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猛烈に暑かった今年の夏はもう過ぎようとしています。 
近頃は過ごしやすくて、朝晩は冷んやりと寒さも感じます。 
みなさんにとってこの夏はどんな夏だったでしょうか？ 
連日、３５度ちかくまで気温が上昇し、日中は危険な程の 
日差しでしたね。夜もクーラー無しでは寝苦しい毎日でした。 
そして、今年は特に、コロナの影響で習慣の変化を起こすような 
そんな夏だったのではないでしょうか？そんな苦しかった夏を 
感染もなく、みんな何とか乗り切りましたね。本当に嬉しいです。

今年は売り上げの低さも気になるのですが、何よりも今年は感染せず、自分と家族の健康に注意しよう、
という目標です。これからオーガニック野菜の共同購入も始まります。今年残りあと３ヶ月ちょっとをみ
んなで無事に乗り切りましょう！風邪に注意して、そして手洗いとマスクは怠らないようにね。
今月もたくさん仕事をさせていただきました。有難うございます！ 
一部ですが、紹介させていただきます。

某事務所間仕切り LIXILフロンテック70正方格子＋セデックマルチ丁番ドア

この建物、昭和5年にできたもので、国の登録有形文化財となっています。今もテナント 
ビルとして立派に活躍している神戸にある４階建てのビルになります。この事務所を 
借りているオーナー様から直接連絡を頂き、このサッシを作らせていただきました。 
たまたまNHKサラメシを観ておられたそうで、このご縁を頂戴しました。有難いです。 
このサッシ、細いでしょ？オーナー様と打合せを重ねて、オリジナル仕様で作りました。 
方立の見付６mmです。原課長が丁寧に極力ビスが見えないように工夫しました。 
そして、壁と床のレベルが悪い中、健太くん、左右の逃げ1mmという絶妙な採寸でした。 
この写真はシルバーですが、これから塗装をする予定です。どんな感じになるか楽しみ。 
また塗装したら紹介しますね。ちなみにこの会社、面白い事業をやっておられます。 

もし、よかったら左のQRコードからオフグリッド宣言を読んでみて
ください。感動します。起業のきっかけは、阪神淡路大震災。 
関西情報ネットtenでも2019年1月の特集で紹介されています。私
達が翌月の2月にこの番組で取り上げられたので、不思議な縁です。

（株）太陽トーヨー住器阪神　大倉様

（株）NOW 社長様

ステンレス鏡面オートドア＋FIX

某会社の本社ビル玄関の改装です。 
鏡面仕上げで極力かまちを細く見せたステンレスサッシ。ガラス面が大きく豪華です。

某レストラン入口改装 STフロント100片引自動ドア

地元で有名な老舗レストランの入口。老朽化の為、自動
ドアを新しいものに作り替えました。既設枠をそのまま
活かし、壁をいじることなく枠内にはめ込みました。元
のランマFIXを無くし１枚もののドアとしました。既設が
マット式の自動ドアでしたので、新しく外光線内タッチ
式としています。工夫して前の有効開口とあまり大差ない
ようにしました。またこれからも長く地域の人に愛され
るお店のお手伝いができて光栄です。 

加藤建窓（株）　社長様 某工場事務所 
入口風除室

袖のパネルがまだ入っていない段階での写真なります。 
既設の柱を利用して前面にハンガー戸を取付け風除室と
しました。床レベルがまっすぐではない 
のでガイドローラーにて下枠なしで対応 
しました。事務所の既設引戸には後付けの 
引戸クローザーを付けさせていただき 
ました。これで夏も冬も、今より以上に 
空調が効くようになればいいです。

STフロント70軽量ハンガー片引戸

誕生日　誕生日　誕生日
8月末から9月に、健太くん、高山さん、ホンくんが誕生日
を迎えました。おめでとう、おめでとう、おめでとう！

　パンチング付網戸 幼稚園に使う
網戸。 
下部だけアル
ミパンチング
パネルを取付
けしました。 
ペットがいる 
家庭にもよさ
そうです。

（株）NOW 社長様 某病院入口
STフロント面付片引自動ドア

外側に親子ドアがありますが。。 
どうしてもドアを活かしたまま 
自動ドアを付けたいとの要望で 
した。コロナもあってドアノブ 
感染のリスクを避けなければなら
ないということです。袖壁のスペー
スを使い、既設無目部を利用して
貼付けさせていただきました。 
これで安心ですね。
（株）守下ガラス　米村社長様
某コーポ共用入口
LIXILフロンテック片開丁番ドア
昨年4月に施工させても
らった分です。階段周り
の竪格子に合わせて共用
部のドアを作らせていた
だきました。レバーハン
ドルは押しボタン式の
キーレックス800を取付
けています。電気も要ら
ず暗証番号で開け閉めで
きるので便利です。見た
目も綺麗でしょ？

神原さんの田舎はこんなところ
１階の掲示板に産経新聞の記事が貼っ
てあります。これは神原さんの田舎、
高知県仁淀川町の安居渓谷を紹介した
産経新聞さんの記事です。高知県とい
えば四万十川が有名ですが、この川の
透明度はすごいです。神原さん、子供
の頃はこんな所で育ったんですね。日
本の良き夏の風景です。一度よかった
ら見てみてください。癒されますよ。

詳しい記事と
動画はこちら
からどうぞ。

カーくんの技能検定　随時３級を行いました

来年の1月で3年の技能実習が終了するカーくん。 
5年間、日本で働くことを希望しています。その為には、
この検定に合格しなければなりません。 
職業能力開発協会から指導員の先生の監督のもと、随時３
級試験を行いました。カーくんは日本語の能力もさること
ながら、技能もかなりの実力です。まだ結果が出るのは先
ですが、満点にちかい点数ではなかったでしょうか。合格
証書を待つばかりです。本当にお疲れ様でした。

未来ちゃんのCAD講座
みんな熱心に見入ってますね。これ
はCADをみんなが使えるようにと

たまたま神原さん
の田舎の記事の裏
に、知り合いの社
長がいました。紹
介します。工房レ
ストアの平田社長
です。この会社は

神原さんの田舎の記事の裏に。。

2年目の未来ちゃんが、指導しています。特等席にいる三宅さん、
これから角度計算は１分あれば大丈夫ですね！

すごい職人集団の会社なんです。古文書など 
紙であれば何でも修復してしまいます。 
それだけでなく、修復の過程を細分化し、 
どこに時間がかかっているかを見極め、技能
のレベルアップを常にしています。 
興味あれば是非上のQRコードからどうぞ。

大阪出入国在留管理局は満員状態

ホンくんは9月 
で帰国予定でし
たが、まだ帰れ
ません。特別措
置としてビザの 
半年延長が認め

られているので、あゆみさんと手続きに行ってもらい 
ました。それがこの混雑ぶりです。みんな帰れないん 
ですね。しかし、ホンくんは滞在延長が嬉しいそう 
です（笑）

近畿大学に行ってきました
ご縁をいただき、近畿大学リエゾンセンター 
に行ってきました。リエゾンセンターとは 
　　近畿大学と産業界をつなぐところです。

これから先生と打合せを重ねていき 
ます。どんなことになるのか想像が 近畿大学建築学部の研究の紹介をした本です。面白いですよ

つきませんが、今後の展開が楽しみです！
オーガニック野菜始めますよー！
お試しでお渡ししていた野菜ですが、よう
やく全員にお渡しできました！どうでした
か？大人より子供の反応が大きかったかも
しれませんね。さて、来週から共同購入を
始めます！今回の給与袋に案内を入れまし
たので、是非、ご参加お待ちしています！ 
これは超お得！ご一緒にどうぞ！



シールうちの技を披露してくれました
改装工事などで、開口の中にサッシを入れて取り付けますが、古い建物などでは、 
壁はいつもまっすぐではありません。右に左に上も下も傾いているものです。 
サッシはまっすぐですので、開口の一番狭いところの寸法でサッシを作り、傾ける 
ことなくサッシをまっすぐに取り付けます。 
なので、サッシと壁の間には隙間ができます。その隙間はシリコンで埋めることが 
多いのです。今回は、その隙間を埋めるシールうちの工程を見せてくれました。 
ちょっと紹介しようと思います。

上の写真のようにサッシと壁の間には隙間ができます。 
今回の現場は建物が古いのでかなり壁がこけていました。 
タテ方向、下の隙間は１mm、上の隙間は３４mmありました。 
実際の現場で、いまじん株式会社さんに教えていただきました。 
本当に有難うございます。

シリコンは固まるまで柔らかいので 
打てば打つほどどんどん奥に入って 
いきます。隙間にバッカーと呼ばれる 
発砲ポリエチレンを差し込んでいきます

次にシリコンが接着する 
面に密着性を高めるため 
にプライマーという接着 
材の役割をする薬品を 
塗布します

シリコンが広がらない 
ように隙間の両側に 
マスキングテープを 
　　　　　　貼ります

シリコンを打っていくの 
ですが、業者さんが使う 
シリコンはこんなんです。 
カンカンに、たぷたぷに 
入ってます

コーキングガンに吸い 
上げるように溜め込みます 
　注射器のような感じです

隙間の間を盛るように 
ガンを使ってシリコンを 
ガンガン打っていきます

こんな感じです。 
非常になめらかです。 
素人ではこうはいきません

盛ったシリコンの表面を 
ヘラでこそぎ取ります。

シリコンをこそぎ取りながら、 
面をきれいにならし、仕上げますサッシと壁が直角の面でないところは、 

ヘラを変えてならしていきます。

完成です

ならし終わったらマスキング 
テープを剥がしていきます。

テープの上にはみ出た 
シリコンもテープと共に 
剥がされます。 
テープの直線のラインに 
沿ってシリコンもまっすぐ 
になります。

見事に隙間が埋まりました。また家の中でシリコンが 
使われている場所を探してみてくださいね。

34mm

１mm

～　MGK便り　～

諸刃の剣

NC加工機で作った商品、彫刻品？ 
工作機械で、ここまでやっちゃうって 
すごくないですか？　現実です。

静岡県までNC工作機械を見に行ってきました。 
NCとは、コンピュータによる数値制御（ Numerically Control＝
NC）のことをいいます。つまり、材に対する工具の順番や加工に必
要な作業工程を数値情報で指令を出します。このNC装置を備えた工
作機械のことをNC工作機械といいます。この機械を使うことにより
大量生産が可能になり、人の手で作るより加工品質が向上します。 
しかし、それは私達が望んでいることではありません。 

みなさんはナビの指示で変な道を走らされた経験がありませんか？ 
ナビを使うと地図要らずでとても便利ですが、ナビに頼り切ってしま
い、何も考えないでそれに従うと、大変な目に遭うことがあります。 

機械導入は「諸刃の剣」だと思っています。 
段取りさえできれば、機械を使うと楽になるのは確実です。 
しかし、使っていくと、人の行動は２つに分かれるように思います。 
楽になり、することが減って自分が機械に使われる人になるか、 
楽になった時間を怠らず有効に使い、考え、自分が機械をうまく使っ
て新たなモノやコトを生み出せる人になるか。 

機械化は甘い汁。楽に甘えず「考える力」を持ち続けることができる
かどうかが自分の人生を左右するようになるのではないかと 
思います。　三島硝子建材はチャレンジしていきます！

右のグラックのアルミ材の丸穴加工、ホゾとり加工は私でもやれました。 
今の機械は誰でも簡単に正確に自由自在に思い通りの加工ができます。

ベトナムもまだ日本から渡航することに対しては制限があります。それでも
みんなは暑い中、一所懸命に動いています。今月も写真で振り返ります。

トラックに乗っているのがKhanh
（カイン）くん。今回のダイワハ
ウスさんの物件で初めて職長を務
めました。下でガラスを持ってい
るのはTRI（チ）くん。 
今、日本にいるホンくんもそうで
すが、みんな幼馴染になります。

やっとクリーニングが 
終わったダイワハウスさんの現場です。お疲れ様でした。 
何回もやっているパターンなので最初から最後まで、日本 
　　　　　　　　　　　　からのサポートなく納めました。

これは現場検査の様子です。 
問題なかったようです。

これはこの春に工事した鴻池組さんの 
現場の手直しです。 
引違い窓の動きが悪いということで 
フンとナムが対応に行きました。 
ガラスも熱戦反射ガラスが入っているの 
で重たいそうです。この現場は棟が４つ

ほどあり、面によって納まりが違
うので日本で図面を描いてSkype
で打合せして取り付けさせてもら
いました。 
ベトナムでは日差しがきついので 
ガラスにこだわります。 
今回も熱反ガラスの他、強化ガラ
スも使っています。全てカラーガ
ラスです。 このいかついサッシ 

どこの国のサッシだと思いますか？ 
ドイツ製です。しっかりしてるでしょ？ 
フンとナムが訪問して見てきました。

～　お知らせ　～

◯   10/20　　　矢島さん　出産予定日

◯   毎週水曜日PM18:00～19:30　メッドの英会話教室　

◯   毎週木曜日PM18:00～19:00　　　日本語教室　

◯   10/１～　　香取さんのオーガニック野菜　共同購入開始します

９月２６日から１０月２５日までに誕生日を迎えるみなさま

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。

ソンくん、浩子さん、TRI(チ）くん（MGK) 

元TOKIOの山口くんが、飲酒運転で逮捕されましたね。勝手な私の印象ですが、
ジャニーズを退所したアイドルや、人気が落ちてきたタレントさんは、のちに問題を
起こすことが多いように感じます。全員に感じる訳ではないですが、その際の態度を
見ていると、人気がある時は所属していた事務所に守られて表に出ない出来事が多々
あるのではないだろうかと思ってしまいます。 
人の癖や考え方は急に変えられるものではなく、日々の習慣が大切です。
私達も小さい頃から親に守られ成長してきました。大人になった今でも家族や会社 
など組織に守られながら生きています。必ず、誰かに守られ生きています。

今年、なぜか、突然コロナがやってきました。 
コロナから誰かが守ってくれる訳ではありません。 
生きるには自分で日々自ら気をつけ、なおかつ人に 
移さないように思いやることも必要な生活になります。 
今、守られている感謝、思いやりの心、謙虚な気持ち、 
一緒に居ることができる幸せ。 
もう一度、考えないといけないなぁ。。 
そんなふうに思います。

しかし、毎日の生活に追われ、私もよくその感謝を忘れてしまいがちに 
なります。昔のように感謝の機会や習慣が少なくなった現代では 
尚更です。


