
　　　　　　　　　ジャパンフード・サービス 
STフロント100　FIX+外倒し窓+スチール 
フラッシュFHドア 

山辰商店　鈴木様

　　　　　　　　　　　　　　甲東ビル　 
PRO-SE カバー工法　チェットさんが同行 採寸 
作図　施工立ち合いした現場です 

（株）守下ガラス　米村様

　　　　　　　　　　　　　河原町九条店舗工事 
 LIXIL ラクタスミドル 8枚折れ戸+片引き戸たて格子付 
（株）NOW 小林様分

暖かい日も多くなりました。桜もちらほら咲き始めましたね。 
今はコロナウィルスで私たちは本当に大変な時期を経験していますが、 
しっかり手洗いして、春の日差しを満喫していきましょう。 
では、久しぶりのみしま新聞、どうか宜しくお願いします！
たくさんのお仕事をさせていただきました。 
一例を紹介させていただきます。

築拓　劉様 全国柔整新旧協同組合事務所
ステンレス鏡面引分自動ドア+片開丁番ドア

KANAMONO工房　金城様
焼肉屋さん風除室 
STフロント70引違戸両袖コーナーFIX

改装前の写真が左側 
上下の写真が取り付け後 
床が勾配ついているのと 
天井が取付けする下地が 
ないこと、また壁が石 
でまっすぐではなかった 
為、現場合わせで対応 
させていただきました。

色んな種類の仕事をさせていただきました。 
本当に有難うございます。

3月21日土曜日　チェットさんの送別会を会社３Fで行いました。

チェットさんの送別会

1年間の約束で、去年の5月に三島硝子建材に 
来てくれたチェットさんが３/27で会社に戻ります。 
ベトナムの同じ職場で働く奥さんが4月から1年間、 
栃木県に出向で働く予定なのです。 
チェットさんが5月まで三島硝子建材で働くと、 
また1年間、２人は会えないので急遽チェットは 
栃木県に向かうことになりました。

みんなからのプレゼントに興味津々。 
中身はガンダムのZIPPO。 
チェットさんのニックネームは 
「ガンダム」と言われるほどの 
ガンダム好き。 
みんなこのZIPPOを探していましたよ。 
チェットさんは 
気に入ってくれたでしょうか？

このブン（米粉の麺）の量！ 
すごいでしょ？ 
4月から正式採用するソンくんが 
作ってくれました！ 
具材は鴨肉とパイナップル！ 
一生懸命に用意してくれました。 
なかなか一人でやれないですよ。 
７年間、日本で苦労して生活して 
きたソンくん。

これだけの量もあっという間に完成しました。見事でした、ソンくん。 
みんなのために作ってくれてありがとう。

北村くんと健太に挟まれている 
のがソンくん。下の写真は 
立花さん。 

みんなで、チェットさんの将来と 
三島硝子建材の将来の発展を誓い合いました。 
会社は違うけど、もう仲間です。 
これからも自分の家のように、仕事に遊びに 
大阪に来た時は会社に寄って 
くださいね。

シェーカーを振る唐揚げ王子
の北村くん。 
なんか８の字に振らなきゃい
けないようです。 
今回は人生初の唐揚げを作っ
てくれました。 
あっという間に作ってくれた
のでびっくりしましたが、そ
れもそのはず。 
奥さんの陽子さんなしではで
きなかったよう。 
陽子さん有難うございます！

ソンくん大学卒業おめでとう！

4月から入社が 
決まっている 
ソンくん。 
この度、ハレて 
卒業することが 
できました！ 
おめでとー！！ 
十代から一人 
親元を離れて 
学費を稼ぎながら 
必死で生活して 
きたことかと 
思います。

これからは一人ではないので、安心して 
仕事に打ち込み、みんなと一緒に成長し
ていこうね。 
本当におめでとうございます。

昨年4月新卒入社の松井先輩より指導を 
受けるソンくん。

田中部長よりチェットさんへの 
送る言葉がありました。 
田中部長は1月に大きな手術を 
しましたが無事に3月から 
職場復帰してくれました！ 
私たちにとってなくてはならない 
存在。どんなことにも決して 
後ろ向きなことを言うことなく 
行動で引っ張ってくれます。 
これからも身体に気をつけて。

みんなで乾杯！チェットさんこれからも宜しくお願いします。

1日早いバレンタインデー

14日がお休みだったので13日の金曜日、1日早いバレンタインデーとなりました。 
配給のように行列になっていますね（笑）ミクも並んでる！女の子やし！

懐かしの。。。カメラ向けると、見よ！このサービス精神！ 下の写真何か分かりますか？

昭和40年代生まれにはワクワクするかもしれません。そうなんです。ゲームセンターにあったあれです。
ゲーム筐体が入ってきました。懐かしのスペースインベーダーからドンキーコング、パックマン、ギャラガ 
１９４３、スペースコブラ、マッピー、ペンゴ、ディグダグ、ゼビウス、アルカノイドなど６０種類の

また、みなさんも遊びに
来てくださいね。 
これ、ハマる人は 
ハマると思います。

松井ちゃんもこの表情！ 
楽しかったかしら？

ゲームができます。この名前、何人の人が分かるかな？



11月～2月まで、みしま新聞サボってました！すみません！
ということで、その間、どんなことがあったか振り返ってみましょ～

ホンくんがAOTS日本語研修を修了

ホンくんが１ヶ月の日本語研修を修了しました。 
色んな国の人が集まり、大企業の人たちが集まる中 
ホンくんは堂々としたもので、グループリーダーを 
務めました。上の写真はその発表の時のものです。 
このAOTS研修制度は20歳からなので、ホンくんは 
おそらく最年少であったと思います。 
日本語も格段と上手になりましたし、一人で電車に 
乗れるようになりましたよ。11月末から三島硝子建材 
に出社します。これからもよろしくね！

このドアどう？ ３Fを改装している11月に、健太くんと立花さんが中心 
となり、こんなドアを作ってくれました。 
施工をしていただいた（株）成美の浦本さんが木の足場板 
を加工してくれて、それをアルミ材を組み合わせ、こんな 
ドアとなりました。 
把手は、井戸掘り仲間である東住吉区にある水道屋さんの 
（株）三進の斉藤社長にお願いしたらこんな素敵な把手を 
作ってくれました。 
木の板なので反ることがあり、作るのに苦労したと思い 
ますが、うまく仕上げてくれました。 
どう？チョーチョーチョーチョーいい感じでしょ？ 
ご注文あれば作らせてもらいましてよ！ 
お家のここに付けたい！というドア、取り替えませんか？

職人の西田さん

チェットとカンも実際に 
生で取付けする現場を 
見て勉強します。 
一人親方の職人さんは 
特にひとつ一つに 
工夫があります。

いつもお世話になっている 
地域で人気のガソリンスタンド 
大正商会さん。 
今回、事務所のドアの取り替えを 
させていただきました。 
取付けにはサッシ取付の達人 
西田さんに来てもらいました。 
西田さんはいつも一人で現場に 
行って、難しい仕事でも普通に 
完成させてくれます。 
また、持っている道具のこだわりと 
工夫の仕方がずっと見ていても 
飽きがこないくらい面白い。 
いつも有難うございます。 
ラーメンマニアなので、塩分と油を 
摂りすぎないように気をつけて 
いつまでも宜しくお願いします。

あゆみさん中国に行く
10月末、コロナのコの字もない頃、あゆみさんが中国に行きました。 
いつもお世話になっている社労士の日比野さんら日本全国の社労士会が 
必死でかたちに残そうとしている「幸せな働き方」。 
幸せに働くかたちには共通したものがあるのではないだろうか、その答えに
なる生き方が陽明学にあるのではないだろうか、と世界の経営者が注目して
います。その陽明学を生で感じる為、社労士会で中国に行くことになりまし
た。左の写真はあのアリババグループの創業者ジヤックマー会長が経営を教
えてほしいと言ったという正好文化の梁さん。女性の方が船舶設備市場で
シェア世界一の泰邦グループを率いる陳さんです。両者とも秋山木工の秋山
社長からのつながりで今回のツアーに全面協力してくれました。 
どうしたら人々が幸せに暮らせるのか、こんなことにはどんな労力もお金も
厭わない人たちです。

中国のテレビ取材に応える難波征男先生

陽明学の祖、王陽明を訪ね、杭州へと行きました。 
中国にも梁さんの持つトイレ掃除の研修センター 
があり、しっかりトイレ掃除してきたようですよ。 
日中の架け橋になった鑑真和上が住職だった 
大明寺にも立ち寄り、唐招提寺の線香を里帰り品として 
届けれたそうです。世界と歴史は意外と近くにつながっていますね。

忘年会とフンさんの送別会

３ヶ月の研修に来てくれていたMGKの 
フンさん。12月末でベトナムに帰国と 
なります。ユイとヒィェップの師匠と 
して指導もしてくれました。 
絆も深まり、本当に有難うございました。 
実質２ヶ月の日本滞在でしたが、 
本当に私たちも楽しかったです。 
また、じゃんけん大会が復活し、 
盛り上がった忘年会となりました。 
2020年も、みんなで儲けてやりましょう！ 
そん時は家族参加ありにしたら当たる 
確率増すやろか？？

NHK大阪　「ルソンの壺」収録してきました

働き方改革について、NHKのルソンの壺の公開収録に 
呼んでいただきました。フンが付いてきてくれました。 
ちょうど、友達の宮田運輸の宮田社長も来ていました。 
しかし、私は一言も話す機会なく終了となりました。 
社長の私がこんなんなので、参加者で唯一のベトナム人 
フンくんに話す機会を与えることができず猛省しておりま 
した。次にこんな機会があれば、もっと頑張ります。

左記の宮田運輸さんの会社が映画になりました 年末に映画公開されていました。 
宮田運輸さんの会社が映画に 
なりました。 
宮田社長は会った瞬間から仲良くなっ
た経営者仲間、というか、友達です。 
ちょうど、かんき出版から本も出て 
います。 
題名は「社長の仕事は社員を信じ切る 
こと。それだけ。」というものです。 
また興味があれば是非。

立派な社長ではありますが、基本、僕らと同じ分類に入る人なので、みんなともすぐ仲良く 
なりますよ。また機会あればみんなに紹介しますね。

掲載にはならなかったけれど。。

この写真いいでしょ？良くないですか？ 
ジャーナルスタンダードファニチャーに 
改装した３Fの写真が載るということで撮影をしたのですが。。
写真そのものが、人ばっかり写してしまったもので、この写真も採用されませんでした。 
ごめんなさい。でもこれは本当にいい写真！どっかで使ってくれないかな？？

12月30日は恒例の辻田製作所さんの餅つき
2019年も12月30日は辻田製作所さん 
での恒例の餅つきでした。 
毎年思うけど近所の人たちが集まってくる 
職場ってすごくないですか？

餅の付き手がどんどん少なくなってきているので、またみんなで 
　　　　　　　　　　来てくださいね。餅いっぱいもらえるよ！

一回やってみよう！

３Fを改装して、まだ奥のドアも付いてない
時に、一回やってみよう！ 
ということで飲み会を 
しましたよ。

日本語教室クリスマスパーティー こちらも負けじと 
クリスマスパーティーで 
盛り上がってます。 
女の子もいるので 
これは盛り上がらない訳が 
ないですねぇ～。 
左の写真と比べてなんか 
みんなちょっとカッコつけ 
てるかも？（笑）

大好きな中谷さんとのマル秘旅行

なんか、みんなシュッとして見えることない？？

マル秘ではないのですが、中谷さんがみんなを旅行に連れて行ってくれました。 
行った先はレオマワールド！食事もすごいね！みんな楽しそう。 
中谷さんはいつも製品をトラックで運んでくれます。毎年、ベトナム人実習生は 
中谷さんのことが大好きになります。ベトナムに帰ってからも中谷さんとよく 
連絡を取るようになります。そんな中谷さんですが、なんといっても 
じゃんけんにめっちゃ強い！！ほんまに強いんです。じゃんけんだけでなく 
ボーリング大会なんかやっても景品を持って帰ったり、富くじでも木馬を当てたり 
するからすごいです。とにかく僕らに安心を与えてくれる人です。 
事故ないように安全にいつまでも健康でいてくださいね。有難うございます。

ええ冷蔵庫 あゆみさんのお姉さんのツテで 
とってもいい冷蔵庫を格安で 
手に入れることができました。 
寮にセッティング完了です。 
他のお客さんで納品したけど寸法が 
入らなかったので返品されてきた 
ようなものが格安になるんだそう 
です。しかし、そんなことが発生 
してもすぐに売れてしまうんだそう 
ですが、今回はたまたまタイミング 
が合いました。

うちの家のよりええやつやなこれは。。

産経新聞さんにとり上げてもらいました
以前、みしま新聞で
井戸を掘っているこ
とを紹介させても
らっていましたが、
今回、産経新聞社さ
んがこのことを記事
にしてくれました。 
もうすぐ水が出ます
ので是非見に来てく
ださいね。



シンチャオ♪ 

三島硝子のイケメン唐揚げ担当の北村です。 

コロナウィルスの影響によりネットでは情報が錯綜し、自分
自身でしっかりと確認する事が大切だなぁと思う今日この頃
です。 

調子が悪いなぁと思ったら早め早めの対応で頑張っていきま
しょうっ！！ 

ではでは 
まったりと北村コラム始めますっ(^^) 

『パワーアップ計画』 

私事ではありますが、2019年8月下旬頃に左上半身に違和感
があり、ベトナムより日本に帰国して現在も治療を続けてお
ります。 
去年はステロイド薬を服用しており会社の方に出社するのが
難しかったのですが、今年からは何とかステロイド薬を服用
せずに出社できております(^^) 
三島硝子建材＆MGK frame worksの皆にも凄く迷惑をかけ
ておりますが、皆様温かく迎え入れてくれてますっ（感謝） 
まだ通院をしているのと同時に、コロナの影響もあって、ベ
トナム入国が厳しい状況になってます。 
なので最近では体調の具合をみて、施工or配送の方はさせて
もらっております。 

がしかし。。。 
この度社長の方から【北村パワーアップ計画】（勝手に仮
称）を提案してもらいました(*≧∀≦*) 
内容としましては、現在施工のスキルしか持っていない私で
すが、会計＆内勤の方も覚えていき『世界のキタムラ』の足
がかりとしては持ってこいの内容でした（笑） 
自分を取り巻く環境が凄く恵まれており 
指導してくれる先輩、相談できる先輩の多さに内心『頑張っ
て皆を助けれるようになりたい』『キタムラが居ないとしん
どいなぁ』等々。。。 
言われたい事は山のようにありますね（笑） 

今後も三島硝子建材の皆様、MGKの皆様 
私に関わり合う皆様にご迷惑をおかけ致しますが 
三島硝子建材のイケメン唐揚げ担当『世界のキタムラ』のパ
ワーアップに乞うご期待していて下さい(=́∀｀)人(́∀｀=) 

これからキタムラの快進撃が始まりますので、これからも皆
様に温かく見守って頂ける様に、体調の方、本当にお気をつ
けて下さいませっ 

それでは　ヘン　ガップ　ライ 

～　竜馬の駐在日記　～

今年の節分も恒例の豆まきをしましたよ！
今年もやりました～。毎年工場が豆くさくなります。みんなの表情を見てもらえればありがたいです～。 
いい顔してるでしょ？形はどうあれ、みんなですると楽しいです。来年もやろうね。

今年の鬼。この金髪２人組は誰だ？

今年も始まりました～。鬼は段ボール箱被っとるな。。

カメラを向けると必ずポーズを取る人がいますよね。 
この人も例に漏れず。うちの名女優兼、歌姫です。

カーさんが節分の説明をしてくれます

カン先輩、食べることに夢中ね。

安定の男前。健太くん。 
結婚しない男。

ランナー２人組。 
どんな忙しくてもフルマラソンに挑戦 
します。すごい！恐れ入ります。

子供のような大人がいます！

金髪２人組はホンとヒェップでした

今年の鬼ども。廣井部長定番！

難しいものでも何でも作れる原っち。 
それは何のポーズや？（笑）

段々と日本人のようになってきた 
カーさん。

ミクは口に何か 
入ったままだな。

最近、ケンミンショーに出演した 
大阪のおっちゃんこと松山お父さん 
全国デビュー果たしたね！

左のこれナニ？！の表情の立花さん。役者です。

フルーツ大福おいしいです。 
誰が考えたんでしょうね。

ソンソンは最近、自分のことを 
GENJIと名乗っています。 
漫画のクローズから影響を受けた模様。

う、うまい！の顔のチェットさん 
ユイさん嬉しそうね～。

豆まき開始直後、いったにさん、 
悪そうな笑顔してるわ～（笑）



～　MGK便り　～

ベトナムは元気いっぱい。みんな頑張っています。　日本人が去年の夏から行けなくなっている為、 
ベトナム人主体で頑張っています。いつもありがとう。コロナで全く行けなくなっているけれど 
落ち着いたらまた行きますね。奮闘しているベトナムからの写真を紹介します。

～　お知らせ　～

◯  3/30（月）PM18:30  シエラレオネ国　メッドロマシィさん 
　　　　　　　　　　　　　　来社されます。 

◯  4/１（水）　ソンくん入社します。

◯  4/１（水）　エマール　チくん出社します。

3月26日から4月25日までに誕生日を迎える皆様

敦臣くん、三島次子さん、一美さん、杉浦仁さん

おめでとうございます！ 
皆さんのところに幸せが訪れますように。切に願っています。

世界的にコロナウィルスが猛威を振るい、色んな活動や生活が 
不便な状態になっております。皆様の家庭でも同じことかと 
察します。 
まずは今、自分ができることを考えて家族とともにしっかり 
することが大切ですが、 
困っていることがありましたら、できることはしていこうと思うので 
是非、みんなで持ち寄って解決していきましょう。 
みんなで考えればできることもあるかと思います。 
是非、みんなで乗り切っていきましょう。 
ご相談ください。　どうか健康に気をつけてお過ごしください。 
皆さんの健康を本当に祈っています。


