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暑くなったり涼しくなったり、時には朝晩に肌寒く感じる季節になってきました。

猛暑だったきっつい今年の夏も、もう終わろうとしています。

本当に大きな台風が来て、各家庭で色んなことがあったと思います。

台風の爪痕が大きく、秋の涼しさでほっと一息つく間もないかもしれません。

でも、元氣を出して前を向いていこうと思います。

今年も残りあと３か月と少しになりました。みんなで悔いのないようにいきましょう！

『サシュランガイド』 制作中！

今年始まった取り組みとして、工場では、”ド肝を抜くドア”なるものを製作しています。

遅まきながら、負けじと、営業、事務も取り組みを始めました。

それは 『サッシュランガイド』！！ なるものを作ります！

それ何なん？？と思っていませんか？？そらそう思いますよね。

名前そのまま、某、星付きレストランガイドブックのパクリです(笑)

たまに「サッシの写真ないですか？」という要望があります。しかし、私たちはその要望に

なかなか応えることができていません。

サッシの取付が終わると、もう現場から離れていて、完成を見に行く機会をあまり作れて

いません。なので、自分たちの作った商品の完成写真を持っていることが少ないのです。

気が付けば、これそうなん！うちで作ったん？っていう商品も街中にあります。

天王寺公園のぞうさん交番（田中部長の担当工事）

施工例写真集を作りたいねと常々言ってきました。

しかし、本当にこれからやりたいことは、どんなワク

ワクするようなサッシを作っていけるか。。

これめっちゃいいよね～って僕たちが本音で思える

商品はどんな形のものだろう。

じゃあ、工場に負けず、自社商品に関わらず、プロ

の目から見た、こりゃいい！と思えるサッシの写真

集を作ろうやないか、ということになりました。

これからどんなサッシの写真

集ができるのか。本当に楽し

みです。

サッシ屋ならではのこだわり

や、作り手の想いが分かる

サッシ製作屋が選ぶ魅力ある

サッシの数々。

私もどんなものになるのか楽

しみです。もし、皆さんもこん

なんあるよっていうのがあった

ら教えてくださいね。

写真募集しております！

ようこそ！やっと歓迎会ができた！ ７月から入社してくれた北村くんの歓迎会がやっとできました。

ずっとベトナムに居たことと、週末にみんなで揃わなかったこと

から、お昼に集まり、みしま食堂での歓迎会になりました。

３０人前のケーキ！
みなさん、これからもどうぞ宜しくお願い致します！

ケーキ入刀は田中部長の出番

今回はバイキング形式で。 三宅工場長、お得意のスピーチ

ベトナムの大きな現場も

もう取付が全体の半分を

超えました。終盤にさし

かかってきています。

７月からほとんど休みな

しに、必死でこの現場を

支えてくれました。

どんなに困難でも明るく前向きにを実践してくれています。

「奥さんが日本で支えてくれているから頑張れます。」と

北村くんはいつも言います。本当に有難うございます。

今月の木鶏会は

パフォーマンスでの「ひょっこりはん」 こちらは『ひょこりはん』ならぬ

”ひょこりソン”。。。

これは「ひょっこり。。」ではなく

原っちでした。

今回の木鶏会は「内発力」 二十代をどう生きるかという、お好み

焼き千房の中井社長の言葉に、ベトナム実習生たちは

「私はお母さんが心配するからだばこを止めます」とか

「いつもお母さんにしか電話をしないけれどお父さんにも電話をし

ます」など、今、目の前にあることに取り組むことを発表しました。

人間力を学ぶというせっかくのいい機会なので、事前にあゆみさ

んが実習生の理解が深まるようにと勉強会をしています。この木

鶏会は日本人だけでなく、ベトナム実習生たちにとっても、これか

らの人生を助けてくれるいい機会だと思っています。他の会社の

実習生にも時間の許す限り勉強会の参加を呼びかけています。

難しい言葉ではなく、いつか誰もが必ず経験する困難を助けてく

れる言葉です。もしできるならば、家でもお子さんに自分の言葉

で、人生を語ってあげてほしいと思います。

自由や個性ばかりが尊

いとされ、人としての生

き方を教えてもらうこと

が少なくなった今日、本

当に将来の子供の生き

方に役に立つものだと

思います。この雑誌が

家庭でお役に立てたら

と思います。ちょっと”身”になる話

《五事(ごじ)を正す(ただす)》

  みなさんは、この五事を正すという言葉を聞かれたことはありますか？

  これは江戸時代初期の陽明学者 【中江藤樹1608-1648】 の言葉です。

五事とは「貌(ぼう)・言(げん)・視(し)・聴(ちょう)・思(し)」のこと。

貌…顔つき：愛敬の心をこめて優しく和やかな顔つきで人と接しましょう

言…言葉づかい：相手に気持ちよく受け入れられるような話し方をしましょう

視…まなざし：愛敬の心をこめて暖かく人を見、物を見るようにしましょう

聴…よく聞く：話す人の気持ちに立って相手の話を聞くようにしましょう

思…思いやり：愛敬の心をもって相手を理解し思いやりの心をかけましょう

ということなのですが、自分に余裕がない時はなかなか難しい。

わかっているんだけど…なんて言い訳したり、自分の好きな人にはできても

他の人にはできなかったり。

すぐに嫌なことがあると顔に出てしまう私ですが、これからは怒る前に一度、

このことを思いだしてみようと思います。皆さんもぜひ一緒にやってみましょう。

                                        文 三島あゆみ

古里さんからのお土産

いつも私たちの作った製品を心

を込めて取付けてくれる職人さ

んの古里さん。実は出身は長崎

の五島列島。今年、天主堂が世

界遺産に登録されたこともあり

大注目の場所になりました。

お土産として五島列島銘菓

「八匹雷」（はっちかんかん）

を頂きました。もち米ときな粉を使ったお菓子で

天皇皇后両陛下献上菓子だそうです。有難うご

ざいます！これからも宜しくお願い致します。

KyodoWeeklyに掲載してもらいましたよ～

今年の４月号でもご紹介させていただい

たのですが、一般財団法人アジア太平

洋研究所の研究員カオさんから、記事を

書かせていただきましたよとメールを頂

き、その本も送っていただきました。

共同通信社さんの会員情報誌である

「KyodoWeekly」で紹介してもらいました。

有難うございます！

会員情報誌なので、私たちの目に触れ

ることはあまりありませんが、GHQ占領

下から今なお続く情報誌だそうです。

色んな人に私たちを紹介してもらえて本

当に幸せだと思うと同時に身が引き締ま

る思いがします。みんなで精進していき

ます！応援していただいて本当に有難う

ございます！

今月のおべんとうの会

一部紹介させてもらいます！

「ラジオ運命図書館」に

出演させてもらいました。

インターネットラジオ「ゆめのたね」

下田さんがパーソナリティーを務める番組、「ラジオ運命図書館」

に出演させていただきました。

下田さんはよくみしま新聞に登場している超有名社労士さんで

沖縄のBOOKCAFEあいてーるのオーナーでもあります。

放送は９月２７日 木曜日 AM 7:00～7：30

インターネット ゆめのたね放送局ホームページから

中四国・沖縄チャンネルバナーの下にあるPLAYをクリック。

で聴くことができるようになっています。

『ド肝を抜くドア』

  いよいよ！

      近日公開！

芦屋現場門扉

北区現場

某Bar入口某お寺

香里園現場

京都現場

堀江現場

豚肉の吉田ソース炒め

鮭のムニエルor鯖の塩

焼き 選べます！

健太大好きキーマカレー

必ずおかわりしてくれます。

これが吉田ソースの

生みの親、吉田社長！

がっつり手握ってるし（笑）
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～ MGK便り ～ 「竜馬アジア駐在日記」 vol2

Xin chào

三島硝子＆MGKのイケメン担当の北村です。

日本は少し涼しくなってきたみたいですね。こっちはまだまだ暑いです（笑）

がしかし朝＆晩は日中の暑さが嘘みたいに涼しくもなってまぁす

テレビ＆洗濯機が壊れて、ようやく洗濯機は直りましたが、テレビ無いと部屋が寂しいなぁと感じてる今日この頃です

という訳で滞在日記始まりまぁす(*´皿`*)ww

第2回『バイク天国』

日本とは少し違う。。。  そうここはベトナム。。。

ベトナム駐在員の抱える問題の1つの交通手段

私のベトナムの会社は社宅より通勤のバスが出ていて会社に行く分には問題無いのですが、現地に直行したりすると

タクシーでの移動になります。タクシーでも問題無いのですが、市内だと中々捕まらなかったりでバイクあったら良い

なぁと

思う事が多々あります。

まぁバイクに乗りたいと思った1番の理由は、ベトナム人だからバイク大丈夫とか、日本人は乗れないとかって少なから

ず思ってる人達が居るので、日本人でも『めっちゃ乗ってるやん！！』 と思わせたいんですよね(｡ >艸<)

そこで今回思い立ったのは

『バイク天国ベトナムでバイク通勤するぞぉ』 ですです

まずベトナムの交通事情についてなのですが、信号少ない、歩道橋がなくて歩きだと反対側にまずいけない、運転して

る方達がミラー見ない（笑）、バイクのミラーが壊れてる（笑）、バイクのミラーをそもそも外してる（笑）、大型車優先（慣

れないとヤバい）、歩道でもガンガン車両来る（笑）、逆走も普通にある（笑）

日本だと考えれないぐらい『えっ！！』ってなります（笑）

車やバイクを運転してる人達は自分がここに居るぞぉって事で、クラクションがしょっちゅう響いてます。

そうでもしないと、まず見てないので事故になります（笑）

日本人がベトナムに来て、まずビックリするのは交通事情ですね。

信号待ちするとバイク集団が50人〜100人（暴走族やん）ってぐらい集まります。多い時だと500人ぐらい集まる時が

（笑）

あとベトナムは国際免許に加盟してないので、国際免許取得してても無理です。

日本で免許取得してる方はベトナムで使える免許に書き換えが必要なんですね。

がしかしベトナムでは、50cc以下のバイクは。。。

なんと免許要らないのです（笑）

ベトナムでは100cc以上のバイクが中心で、50ccはたまに見るぐらいですが。

なので今回私は免許要らない50ccのバイクを購入します (ˊ  ˋ *) ｨｪｰｨ *゜

※ベトナムから見て外国人は無免許で100ccとかのバイクを乗ってる方々が多いのですが、私は法律厳守します（真面

目か！！）

しかし日本で言う所の原チャリはベトナムでは需要が少なく希少価値が高いので100ccの中古とかよりも断然お高い

（笑）

中古だとスピードメーター壊れてるとかミラーが無いとかが普通なので、ちょっと高くなるけど新品で買わないとって感じ

です。

まだまだ書きたい事がいっぱいあるのですが

このままだと『みしま新聞』を埋め尽くしてしまいそうなので、これにてコラム第2回は終了しまぁすꉂꉂ(ˊ  ˋ *)

がしかし10月初旬に購入予定なので、また写真等々でご報告させてもらいますねっ

ではでは『 Hẹn gặp lại』

※ Hẹn gặp lại   カタカナ読みだと ヘン ガップ ライ  日本語での意味は  またね

今月もMGKは工場も現場もフル稼働で全力全開で駆け抜けています！仕事を助けてくれる有りがたい人も増えてきて本当に幸せです。嬉しい限りです。

まだまだ皆様の期待に沿える仕事はできていませんが、おかげ様で着実に実力は付けてきています。一部では日本以上に成長している社員も居ます。

雨期特有のスコールなどの天候で工程が遅れたり、他の業者の不手際などで残業が続いたり、何ともどうしようもない困難はたくさんあるけれど、不平不満なく、みんなが自分以外

の仕事も率先して協力して手伝う姿に感動させられることも多いです。最近入社したLoanちゃんのメール内容を転記します。Loanは工場地帯乗り合いのバス通勤なので、残業で残

るみんなより先に、バスが迎えにくると帰らなければなりません。その時にメールでみんなに送ってきた内容です。

When i prepare to go home, i saw a lot of staff. they do their job over time, but i go home, so sad. Hihi i like to talk with them so much.

                     You know, i used to work some places, but this is the first time, i say and i like the staff here so much.!! :))

（私は帰る準備をしているけれど、みんなはまだ働いています。みんなはまだ仕事が残っているので残業します。しかし私は帰ることがとてもさみしい。私はみんなと話すことが

大好きです。私はいろんな場所で働いてきましたが、こんなことは初めてです。私は言います。私はMGKのみんなが大好きです！）

自分たちだけでできるようになってきた

もう自分達でどんどん取付けていきます。

周りを見て自分のやるべきことを見つけて

率先して進めていきます。

大きいサッシ！

なが～いサッシを積みこんでいます。

明日施工の分です。取付場所は２階。

これをまた２階にあげるのが大変だね。

ベトナムチャンピオン☆

みんなヘルメットには

「ベトナムチャンピオン」

と書いてあります。
みんなヘルメットに何か書いています。

何だろう。。と思っていたら。。

ベトナムの国民的なス

ポーツはサッカー。

これが最近強くなって

きています。

今年のアジア大会は

予選で日本に勝ち、準

決勝まで勝ち進みまし

た。今回優勝の韓国に

敗れたものの、大活躍

でベスト４入り。工事現

場でもみんながヘル

メットに応援メッセージ

を入れるなど、大盛り

上がりでした。
突貫工事もなんのその！

某日系企業工場のエントランス工事、「内覧日が〇〇日にあるんだけど、何とか間に合わしてほしい」

との依頼。内心これはやばいかも。。と思っていましたが、みんな、自分たちで段取りをして日曜日も

私服で出てきて仕上げてくれました。やりきりました！本当にすごい結束力でした。

キレイに納まりました。

フロアヒンジドア

なのに、この無目の細

さ。廣井製造部長から

の助言でちょっとした

工夫がされています。

ひとつ技を覚えたね。

本当に困っていたから

もう忘れません！

腹が減っては。。。

タインのこのご飯の

量。。半端ないって～！

お昼の給食は、ご飯大

量にあるんですよ。

こんなに大きくなりました

タータンタンちゃん

こんなに大きくなりました。

フンは最近、めっきり腕を上

げ、現場を任されるようにな

り顔つきが変わってきたんで

す。仕事をする顔になってき

ています。

家では、お父さんの顔に

    なってきたかな？ どう？似てる？(笑)

ベトナムでもやってみようか？ 日本では近々、ソンとカーの

実技試験をやりますが

MGKでも興味深々。

「日本では、どんなことをする

の？」

みんな覗き込むようにして見

入っています。

MGKでもやってみようか？

タンタンタンタン誕生日～♪月餅頂きました！

ベトナムでは中秋節に月餅を食べる習慣

があります。

突貫工事のお礼も兼ねてゼネコンさまか

ら頂きました！有難うございます！

ナムちゃんハンさんの誕生日の写真が届きま

した！みんなおめでとう！

MGKの休日

ある休日の様子。みんなでナムちゃんの実家、ダラットに行った

ようです。大家族だな、めっちゃ楽しそう。(*´з`)

この後ろの建物？モニュメント？

これは実はカフェだそうです。

中はらせん状に階段があるらしい。

店員さん、いい運動になるね(笑)

ジムちゃん、結婚おめでとう！ シブタニ ベトナムの

ジムちゃん。めでたく結婚

(^O^)／おめでと～！

ジムちゃんは常見社長の

実の娘のような存在なので

す。末永くお幸せにね！

夜もど真剣に！

飲みに行っても

バカ騒ぎしてませ

ん。真剣です！

リクエストに反応し

て、つい、こんな

ポーズもしてしまい

ますが。。(笑)

みなさん、今回の台風で大変な被害に遭われた方もたくさん居られたと思います。私の予想以上に大きな台風

で、大黒柱が家に居なくて怖い思いをされた方も居られたと想像します。社員全員を帰宅指示することができず、

見通しが甘い経営姿勢に私自身深く反省をしています。今回は怖い思いをさせてしまい本当に申し訳ありません

でした。今後こんなことがないように気を付け、ちょっとずつでも前を向き、みなさんに喜んでいただける会社にし

ていきたいと決意しています。どうか、これからも変わらぬご指導とご支援を宜しくお願い致します。

編集後記

～ お知らせ ～

○ シンモイ水事業   ９月分売上  ５７，３００円

             今月もありがとうございました！

○ 木鶏会  １０/６土曜日 PM13:10～ 「人生の法則」

○ ラジオ運命図書館放送 ９/２７ 木曜日 AM７:００～

          インターネットラジオ ゆめのたね放送局

                      中四国沖縄チャンネル

○みしま食堂 ９/２８金曜日 12：00～13：00

          会長ドヤ顔のジンギス料理 ４階屋上にて

          昼メシ食いに誰か来てくれたら嬉しいなぁ。。

誕生日を迎える仲間たち

９月２６日から１０月２５日までに

大岡莉子ちゃん、池本浩子さん

クワンくん、チくん（MGK)

おめでとうございます！

みなさんのもとに幸せが訪れますように！
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