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池田トーヨー住器(株) 常務様分

猛烈に暑い日が続いておりますが、みなさんは、どんな対処法でこの猛暑を乗りきって

おられますでしょうか？

あくまで運動をして体力強化！いやいや、極力動かず、クーラーの下で。。いや、水風呂に

入って身体を冷やす、いや、ウナギなど精のつくものをたくさん食べて元氣になる！など。。

人それぞれに対応方法は違うかもしれません。

しかし、積極的な水分摂取と十分な睡眠をとれるように体調管理をしっかり意識して

みんなでこのあっつい夏を乗りきっていきましょう！

今月もたくさんの注文を有難うございました！

少しではありますが紹介させていただきます。

引戸障子取替工事

畠平様

畠平様邸 玄関ドア取替工事

入口に車が突っ込んで扉が壊れた！ということで、

枠を残したまま、扉のみを交換させていただきました。

新しい扉に会う部分だけの部材を交換して極力使える

部分はそのまま使います。

今回はソンくんが大岡さんの指揮の元、ちょうど合う位

置で補助部材を取付け、丁寧に建て付け調整をして、

工事をさせていただきました。

教える方も教えられる側も、日々勉強で仕事をさせても

らっています。

有難うございました！

主に木工機械を扱う三陽工業様の畠平社長から

連絡を頂きました。「どうも実家の家の扉が重い。。」

伺わせてもらうと、玄関がステンレスのドアでした。

お父様が扉を開ける重さにいつも困っておられた

様子。

「なんとか軽くなるようにしたいけど、全部取替？？」

いえいえ、そこは任せて！これはまさに三島硝子建材

の仕事。早速、健太くんが既設の枠を残したまま、

壁を壊すことなく、アルミの動きの極力軽い丁番ﾄﾞｱに取替。

工事後に、施主の畠平様から、感謝の言葉を関わる全員にかけても

らいました。

製造業はなかなか、施主様から直接に感想を聞くことがありませ

ん。なので、畠平様にかけてもらった一言が、私たちにとってとても

嬉しい、心に残る言葉になりました。

7/21土曜日の営業会議で、田中部長から、「こうやって喜んでもらえ

る姿を見ることができたり、感じることができることは本当に嬉しい、

励みになる」という発言がありました。

私たち営業や工場が、今より以上に使われるお客さまのことを意識

しながら、もっと喜んでもらえるように、ひとつひとつ丁寧に、これか

らも勉強させてもらいます。

良い機会を頂きました。本当に有難うございます。

7月の木鶏会は。。

今月の木鶏会は「人間の花」

人生にとって一番大事なものは？

との問いに稲盛和夫氏の答えは？

松岡修造氏、道場六三郎氏が考える「人間の花を咲かす」とは？

なんか共通してるよね？みんなが自分と照らし合わせて

向き合いました。相変わらずパフォーマンスも全力でね(笑)

工場長の誕生日の場合

工場長の誕生日の日。ターイからのプレゼントは魚料理！

なんとなんとベトナムの魚料理を作ってきてくれました！

流石に本場ベトナムの味！

これは、町のベトナム料理屋では

味わえない味！

工場長よかったね！

ちなみにプレゼントは愛用の

迷彩柄グッズでした！(^O^)

気に入ってくれたかしら？

JETRO岐阜にてみんなのことを話してきました！

みなさん。ジェトロって知ってますか？

ジェトロは2003年に設立された独立行政法人

です。 海外74カ所、国内45カ所のネットワーク

をフルに活用し、海外ビジネス情報の提供、

中堅・中小企業等の海外展開支援、対日投資

の促進などに取り組んでいる組織なんです。

今回ジェトロ岐阜の三木係長に呼んでいただ

き、岐阜のOKBふれあい会館にて、話をさせ

てもらう機会を頂きました。

三木係長は学生時代に、1年間ベトナムに行

き、ベトナム人の素敵さやベトナムの国の面

白さに魅せられたそうです。

日本を好意的にみてくれるこの国の人た

ちと文化や価値観を相互理解できるよう

になればと、この仕事についたそうです。

昔から日本にはどんな相手をも一旦受け

入れる文化が長く存在しました。

その一方で規律を守らない者は村八分

など、強い姿勢で受け入れを拒否したと

いうことです。

日本人の共通の価値観として、みんな一

緒にどうやって幸せに生きていくかという

ことが根底にあったと言われています。

現代において、人は時に相手のことを、

理解しようとしないまま、国籍や身分や見

た目や物質で判断しがちです。

自分にとってだけの好き嫌いや、自分だけにとってだけの損得が、人を思いや

る気持ちより、優先される時代になりつつあるのかもしれません。

2012年に世界人口は70億人を突破し、2018年は既に75億人を超えています。

このまま推移すると、30年後には98億人を超えると予想されており、もし自分の

損得が優先される世の中なら、食料とエネルギーの奪い合いがかなり激しい世

界になると予想されます。私たちの子供の時代に現実となります。

人を思いやり、一所懸命に真面目に生きる人が報われる世の中にならないと、

近い将来、戦争が身近なものになるかもしれません。三木係長のような、純粋

で温かい心からの行動が無視されることなく報われるような世の中を作るのは、

政治家ではなく、私たち一人ひとりの大人の自覚だと思います。

みんなの子供たちに、このツケを払わせることを少しでも減らすために、

三島硝子建材、MGKframeworks 力を合わせて、アジアで一番の思いやりあふ

れる技術集団を目指し、精進し、生きていこうと思います。

東京から取材に来ていただきました！

先月号のお知らせにも書いていましたが、東京から

株式会社 働きかた研究所 代表取締役 平田未緒さんが、

会社に来てくださいました。有難うございます！

平田さんは、テレビ出演、著書も多数ある方なんですよ。

厚生労働省からの委託組織でも活動されておられます。

以前からみしま新聞でも紹介      

させてもらっていた陽明学の

世界的な権威である

難波征男先生のもとで、

あゆみさんと一緒に

学んでいた仲間でもあります。

今回、大阪まで来てくれたのは、みんなの働き方、取り組みを

記事にしてもらえるからなんです。どんな記事になるのか今か

ら楽しみです！来ていただいて本当に有難うございました！

えっ！この人は！？ そうです！そうなんです！

株式会社長崎の長崎喜一

さんです！

いつもお世話になっている

みんな大好き喜一さんです。

じゃなくて女性の方ですか？

そうです！マエノリさんです！

ファッションモデル前田典子

さんです。実は喜一さんの同級生だそうで、

あゆみさんにメールを頂きました。ちょっとびっくりして

載せちゃいました。喜一さん、ありがとうございます！みしま食堂開催！今回は会長のドヤ顔食堂だ！

今回のみしま食堂は、会

長がやってくれました！

会長のドヤ顔食堂！！

メニューはなんと平日な

のにジンギスカン ( ﾟДﾟ)

見てくださいこの左の写

真。全部自分で用意。

野菜は全て屋上での自家製野菜！お肉は山形から取り寄

せたこだわりのものらしい。廣井部長用にちょっと宮崎牛も

あり、なんとも豪勢なお昼ご飯になりました。

今回のゲストは、三協アルミ関西ビル建材支店長の東さん

と岩下課長、そして、MBSラジオ「朝からてんコモリ」の子守

さんが代表を務める株式会社アンテリジャン制作部長の長

谷川さんです。ビールでも飲みたくなるお昼でした(*^-^*) どんどん煙が充満してきて、もうクーラーは

全く効かない状態になりました(笑)

満足していただけたでしょうか？？

しかし、みんなシャツが煙まみれで

昼からの仕事、匂い大丈夫だったで

しょうか？(;´･ω･)

この光景は絶対ビールでしょ？(笑)

みしまの工場は全員 「損益計算書」 が作れます！

先月に、株式会社ディーファの小寺さんにみっちり

損益計算書の見方を教えていただきました。

早速、みんなでおさらいです。

7月の工場会議でのひ

とコマです。

６月の収支と１月～６

月までの収支を表に

落としこんでみまし

た。 うちの工場はみ

んなできるんです。営

業ならみんな書けるけ

ど、工場ができるって

素敵でしょ？もちろん

実習生もやりますよ

(*'▽')

ドヤ顔食堂、えんちょうせ～ん！夜の部 開催！

会長は一緒に食べず

に、自宅でパンを食

べていたようです。

何で？

「いつも食べてるか

ら」

だそうです。

ほんまかなぁ？

あ！会長！

実はこっちの方が

やりたかったのね

(笑)

お昼はパンの理由

が分かりました。

夜がメインで

ビール飲みたかっ

たのね。

なるほど～(笑)

なんとその夜も会長は屋上で

待っていたんですー。
大正商会のおやっさん完全復活！

近所のガソリンスタンドの大正商会。いつも

お客さんでいっぱいの地域の愛されるお店

です。おやっさんは毎日欠かさず朝一番早

くからお店に出て、通学の子供たちの安全

を守り、誰よりも大きな声でみんなに挨拶

をしてくれます。地域の人達からいつも声

をかけられる、この街には、なくてはならない存在。

見てください両手にはいつも鉄アレイ！元氣印なんです。

ここ一カ月の間、その声がなかったのは、調子が良くなかった足を

思い切って手術されたからなんです。この通り、見事復活！！！

いつまでも元氣で 私たちを見守ってください！

いつも本当にありがとうございます！
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NHK 「中井貴一のサラメシ」

再放送は８月２３日木曜日

午後１２時２０分からに再決定！

前回 7/5に再放送予定だった

「東大阪のサッシ工場に昼がきた」

は、西野ジャパン帰国緊急会見のため、放送がなくなりました。

録画していただいた方もいて、非常に申し訳ありませんでした。

しかーし、NHKさんに、すぐに再放送枠をとっていただきました。

８月２３日木曜日午後１２時２０分から再放送決定です！
夏休み中、みんなで観てください。宜しくお願い致します！

～ MGK便り ～

NIPRO新築工事がとうとう始まります！その１

２０日から総動員でチャレンジが始まります。

不安と期待いっぱいの中、タインが念入りに現場下見を

重ねています。MGK専用の仮設事務所を設置したり、開口

をチェックして墨だししたり、荷揚げをどうするかなど

初めてのことばかりだけど、正面からぶち当たります。

「やってみなきゃ、分からない」    頑張れ！職長タイン！

MGKの安全ベスト

ちょっとカッコイイ？

ちゃんとロゴ入ってるよ！

  ゆかこやん！

工場長２回目のベトナムでの最終日

フルメンバーとの記念写真

【「三宅さんは変わりましたね」

ってフンに言ってもらえました。】

工場長、よかったね！

朝ごはん

小タイン、いつも何食べてるの？

買ってきてもらいました。ハムの下に

もちもちとした白いものが。

米粉を蒸した麺と野菜の上から甘辛い

魚醤をかけて食べます。これ美味いなぁ～

インターン生の２人

左がジンくん

右がグェンくん

４ヶ月間よろしく！

   シブタニさんに

工場見学に行きました！

MGKに不二サッシさんが

来られたので、近くにある

株式会社シブタニさんに

工場見学に行きました。

常見社長、中津副社長に

案内してもらってます～。

事務所もきれいでした。

北村くんついにベトナムに登場！

去年６月にMGKでみんなに取付を教えてくれ

た北村くんが、三島硝子建材の社員としてベ

トナムに着きました。待ち切れずにVuくんが

空港までお出迎え。大きな現場の前に大き

な兄貴が加わりました。

とにかく、ベトナムで一番の職人を作る！

強い決意のもと、駐在します。

みんなで結束して

チャレンジします。

みんないい表情し

てるでしょ？

今年必ず乗りきり

ます。

工場の間仕切りサッシ なんと W = 165 ｍ

ベトナムで歯ブラシの

製造販売をしている太陽

ブラシさんの新工場です。

工場間仕切りサッシ   

W=165,000 H=3,000  

を一週間ちょっとで製作施

工完了してしまいました。

工場団地の管理会社さんが

来社された理由は？？

私たちが入っている工場団地の横にある

ロンドウック工場団地。それは双日さんと

ダイワハウスさんが作った工場団地です。

管理するのはローカルで作った会社、ロン

ドウックインベストメントカンパニーという

会社なんですが、そこの責任者の方が、

日頃のMGKの仕事ぶりを見て

ローカルゼネコンさんを紹介してくれまし

た。ありがたいことです。

見積りさせてもらえるかなぁ～

MGKで日本語教室が始まった！

文字カードまで作って、読むこと

ができるようにしています。

日本とやってることが似てる

月水金の早朝、会社

が始まる前の

１時間で日本語教室

が始まりました。

参加者は、元実習生

以外の全員。

全てが自主運営。

これにはびっくりしまし

た。ほんとにすごい。

彼らの中から、日本で働くことができる人を必ず作ります。

借金をしなくても、真面目に生きる人は日本で学ぶことが

できるチャンスを作ります。

彼らは三島硝子建材で働く人をお手本にしたいと必死で

仕事をし、スキルを上げ、そして勉強もしています。

私たちも負けてられないね！

NIPRO新築工事がとうとう始まります！その２

工事をする際に、困っていたのが内部足場。5ｍの高さを超える

サッシがたくさんあるので、内部足場を窓毎に組んでいかなければ

なりません。もちろん、ここはベトナム。そんなの自分たちでやらなきゃ

誰もやってくれない。さあ、頑張って組もうとやり始めたら、一人だけ

めっちゃ組むの速い奴がいる！なんだこの速さ！次々に組んでいく。

組みあがってみれば、なんと綺麗な足場！

今、分かったことですが、クワンは元足場職人だったそう(笑)

それならそうと、はよ言え～！(笑) 現在、この現場で一番綺麗な足場

はMGKの足場だそうです (*^^)v

NIPRO新築工事がとうとう始まります！その３

現場内にあるMGKのコンテナの様子。

昼ごはん食べて、みんな昼寝。

実はクーラーが効かないんだそう。。。

どんな状況でもみんな笑顔なんです。

前に進もうとみんなが思っているから。

それぞれの生活は決して恵まれた環境では

ないのはみんな分かっています。

だから、誰一人として苦しい顔をせず、

楽しいものにしようと努力しています。

竜馬、ベトナムでの出会い その１

北村くんの名前は「竜馬」と言います。

LINEが入り、「原田さんに呼ばれたの

でちょっと行ってきま～す」とのこと。

送ってきた写真でびっくり！

文化シャッター、不二サッシオールス

ター！

竜馬、よかったね。なかなかないよ。

このメンバーは。。

不二サッシ能脇部長、文化シャッター原田部長、アジアで長く人財を

作ってこられた２人です。いい勉強させてもらってます。

フットサルに壁はない

フン（赤）とタイン（青）

のマッチアップ

最後は汗だくでもみんな笑顔

で解散していきました。

近くの日系工場で働く

みんなが集まって、

混成チームをその場

で作り、すぐキックオ

フ。

何の壁もありません。ナムちゃん３連発

職長のやることを

タインから伝授される

ナムちゃん。

車の免許を取得して

意気揚々と運転する

ナムちゃん。

相変わらす奥さんと

仲がいいナムちゃん。

この２人はおまけ(笑)

竜馬、ベトナムでの出会い その２

株式会社シブタニの中津副社長。

歳は違えど、なんと、２人は同じ

高校。大阪市内の某進学校です。

すごく面倒見の良い兄貴です。

色んなところに連れ出してくれます。

中津さんが居てくれるから安心して

MGKで竜馬は働けます。

今回はイタリアンのようです。

PIZZAが美味しそう( *´艸｀)

本当にありがとう。

そんなに近寄らなくでも(笑)

まさか！私の居ない間に慰安旅行！？

私がベトナムに居ない時に、慰安旅行が企画されていました

普通、そんなんありえへんし～。連れていけよ～( ﾟДﾟ)

砂丘のスライダー。子供たちがすぐに集まり

すべるために敷くシートを売りにきます。

このたくましさ、見習うべき！

竜馬のもっとも恐れたもの、それは。。。。

生牡蠣と刺身！ 勇気を振り絞って食べた。何ともなかった！

今回の行った場所はムイネーと

いう所。海と砂丘がある観光地

です。海のリゾートなんですが、

ご覧の通り、今回は汚かったの

で海に入れなかったようです。

残念！

送ってくれた写真の

中に丁番の写真が！

やっぱり、サッシ屋さ

んなんですね。日本

と一緒だ (笑)

休憩時の写真。なんか近くない？(笑)

いつも狭いとこで、かたまります。。。

～ お知らせ ～

〇 シンモイ水事業 ７月売上 ６１，８００円

   今月も お買い上げ有難うございました！

○7/27 AOTS 松永さんが会社視察に来られます。

○8/1 MEIKEI 谷口代表が会社見学に来られます。

○8/4 13：10～ 木鶏会 「変革する」

７月２６日から８月２５日までに誕生日を迎える仲間たち

カインくん（MGK)、 水田英子さん（あゆみさんのお母さん）、 高木詠子さん

（あゆみさんのお姉さん）、 ヴ―くん（MGK)、 神原太一さん です。

誕生日おめでとうございます！ みなさまに幸せが訪れますように！
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