン仕様に色が分かれています。

もちろん、うちには熱狂的中日ファン

が一人いるので、青ポロはドラゴン

ズを意識しています。ワインレッドは

楽天で、紺ポロはオリックス。

しかし、緑ポロは何故か

    アスレチックスなんです(笑)

  また、そんな目でみて意見して

            やってください！
最年長の

モデル立ち！

最年少の

モデル立ち！

役者揃い踏み！

なんかちょっとかっこいい？

中間期の棚卸開始！

三島硝子建材はフロントサッシ屋さんなので

たくさんの端材が置いてあります。

年に一度、決算月に棚卸をするのですが、

今年から半年に一回しようと６月に業務を止め、

全員で棚卸を開始しました。

在庫をうまく使いたい、でもちゃんと使えてたか

な？もっと細かく把握をしていこうと始まりまし

た。その中心はなんと、事務の佐藤さん！

事務からも、何とか会社でより良く過ごしてみん

なの役にも立ちたいと、事務所会議も起ち上げ

て棚卸まで指揮をとってくれました。

佐藤さんは、販売

管理ソフトの開発も

手掛けてくれて、朝

は早く来てくれて、

あゆみさんと一緒

に事務所の掃除を

毎日してくれます。

これから、在庫を上手

に使っていくやり方を

みんなで知恵を出し

合ってチャレンジして

いきます。

なんか指示してくださーいではないところが素敵でしょ？

なんなん？このドアノブ。。。。

会社を入ってすぐ左の

ドアがこんなドアに取替

えられていました。。。

なんなんこれ？？？

ドアノブが「手」やん。。

だから取っ手？？(笑)

ある日は上向いてたり、

ある日は指輪してたり。

夜、怖いし。。。

地震予知？

知り合いのFacebook

より

6/17の夕方、鶴橋か

ら撮った写真。

「この雲、明日、地震

でもくるのかな？」

って。。。

地震きたし。。。

私は分からないけど、自然とか、自分が感じる力

        には何かあるのかもしれないです。

仁さんもいい笑顔

追加発注受付中！親子でどう？

子供サイズも可！配色も自由！

みんなで「58歳」のポーズ
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～ MGK 便り ～

６月のロンドウック上空！なんと空が大きいの！

日本は梅雨入り、ホーチミンは雨期。

雨期といっても降り続けるのではなく、スコールなんです！

一気に空が変わり強烈に降り、また晴れていきます。

差はありますが、大体２時間の出来事です。

これからジリジリと日差しがキツく、暑くなってきます！

ナムちゃん運転練習中

ナムちゃんが免許を取りに

教習所に行ってます。

7～８月にはとれるそうです。

頑張れ～！！って。。。実際に

これ運転してる写真よね。。(;´･ω･)

MGK現場バイク部隊！

現場に行く時はいつもバイク。何でも積んでいきます。

工場内がドルンドルン響いています。

あ、ヘルメットは現場も工場も共通みたいです。。(笑)

どんどん工場が建つなかでの苦労。。

某大手ゼネコンの某大手企業の工場建設現

場。この企業は今どんどん工場を建ててい

て、この現場のサッシはローカルサッシ会社が

受注して取付けています。

現場の監督は仲がいい日本人なのですが、

ある日、監督さんから電話が日本にかかって

きて、「サッシ屋さんが取付けに来ないから

MGKさんに手伝ってほしいんです！」

そんなこともベトナムにはあるんですね。

今回は無事完了しそうとのことです。

ほんまに、よかった！

ベトナムの若手経営者

MGKに Triくんが来てくれました。友達のNamくんも一緒です。Namくんは、ホーチミンで、テレビを

売ってたり、クーラーなど空調設備の会社をしてたり、ホーチミンで飲食店まで経営しています。Tri

くんと仲が良くて、初めてTriくんの実家に行った時も一緒に居てくれて案内してくれました。

昔に、Triくんの家が経済的に苦しかった時、友達ながら学費を援助したり、Ｔｒｉくんの家の仕事を

手伝ってくれたそうなんです。なので家族ぐるみで仲良しです。

Ｎａｍくんとは久しぶりの再会。MGKの仕事を見学して、一緒に仕事したいね、と話をしました。

こういう若手経営者と早く一緒に仕事ができるようにＭＧＫも頑張りたいと思います。

Triくんとも一緒に仕事ができる日が早くくるようにと願っています。

人数が増えてきてフットサルができるようになったのです！(^O^)

MGKも現在９名、７月には１３名にな

ります。フットサルチームができまし

た。僕は見るだけになりそうです！

ただ今、某レンタル工場施工現場で奮闘中！

クレセントの調整

休憩所で一休み

風が気持ちいいね。

この時期は

良く晴れてても

一日一回は

スコールで中断

します。日本に

無いそんな苦労も

あるんです。

次の現場はめっちゃでかい！

シブタニさんが来た！

「塗装をするのにアルミ型材を分けてほしい。」てなことで

シブタニさんが来られてます。廣井部長が切断してくれています。

ベトナムでは、お互い助け合いの中、やっています。

これは日本の話～その２～

下の写真は実習生のカーさんです。

朝７時３０分のものです。

この日は朝から現場に行くとのことで８時に会社に

来る約束でしたが、早く来て３階のトイレ掃除と

朝の入荷を考えて自分から形材を片しています。

みんな知ってたかな？

日本に来てまだ５ヵ月、こんな姿があるのです。

これは日本の話～その１～

下の写真は入荷時のもの

ターイさん、真っ先にトラックに行き

型材を全てチェックしながら

どこに運ぶものなのかを指示します。

責任を持って仕事をするようになり

顔つきも変わってきたように思います。

なんか嬉しく思います。

ＮＨＫ「サラメシ」再放送決定記念、２０１８年前半昼メシコレクション！

なんとなんと！昨年６月に放送されたＮＨＫサラメシ「サッシ工場に昼がきた！」放送分が

好評だということで、再放送されることになりました～！！

放送日は７月５日木曜日のＰＭ12：20からの放送枠になりそうです！

ということで、昼メシコレクションを並べてみました！ 社長のカレーも始まったんですよ。

東京から「ＭＫ会」の皆さんが来てくれました！

東京からＭＫ会の皆さまが来てくれました。

ＭＫ会とは、松本社長が経営するマテックス株式会社

の販売店後継者会になります。

左端手前に写っているのがＭＫ会の長岡会長で、右奥右端から３人目

の背の高い人が松本社長です。

マテックスさんとは、関東で最大のガラス屋さんで、従業員数２５０名

売上は１３５億円にのぼります。

鶴橋の焼肉屋さん

「新楽井」にて。

懇親会に混ぜてもら

いました。

皆さん前向きで素敵

な方ばかりでした。

そんな経営者さんの集まりに、工場から立花さんと三宅工場長が、なんとプレゼンを行いました！

今取り組んでいる「ド肝を抜くドア」のプレゼンです。これが皆さんの心にとまり、「それが欲しい！」と言ってもら

いたい一心で勇気を出してやってくれました。これが一番嬉しかった！！立花えらい！三宅えらい！

初対面の人の前で恥ずかしくてそんなのできないと、大人でも言い訳を付けてしないのが普通だと思っていまし

たが、これができる２人を本当に誇りに思いました。これが、三島硝子建材のスゴイところ。

とにかく素敵でした！嬉しかった～！仲間の大切な人を一緒に大切な人だと丁寧に対応することができること。

そしてその人の前で、素直に自分たちの良いところをアピールできること。それも楽しませながらできること。

なかなかできることではありません。ほんと立派でした！感動しました。

～ お知らせ ～

○ シンモイ水事業  ６月売上   ６８，６００円でした。

                       いつもお買い上げありがとうございます。

○ 6/25(月)  鶴見区某タワーマンション 窓改修住民説明会をします。 ※田中部長

○ 7/5（木）  東京から「働きかた研究所」代表取締役 平田未緒さんが会社見学に来られます。

○ 7/5（木）12：20～  ＮＨＫ「中井貴一のサラメシ」 ～サッシ工場に昼がきた～ が再放送されます。

6/26～7/25までに誕生日をむかえる仲間

松山芳枝さん、三宅尊志さん、松山正光さん、東井嘉昭さん、北川彩香さん、小山内豊さん

ターディンフンさん、田中天基さん

おめでとうございます！良い誕生日をお迎えください。良い歳になりますように！

香歩ちゃんの誕生日

こんなかわいい写真をもらいました。私は毎回、誕生日がくる仲間の名前

を新聞に載せさせてもらっているのですが、携帯のスケジュール帳に誕生

日を控えさせてもらって、そこから確認をするのです。６月の香歩ちゃんの

誕生日が毎年の繰り返し表示になっていなくて、見逃していました。

本当にごめんなさい。でも、あゆみさんのお姉さんの詠子さんからの

鹿のぬくぐるみプレゼントにこんなかわいい写真を送ってくれました。

本当にありがとう！いつもイベントには来てくれてありがとうね。

誕生日おめでとう！幸せなことが多い歳になりますように！

心から祈っています！また遊ぼうね！めっちゃｶﾜ(・∀・)ｲｲ!!

これはＮａｍくんが経営する

飲食店

これが次にさせて

いただく現場写真。

めちゃくちゃでかい！

とにかく全力で力を

合わせて頑張りま

す！！
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