
皆様、朝が爽快な季節になってきました！雨も多いですが、ひと雨毎に 
草木がどんどん元気になっていきます。そんな成長を感じるのは何故か 
とてもワクワクした気持ちになります。今年の夏も予想では6月末から平年並み 
だそうです。昨年が記録的な猛暑続きだったのでなんかホッとしますね。 
一方では、先日、新潟県で大きな地震がありました。 
今後30年の間に南海トラフ巨大地震が起こる確率は70～80％といわれています。 
今のうちにいざという時どう動くか、家族での話題にしてみてくださいね。 
三島硝子建材は今月も色んなことがありました。紹介していきます。 
では、くれぐれも湿気対策をして快適な梅雨を過ごしていきましょう！
製作をさせていただきました！紹介させていただきます！
（株）太陽トーヨー住器　矢野様分　高槻現場

（株）太陽トーヨー住器大阪北　有馬様分　忠岡現場

加藤建窓　社長様　某邸宅改修

山辰商店　鈴木様分　某社屋

新山工業（株）会長様分　東大阪市某工場

（株）大八商店　社長様分　某歯科医院

会長のドヤ顔食堂をやりました！

会長ココ！
ちょっとドヤ顔

この人が中津社長

６/19の水曜日のお昼ごはんは「みしま食堂」でした！ 
それも、ベトナムからSHIBUTANI .VNの中津社長が 
一時帰国するということで、会長がジンギスカンを 
作ってくれました～！ヤッタ～！　当日は暑かった 
けど爽快な気分になりました！みんな食べ過ぎて、

昼から仕事できなくなったかも！（笑）

　北村くんと一緒に写っている 
のが中津社長。営業マン時代 
から、もう20年以上の付き合い 
になります。本当に縁のある人で 
ベトナムでも一緒になりました。

ちょっと美味 
しそうでしょ？ 
お肉柔らかい～ 
牛肉もあります！

食べ終わった後はスイカ。 
なんか夏やね！昼の仕事開始 
は13時30分からになり 
ました。とにかく暑かった！

ソンとターイ。なんか顔が 
似てきたんちゃう？ 
ソンなことターイか！。。。 
ソンの「日本」の漢字が 
書かれた帽子。外国人やな。

廣井さんとくうちゃん。 
未来が来てから急激に優しくなった廣井さん。 
この光景が似合うように思えてきた（笑）

ひとっさんはいい顔 
します！カメラ映え 
します！最高！

ダットとチェット 
は最近ちょっと 
仲がいい。

未来と会長。未来は帽子とったら 
髪の毛が元気にはねとるな（笑） 
会長にも分けてあげてください！ 
あ、私もか。。。

ここの鉄板は立花さんが焼肉リーダー。 
旅行以来、そのパフォーマーぶりに 
人気うなぎのぼり！羨望の的！

松井ちゃんにとって矢島さんは、 
本当に優しいお姉ちゃんのよう。 
お！後ろにいる大谷吉継は工場長！

くうちゃんも片付け参加？なんか嬉しそう。

工場長が生まれて初めて犬に好かれた瞬間

というのは言い過ぎですが、工場長は元々、犬とたわむれる時が 
人生の中であまりなかったようで、最初は子犬のてんとくうに 
超慎重でした。それが今ではかなり好かれて、耳をかまれています。

神原さんは、営業部長時代、 
当時若かった中津社長に仕事 
の厳しさを教えたような存在。 
中津さんはうちに来た時、 
必ず神原さんに挨拶したいと 
言ってくれ、ベトナムの近況 
報告に来られます。 
なんかいいなぁと思います。 
感謝は、一生懸命生きる人に 
湧き上がる感情だからね。

なんか嬉しいかも。

★ 致知出版社の平峰専務が初ベトナム料理！★

人間学を学ぶ雑誌「致知」のいつもお世話になってる平峰専務。 
なんとベトナム料理を食べるためだけに、忙しい合間を縫って 
わざわざベトナム料理フルハウスに寄っていただきました！
平峰さんという方は本当に「誠意の人」です。この前も会社に 
寄る時間もないくらい忙しい中、みんなに「御座候」を届ける 
為だけにわざわざ布施駅まで寄ってくれたりする人なんです。 
本当に有難うございます！今回もあゆみさんのバレンタインデー
のお返しを持って来てくれました。 
いつも、平峰さんから会社のみんなの生活や仕事が良くなる 
チャンスを頂いています。それを上手く活かすことができない 
のでみんなに申し訳なく思っています。
必ず、心と技で日本一のサッシチームになって、みんなの家族が 
誇りに思える集団になります。平峰さんこれからも身体に 
　　気をつけて、いつまでも私たちを見守っていてください。

田中部長、愛のムチ
カンとチェットが会社に来てから、とんでもなく 
図面納期が早くなりました。依頼があったら 
2人はすぐに図面を描きあげてしまいます。 
それは2人の日本語能力の高さと、色んな日本の 
物件を描いてきた努力と経験によるものです。 
そのレベルをまた一段上げているのが田中部長。 
依頼時の納期は、全て「すぐ！」「すぐ要る！」 
2人はいつもこれに「はい分かりました」と 
素直に応えていきます。 これが彼らの能力を研ぎ澄ましていきます。

お弁当の会　コレクション
今月も毎回火曜日と金曜日のお昼は、会長とおかんが作ってくれ
ました。そうです、いつもゴロゴロスープが付いています。 
そんな定番メニューだけではありません。最近では果敢に 
色んなものに挑戦し始めました。肉じゃがを洋風にしてみたり 
ズッキーニを使ったり。。など、とても新鮮です。 
しかし、たまにはチャレンジが過ぎることも。。。ご愛嬌！ 

扉交換ですが、元々グレモンハンドルが付いていた扉でした。４方をスチール材でカバーし、
新たにアルミタテかまちに入る細いグレモンハンドルを新調しました。勉強させていただき有
難うございました！

台風で壊れた扉の交換工事です。 
枠が生きていたので、そのまま利用さ
せて頂き値段をおさえましたが、カギ
を間違いなく合わせるために３方に細
い戸当たり補助枠をまわしました。 
ストレスなく扉が閉まるよう納めさせ
ていただきました。気持ち良く仕事を
させていただき有難うございました！

べランダ部を囲います

３Fの屋根の上です。 
職人の近畿サッシ工事 
山方さん、手際いい！

ベランダ部の雨の侵入を 
防ぎたいということで 
サッシで囲ませていただき
ました。屋根に降りる既設
階段が使えるように職人さ
んが加工してくれています。

既存枠を生かした 
サッシの取替えです。 
配管を通すために、 
カバーの曲物に少し 
工夫をしています。 
採寸段階から細かい 
計算が必要な工事 
でした。弊社設計 
も勉強させて頂き 
ました。有難う 
ございました！

新築社屋のサッシを 
作らせて頂きました。フロントだけでなく、 
ビル用サッシも作らせて頂きました。 
いつも前段階からしっかりおさえて 
いただけるお客様なので、毎回気持ち良く 
仕事させていただいています。 
毎回丁寧に弊社まで足を運んでいただき 
本当に有難うございます。 

ナブコのロスカドアです。視界を大きくするため枠の見付 
を全て細くしています。上部のエンジンBOXも目立たない 
ように天井内に納めてすっきりさせています。
歯科医院に来るお客様がこの場所で快適に過ごすのを 
想像すると嬉しくなります。有難うございました。 自家製ナスと洋風肉じゃが！

この日はメロン付き！
これは普通の肉じゃが

片付ける時は 
三島硝子建材、 
みんな、めっちゃ 
早いんです。 
各自が自分のやれる 
ことを見て動きます。 
素晴らしい！ 
家でもやってる？



シンチャオ 
実は日本男性スタッフ中では1番年下担当の北村です。 
6月6日～20日まで日本に帰国しておりましたので、日本の慰安旅行に
も参加できましたぁ(^^)色々楽しかったなぁと思い返しております。 
そんなこんなで皆様ご期待の駐在日記はじまりまぁ～す(≧∀≦） 

『祝一周年』 
2019年の7月1日で駐在員として三島硝子建材に入社させてもらって 

1周年になりまぁす（祝） 
思い返せば色々凄く濃ぃ～1年でしたね（笑） 

いっぱい書きたい事はあるのですが、1周年と言う事で。。 
この話しをしよっかなぁ。 

去年の年末にちょっと現場で無理な体勢で仕事した時に 
腰を痛めてしまった事がありましたぁ。 

これからの事とかも考えたり、どうしていくかを社長と話したりしてる
内に僕なりにある答えに行き着いたんですよね。。 

言い方は悪いかもしれませんが。。 
もし僕が故ホーキング博士みたいに五体が不自由になっても、 
三島硝子は僕に何かしら考えて仕事をさせてくれるし、 

絶対に見捨てないって事。。 
だから何だって出来るなぁと 

そんな考えを持ってる事、社長にもお伝えしましたぁ(*≧∀≦*) 
良い事も悪い事も含め、何があっても大丈夫って安心できる会社に 

巡り会えて自分は本当に恵まれてるなぁと。。　だから 
どこに居ても 
どんな状況でも 
絶対に大丈夫 
まだまだやれる 

そんな事を自分の胸のポケットにしまって、今日もベトナムの大地に
立ってますよぉ(^^) 

ではでは今日も楽しんできまぁ～す(*́∇｀*)

～　MGK便り　～

竜馬アジア駐在日記

検査検査検査！ 5月末から6月にかけて、MGKは、2月～5月に施工した現場の検査ラッシュでした。　 
お客様から入念なチェックが入ります。問題は様々。。勉強することばかりです。 
悩みながらひとつ一つ解決していくとそれが自分たちの身にしみて力になっていきます。

丁寧にやらなかったり、確認することを怠っていたり、 
強引に進めたり、後でやろうと放っておいていたり、 
最後にそんなツケが全部自分たちに回ってきます。 
ベトナムではケツ拭きは誰かがやってくれるわけでもなく、 
全部自分たちでしなければなりません。 
毎日毎日、経験を積み重ねて、次はああしようこうしようと 
みんなで相談し、今では溶接、コーキング、モルタル詰め、 
クリーニング、エンジン装置のセットなど、日本でやらなかった 
ことまで、すごいスピードでできるようになってきています。

MGKの昼ごはん

MGKは以前、昼ごはんに給食をとっていました。 
周りの会社もほとんどが今でも給食をとっています。MGKでは現在、 
給食をとらずに１ヶ月の手当てとして給食代をみんなに支給しています。 
それは、みんな現場仕事が多いので、工場に居ないことも多いからです。 
しかし、給食がないのは日本人には少し辛い。。 
工場のある場所は市街地の中というわけではなく、カシューナッツの 
木が生い茂るような場所にあります。空を遮るものは何もありません。 
もちろん工場周辺にある食堂の数は少なく、あったとしても一人で 
気楽に入るには日本人出張者には少し酷なことかもしれません。 
しかし！いざローカル食堂に通ってみると、おかずは選べるし、 
なかなか快適。上の写真の分は、ごはん食べ放題とスープ、豚の角煮と 
玉子、厚揚げにミンチを挟んだもの。これで200円しないくらいです。 
なかなかでしょ？

ハンさんの飲み物

何の果物だろう？

MGKの可愛い可愛い事務員のハンさん。 
只今、妊娠中。 
あと１ヶ月もすると産休に入ります。 
なので事務所には新しく2人のメンバーが 
加わっています。また来月紹介しますね。 
ハンさんは生まれてくる子供のため、 
もう市販のジュースを飲んでいません。 
こうやって毎日自家製フルーツジュースを 
持参しています。 

MGKの朝礼

フンくんの家にて

ベトナム時間、朝の8時には 
日本にいても、ベトナムにいて
も、現場にいても、朝礼はテレビ
会議でやります。こんな感じ。 
今はいいアプリがありますね。 
でも時折、wifiが悪くて聞こえな
い時も。。そんな時は耳を画面に
近づけるので、耳の穴の中が 
アップに映ります（笑）

北村くんは、仕事が遅く 
なると、よくフンやナムの 
家に泊まります。 
この写真はフンの家での 
写真になります。 
床は堅そうです。 
暑い国なので床は 
タイルが多くなります。 
もちろん来客用の 
ベッドなど無いので 
床に雑魚寝です。 
どこにでも寝れる北村 
くんは流石です！

MGK＆SHIBUTANI.VN合同飲み会

いつもお世話になっております。日本でもお馴染み、（株）シブタニさん。　 
今回はMGKとシブタニベトナムで合同飲み会をやりました。 
シブタニさんのスタッフはみんなめちゃめちゃ酒が強いらしく、ものすごい量のお酒を
飲んだ模様。食べる量も多く、かなり盛り上がったようです。 
さぞかし、お金がかかっただろうと聞いてみると、一人あたり、1000円も 
しなかったとのこと。。さすがベトナム！市内を出ると本当に安い！ 
また今度、私も混ぜてください。。。

SHIBUTANI.VNさんの工場内の工事
休みの日の 
工事ですが、 
タインも出て
くれて頑張っ
ています。 
責任感が強く 
なりました。

自分たちの会社をもっと伸ばしたいので 
もっと仕事をしたいと言っています。 
本当によく頑張ります。

先輩として
フンが何やら真剣な顔で
お客さんらしき人と話し
ています。
話している相手はお客さん
ではなく実は面接中の 
新入社員。工場の説明を 
しているところです。 
なんか風格出てきた？

将来の姿
この箱は？

トラックの荷台にあるこの箱。 
何だと思います？ 
実は、現場に置く道具入れなんです。
カギがかけれるようになっています。 
やはり道具をそのまま置いておくとす
ぐに盗難にあうのです。 
しかし派手というか。。。

ダットとチェット、
カンが何やら図面を
見ながら打合せ中。 
これはMGKの現場の
図面を見て納まり方
法を考えています。

日本での日本語教室の様子

矢島さんも板につ
いてきたかな？

健太も時間が空き
次第、教えていま
す。三宅さんはカ
ンに日本語を教
わっている？？？

最近の日本語教室は、矢島さん、チェット、カンも加わり、賑やかに 
なってきました。日本語がより話せることで、実習生の日本での 
生活が積極的になります。みんなの参加は本当にありがたいことです。

MGKのカイン 真ん中にいるのは 
カインくん。 
いつも最後まで残って 
頑張ります。 
なのでMGKの主力に 
なってきています。 
彼がいい人生を送れるよう 
私ももっともっと 
頑張ろうと思います。

チェットとカンはいい先輩
2人は出向社員として三島硝子建材に来てくれて 
いますが、仕事だけではなく実習生たちの色んな 
相談にのってくれたり、積極的に将来の話をして

くれています。 
生き方や未来の希望を自分の
言葉で話してくれています。
本当の先輩後輩の姿があるよ
うに思います。 
いつか必ず響くと思います。

～　お知らせ　～
◯  シンモイ水事業　6月売上　５９，８４０円 
　　　今月もお買い上げ有難うございました。 

◯  ソフトボールをしよう！　７/13（土） 

◯  LIXIL代理店R1リーダーサミット　７/24（水） 
　　　全国から代理店の社長様が会社に集まります。

６/２６から７/２５までに誕生日を迎える皆様

松山芳枝さん、三宅尊志さん、矢島佳代さん、松山正光さん 
小山内豊さん、東井嘉昭さん、ダットさん、田中天基さん

おめでとうございます！みなさまにとって
良い歳になりますよう祈念します！

Phungさん（MGK)

てんちゃん、くうちゃんは 
６/１５で０.５歳になりました！ 
体重は１０キロになりましたよ。


