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みなさん、台風20号が深夜に通りすぎましたが、大丈夫でしたか？

しかし、暑いですね！！

いったん、涼しくなったと思った矢先にまた暑さが戻ってきたので

ええおっさんになったせいか、身体にはきっついですが、

皆さんのお父さんたちは、暑い中、現場回ったりして頑張ってます！

家では動かないかもしれませんが、できるだけ優しくしてあげてくださいね。

さて、８月が終わったら今年もあと残り三分の一で４ヶ月を残すのみ。

２０１８年を満喫する為に思い切って色んなことにチャレンジしていきましょう！

今月号は先日閉幕した熱闘甲子園のように熱い夏の思い出がつまった感じに

なってます！こんなことがありました～。見てあげてください。

みんなで花火大会！！なんとベトナムではできないことなんです。。。

スイカ割り！めっちゃ思い切り振りか

ぶってるやん。。

ベトナムではお正月などに打ち上げ花火はありますが

手持ちの花火は禁止だそうです。（捕まります）

「じゃあ、花火をしよう！」「どこでする？」

すると会長が「屋上ですれば？」・・・やったぁ(*'▽')

お盆休みの前日に会社の屋上で花火大会です。

初めての花火に実習生たちは

「どうしたらいいですか？」「どっちに火をつけるの？」

「上向けたらあかん！」

一度に何本も火をつけて火傷しそうになったり、とっても

賑やかで楽しい時間でした。

初めての花火はどうだったかな？

    またしようね。      ・・・北川弘美・・・

お客様からの

電話に出る

田中部長。

仕事ができる男に

は夜景が似合う！

この夜景は

東大阪の摩天楼！

かもしれない。。

日本語教室、今日は立花書道教室！

今年も始まりました、立花書道教室。 みしまで一番字が上手い立花

師匠の出番です。日口鋼管さんのヴィェットくんも参加してくれました。

ヴィェットくん

時間がある時

は来てくれます。

大の仲良し。

ダットはお母さんかな？

ターイは何それ？

「ごはん」？？（笑）

何でそれにしたん

やろ？

カーは、カメラを向

けると。。

なになに？

そのポーズ？？

（笑）（笑）

翌日の私の机の上にはこれが。

うまいこと並べてくれました。

ありがとうございます！

字か上手になりましたね～！

今月の木鶏会は？       ８月度木鶏会

     テーマは『変革する』

変革の文字を見て、変革ってなんや

ろと思いながら致知を開きました。

「人は変われる」

変わらんといかんと自分自身で思っ

ている最中で目にした言葉でした。

何かミスをしたり、自分に不利な状

況に直面すると自分以外の誰か、何

かのせいにしてしまう。それではあ

かん。

まず、自分の何があかんかったのか

自分自身を素直に見つめ、あかんと

こは一つひとつ素直に変える。

自分も変われば周りも変わる、環境

だって変えられる、変えていこうと

思った８月号でした。・・三宅尊志・・

長さんというレジェンド 三島硝子建材は４８年もの間、仕事をさせていただいておりま

すが、その歴史の中でたくさんの人たちに支えられてきたから

こそ、今日現在まで仕事を続けてこれました。

その支えてもらった中の一人が”長さん”という職人さんです。

７０歳近くまで現役で僕たちを助け、指導してくれました。

工夫の名人で、なんでも工夫してやってしまいます。

マクドナルドのストローまでが作業道具になります。

自分のトラックにまで、色んな書き込みをして、後続の車を笑

わせるような職人さんです。

もちろん、毎日ではないですが、７０歳を超えた今でも職人として現場に行ってくれます。

長年にわたり活躍した「手」はグローブのようなとんでもない「手」をしています。職人の

証です。なかなかゆっくり行けてませんが、ホームセンターで工具を見てまわって、マクド

ナルドでコーヒーを飲むというルーティンを一緒にやりたいです。いつもありがとう。

打合せコーナーの机を頂きました！

この木の机２つ、頂きものなのです。あゆみさんと私が大好きな先生がいます。

２０１７年１月号にも紹介させていただいたのですが、大塚先生という、あゆみさ

んが長年教えていただいている、お花の先生です。海外生活も長く、毎年、縁の

あるロンドンでの滞在をされています。

今回、訳があり、この机を譲ってもうことになりました。

設置してみると。。。。いいじゃなぁぁぁい！( *´艸｀)

右の写真の椅子は昔、会社の隣のレストランが閉店する時にもらったもので、も

う５０年以上使っているものです。一つ壊れたので、もう寿命かなと勝手に思って

いましたが、なんのその！めっちゃ机と合うじゃないですかぁ～(*^^)v

大塚先生、ありがとうございます！また会社にも遊びに来てくださいね！

会長の”ドヤ顔食堂”その２！開催～！

またまた、会長がやってくれました。前回のドヤ顔食堂が好評だったので、終わってからすぐに、「次はいつすんねん」と準備をして

腕をふるってくれました。会長のみんなに喜んでもらいたいという気持ちが嬉しくて、みんなの表情を撮ってみました。

みんな、いい顔してるしょ？（笑） 会長いつもありがとうございます！次は夜、屋上でやりましょう！

それぞれのお盆休み 今年のお盆休みは５日間。

みなさんはゆっくりできましたか？

ターイとダットは２回目、ソンとカーは初めての

日本のお盆休み。それぞれの過ごし方を書い

てくれました。紹介します！

彼女と横浜に行きました。

彼女と一緒に散歩したり買い物を

したり食べたりしました。

初めて新幹線に乗り

こわかったです。

新幹線で乗り物酔い

をしました。

カーの鶴見緑地での思い出

ダットのお盆の過ごし方

カー日本で初めて

花火を見る

カーの初めての

花火は天神祭り。

めっちゃ綺麗！でも

人が多すぎて前に

全く進まない～

   201808 - 1 ページ    



～ MGK便り ～

ベトナムは仕事も遊びも全力全開！今月から北村くんの「竜馬アジア駐在日記」が始まります。

みしま食堂 in Vietnam 初開催！

みしま食堂、ベトナムで初めて開催でき

ました！２０人程度でしたが、MGKがみん

な集まって、盛り上がりました～(*^^)v

   フルメンバーにて乾杯！

ベトナムでは「かんぱ～い！」ではなく

て「モッハイバー、ヨ～！」で乾杯しま

す。訳すと「1・2・3・かんぱーい！」

なんです。

ベトナムではかなり言いたいことを言い合いま

す。一期生のフンに一年目のホンが、かなり

言い返しています。しかし、仲がいいんです。

風通しはスース―です（笑）

寸胴２杯分のカレー。

ちょっと多すぎた！

一個はシブタニさんから

借りてきました。

ありがとうございます！

こうやって前の晩から

作っています。

日本に居る時と変わら

ん（笑）

ビールは浴槽に氷を

入れてそのままドボン。

約６ケースが一瞬。

よく飲みます。

メガネをかけているのが

インターン生のジンくん。

慣れてきて安心です。

ハンさん（左）とサポートベトナム

のタオさん（右）に囲まれて両手

に華のタインくんです。（独身彼

女なし、誰かいい人紹介して）

車座になって飲んでいます。

だんだん酔いがまわってきた

頃です。

小タインに話しかけられている

のはアルバイトのティくん。元

サッシ屋で働いていたそうで、

手が器用です。

リンは、タインと何

か２人でゆっくり話

し込んでいます。仕

事の話で何かヒント

があったかな？

後片付けが速いのは三島

硝子建材と同じ。

あっという間に片付きます。

これは仕事ができる証拠。

     左はおひらきの写真！

    よーさん食べて飲んだね。

何人か酔って寝てしまってたけど

楽しかった！またやりましょう！

みんなちょっといい顔してますよね。

気を付けて帰ってねー。。。と思ったら！！この上の写真が送られてきた！全員、まだ飲んで

る！！！！！ちょっと飲み過ぎじゃないですかぁ～。。さっきあんた寝てたでしょ？てな

人も復活したようです。ビール安いしね。明日は休日、みんなゆっくりね。

トラックが納車されたぞ！

MGKに待望のトラックがきました

～。今までは借りてばかりで迷惑を

お掛けしていましたが、これで、ど

んどん商品を運べそうです。

ホーチミンの休日 ベトナム人編 MGKは社員同士で

日曜日によく遊び

ます。この日の過ご

し方はBBQだそうで

す。写真を送ってく

れました。

しかし、豪快です。

焼いたものは好き

な人が多いみたい

です。

ホーチミンの休日 日本人編

左はベトナムの映画館で

す。北村くんは果敢にも

一人で観に行った模様。

日本映画なので言葉は

分かったそうです。

字幕がベトナム語という

もの。

ちなみにアニメだそうで

すよ。

これは高島屋。

行ってみたそうです。中身は日本と一

緒です。ここは日本？てな感じです。

現場でどんどん勉強させてもらっています。

結構取付がうまくなってきました。

間違いなく付けることができていま

す。段取りも速くなってきました。

たまにはこんな大きな

トラックも登場します！

大きいガラリ！トロ詰め

までしているので余計

に重い。これを２階３階

に運びます。

ベトナムの雨期はやっかいです。

毎日こんな雨が降ります。

その度に現場がストップ。

これでは溶接はできないですもんね。

雨が止んでも床の水がひきません。

しかし、そんなこと言うのは日本人のみ。

みんなはたくましいです。

どんどん取付けていきます！

頼もしい２人

フンとタインはいつも工程をこ

うやって話し合っています。指

示しなくとも役割が自然にで

きあがっているようです。

今日は残業

残業の時は女性のハンさんも工

場に入ってくれます。ベトナムでは

工事現場に女性が多く居ます。基

本的に女性の方が良く働きます

し、女性経営者も多いのです。

これは残業メシ！

ご飯の上に豚肉がのってます。

結構おいしいんですよ。

すっきり納まったアルミパーテーション

納まりました。いい感じでしょ？

施主さんから追加でエントランス工事

も頂きました！有難うございます！

    ナムちゃん    

ミッションインポッシブル

ある現場監督から「部屋の鍵が開

かないので何とかしてほしい」との

依頼。見たら、握り玉錠が無理やり

付けてある。

それ以前に部屋には入れない。

もし、入れるとするならば。。。。

ということで天井より侵入。

スゴイね。

しかし、おいおいスリッパやし。。

「竜馬アジア駐在日記」

始めまして北村竜馬と申します。

７月１日からベトナム駐在員として働くことになりましたぁ

駐在員としてはまだまだ駆け出しですが

日々起こった出来事や感じたことを

目に留まった人に少しでも伝えられたらいいなぁと思い

綴らせてもらいますっ

第一回 『人類みな兄弟』

海外で働く日本人は皆さん体験すると思うのですが、日本人

と会うとほっとします（笑）

日本ではなかなか難しいですが、海外で会うとすぐに仲良く

なれます。

私の場合はベトナムで全く言葉もできないのですが、親日国

家ということもあり日本人だけに限らず優しくしてくれます。

BARやCAFEに行くとベトナムの方から話しかけてくることも

あったりで（笑）お互いジェスチャーや少し英語話せる人なら

単語並べて話したりします。

皆、仲良くしたいっていうのが凄く感じられる国ですね(*'ω'*)

言葉はまだ話せませんが、ガンガン自分から話しかけたり簡

単なベトナム語の単語並べたりで日本よりも超ACTIVEな自

分に気が付きます（笑）

言葉の壁って確かにあると思いますが、相手のことを分かっ

てあげたい、もっと仲良くなりたい、もっと伝えたい、

そういう想いがあるなら難しくとも諦めないことで壁なんて一

瞬で崩せますね。

相手に気をつかう文化が日本にはありますが良くも悪くも自

分次第なんですよね。

実は相手に気をつかってるつもりでも自分自身に壁を作り、

相手に気をつかうどころか自分を保護してる感じになったり、

何をするにしても相手を思いやることが本当は一番大切なん

だなぁと思います。

ベトナム国は本当に家族を大切にします。

飲み会でも勝手に家族を連れてきたりします（笑）

皆で楽しみたいっていうのが伝わるしまたそういうのも楽しい

ですよ( *´艸｀)

先進国の日本＆発展途上国のベトナム。

どちらが上か下じゃなくて

お互い「思いやる」ことができたらいいなぁ。

その気持ちさえあれば国なんか超えて皆家族になれるような

気がする。

これから目まぐるしく発展していくベトナム。

便利になるにつれて失くしちゃいけないこと、いっぱいいっぱ

～いあるぞぉって

それを間違った方向にいかないように少しでも手助けした

い。。

一人じゃ何もできないけれど皆が居れば何でもできる。

皆が住んでいる世界は一つ。

色んな国や色んな人達が居ます。

でも。。。「人類みな兄弟」

その想いを大切にしたいと思う今日この頃。

雨

～ お知らせ ～

○ シンモイ水事業   ８月売上 ７１，２００円

              今月も有難うございました。

○ 9/1土曜日 PM13:10～  社内木鶏会

                        「内発力」

○ 9/25火曜日  ソン、カー実習学科実技試験

８月２６日から９月２５日まで誕生日を迎える仲間たち

松山健太くん ナムちゃん（MGK)、神原笑子さん、田中聖子さん、

森健太郎くん、高山義史くん、田中円香さん、西村和香さん、

一谷圭祐くん、ハンさん（MGK)、ホンくん（MGK)、高山多恵さん

おめでとうございます！皆さまに幸せが訪れますように！

左の写真は（株）シブタニベトナムの

中津副社長。いつもMGKの出張者は

お世話になっています。

本当にありがとうございます。

※ 編集後記 ※

８月２３日にNHK総合にて「中井貴一のサラメシ」～東大阪のサッシ

工場～を再放送していただきました。昨年の放送から一年が経ちま

したが、私たちはその間にも色んなことを乗り越えてきました。私た

ちはみんな確実に強くなってきています。こうして伸び伸びと皆さま

に育ててもらえている環境にいることが本当に幸せです。今回の放

送後に温かい声をかけていただいたりする機会がたくさんありまし

た。その度に泣きそうになります。本当に感謝しかありません。

おかげさまでMGKも仕事を頂けるようになり、みんな、がむしゃらに

技術を伸ばしており、三島硝子建材と同じような新しい温かい家族

が東南アジアでも生まれつつあります。

日本とベトナムで、同じ家族のような仲間が、力を合わせて、未来に

より良い社会をつないでいけるような会社になろうと思います。

本当にいつも応援ありがとうございます。
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