
（株）太陽トーヨー住器阪神　 
　豊島様　豊里ハイツ

STフロント70片開丁番
ドア袖FIX

（株）NOW 小林様分　尼崎市某邸　窓改修
MTG70R複層4枚引違窓

（株）太陽トーヨー住器阪神　伊勢田様分　豊中市某スポーツジム
STフロント片開丁番ドア＋FIX　片引オートドア
等

（株）太陽トーヨー住器阪神　早川様分　 
阪急OASIS千里山竹園店 トイレ入口取替え

スチール片開丁番フラッシュドア　 
アルミフラッシュ片引セミオートドア

（株）小川技硝　藤井様分　　北堀水門

ステンレスHL片開丁番ガラリドア

（株）前田政本社　岩本様分 
　マツオカサービス改造工事

STフロント40直付片引ハンガードア

（株）太陽トーヨー住器阪神　大倉様分　某整骨院入口工事
STフロント100片引セミオートドア袖FIX　既設枠隠し汎用材

某邸宅玄関扉交換工事 DT30引違戸タテ格子入り

三協エクステリアセンター（株）様分　某こども園階段周りルーバー工事

三協アルミメイクスクリーンII 　木目色　オールドファッションパイン色

（株）NOW 社長様分　おそめ本店　入口工事
STフロント100片引オートドア両袖FIX格子入

今年も4月後半になり、ゴールデンウィークが近づいてきました。いかがお過ごしでしょうか？ 
大阪は依然コロナが猛威をふるっております。本当に自分がいつ感染してもおかしくない状況なので 
くれぐれもお気をつけください。PCR検査も今はすぐに受けることができます。3000円くらいで 
当日に結果が分かります。Hungくんが帰国する際に検査を受けましたが、自分だけで検査ができ、 
簡単なものでした。Hungくんが検査した「新型コロナウイルスPCR検査センター」の予約サイトを 
下にQRコードを貼ります。インターネットで時間予約し、時間通りに検査場所に行って受付を 
済ませた後、唾液を自分で採り受付に渡すだけです。参考にしてください。 

東亜産業新型コロナ 
PCR検査センター

ワクチン接種も始まっていますので、もう少しの辛抱です。気を抜かずにみんな
で頑張って行きましょう。 
季節は春真っ只中！　街の木々たちは色とりどりに鮮やかさを増しています。 
お出かけできなくても、自分の周りにある当たり前の風景からこの春を満喫し
てみませんか？新たな発見が毎日を豊かにしてくれるかもしれません。 
焦らずに、この機会を自分にとって良い時期にみんなでしていきましょう。 
では、みしま新聞4月号はパワーアップしていますよ。宜しくお願いします！

今月もたくさんのお仕事をさせていただきました。有難うございます。一部紹介させていただきます。

設置前 設置前

設置後 設置後

上の写真はシャッターの付いてある2連FIXを 
既設方立をカットしてできた大開口に片引セ
ミオートドア袖FIXを入れたものです。 
左の写真は黒のサッシをシルバーのアングル 
を使ってセミオートドアと同じ色に合わせま
した。夜間工事で納めさせていただきました

既設のPHドアもセミオートドアも動きが悪いた
め、扉の交換をさせていただきました。PHドア
は丁番ドアに変更しスチールにて、セミオートド
アはエアークッションを新しくし、アルミで製作
させていただきました。 

囲うようなサッシを２つ製作させていただきました。一つは
部屋を作るために、一つは既設のオートドアの内側を囲うよ
うに新たにオートドアを設置しました。会員さんが入店前に
カードをかざすスペースを作る
ためです。床と天井を残したま
ま取付させていただきました。

個人宅の玄関引戸の取替でした。以前にも取替 
しようと思ったことがあったらしく近所のサッシ
屋さんに見積りをとっていたそうなのですが、 
そのサッシ屋さんが廃業したこともあり、弊社に

声をかけていただきました。 
西日がきついことと、防犯上
の理由から竪格子付にて製作
させていただきました。 
以前あったように郵便ポスト
口も取付け、ダブルロックと
しました。近所の方から、
「良くなった」と言われると
お褒めの言葉を頂きました。 
本当に嬉しいです。こちらこ
そ有難うございました。

今月もたくさんのお仕事をさせてい
ただきました。本当に有難うござい
ます。こうして改装物件を数多くさ
せていただいているのは、営業全
員、どうやったら綺麗に簡単に安全
に安く納めることができるのかを常
に考え、仕事をさせてもらっている
結果だと思っています。これからも
全員で技術の向上を図り、皆様のお
役に立てるよう精進していきます。
本当に有難うございます。
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あのお店がやって来る～！ 
つい先日、三島硝子建材近くの某ステーキファミリーレストラン
が閉店となった。いろいろお世話になっただけに何とも言えな
い切ない気持ちになりました。 
しかし、その数日後、得意先様よりドアと窓のご注文が・・・。 
《うんっ？？？この住所は！まさか…》 
つい先日閉店したばかりなのに、もう新しい店舗が決定！ 
しかも、あの有名な【某ステーキハウス】 
（看板とステーキの写真は若江岩田店のものです） 

お客様から施工のご依頼もいただき、 
北村・カー・ユイ・未来もいざ現場へ。職人の古里さんの御指
導もいただきながらの取付。現場の実測・図面の読み取り・型
材の加工・組立・施工までやらせていただけるのは本当に幸せな
こと。職人冥利につきます。 
（現場撮影：北村・松山・森） 

OPENまでもう少し。 
みんなで、ぜひ一緒に行きましょう！自分たちが一から作った場
所で、スタッフの方達やお客さんが笑顔で過ごしておられると思
うと、今からワクワクしますね～♪ 

そこで、三島硝子の知恵者と言えば“廣井さん”に相談。 
あっという間に作ってくれました。 
図面のやり取りをできるようにスクリーン下部には適度な隙間がある上に、座高の高い方にも 
対応できるように、従来品よりスクリーンが高めに設定されている。 
写真は、立花工場長・松山（健）・廣井の3名だが、弊社打合せコーナーにも関わらず、なんと
なく刑務所の面会のような雰囲気もある。（誤解がないように言っておくが）それくらい落ち
着いた色合いと安定感があるということである。 
色味・高さ・幅は、すべてオーダー品ですので自由自在。一度、ご相談くださいませ！

三島硝子建材㈱で働くベトナム人は、技能実習生だけではない。 
日本の大学を卒業し、日本人と同じように入社したSON君。出向社員として家族で日本に住み、設
計図を書いてくれているKHANHさん。 
そして、HUNGさん。HUNGさんは、MGKベトナムの社員。日本の技術を学び、ベトナム工場で技
術を広めるため、日本語もままならない状況で、1年間の研修ということで単身スーツケース1つで
やってきた。しかし、昨年コロナが世界的に流行し、帰る予定の飛行機が一切無期延期。誰もいつ
飛行機が飛ぶのかわからない。 
そんな状況の中、彼はいつも笑顔で前向きに飛行機を待っていた。祖母の体調不良の話を家族から
聞き、もう会えないことも覚悟していた。 
そんなHUNGさんが、やっと帰国できることになった。予定より7カ月も過ぎてのことだった。急
きょ決まった帰国に戸惑いはあったものの、みんなが彼の帰国を喜んだ。これからも日本とベトナ
ム、状況はあまり良くないが一緒にがんばろう。まさしく　山川異域　風月同天（中国の漢詩：離
れていても繋がっているよ　という意味）ちょっとだけ嬉しくも寂しい春になりました。 
出発前には、みんなからたくさんのメールが…。ちょっと感動です。 
HUNGさんが出発の前日に、書いた手紙です。先輩のCAさんに添削してもらいながら書いたそ
う。何とも想いあふれる素晴らしい手紙とスピーチでした。

弊社では、お客様にお出しするコーヒーは、豆から一杯ずつ丁寧に抽出
しております。 
コーヒメーカーは、あのDe’Longhi（デロンギ）でございます。 
覚えておられる方もいらっしゃると思いますが、ひょんなことから頂き
まして、今では三島硝子の戦力になっております。 
しかしながら、イタリア生まれのこの子は、抽出したコーヒーを下に落
とす時、配慮がたりません。結構、周りに飛び散ったりして…日本人の
繊細さに欠けることも。。。 

そこで北川さんが廣井さんに相談。 
①こんな風にセッティング　　　　　②カップを置く→ 抽出開始  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ポチッ”とな 

なんと飛び散ることなく、おしとやかに完了です。その様子はまるで大
和撫子のよう。 
一度、皆様、弊社にてご賞味くださいませ。 
そして、デロンギさん！いつでも受注をお待ちしております！！お声か
けてくださいませ。 
また同じ機種をお使いで、お困りの方もぜひお声かけてください(*‘ω‘ *)

　HUNGさん帰国の日　

　GO！GO！新商品★開発部　

これ、なんぞ！これ、いかに！ 
（“すゑひろがりず”っぽくしてみました）

ブロンコビリー岸田堂店

皆様、また廣井さんが便利グッズを作って
くれました。 
なにか分かりますか？？

先日のデロンギ以来の新商品！ 
打合せコーナーに設置された 
　　　《飛沫防止スクリーン》 
今まで、飛沫防止スクリーンをお求めにな
られた方は、ご存知かもしれませんが… 
案外、ちょうどいいサイズがないんです
（笑）短かったり、圧迫感があったりと。

閑散とした関西空港。国際線出発ロビーには、今回のチャーター便
を待つベトナム人の列（ほぼ400名）のみ。無事にベトナムのニャ
チャン（元実習生ティンさんの出身地）に着くも防護服を来て隔離
施設へ移動（2週間滞在）。 

HUNGさんの書いた手紙

手紙の内容は 
こちらから 
どうぞ

みんなからの　LI NE

今、HUNGさんが隔離生活をしているホテルと食事

この防護服を着たまま
約５時間ちょっとの 
フライトです。

この日の国際便のチェックインインフォメーション 
2便しかない。。。 
空港内のお店も閉店しているところがほとんど。 
撤退も多く見られました。 

HUNGさんのお母さんと翻訳アプリを使って 
メッセンジャーでやりとり。 
本当に帰ってくるのを待ち侘びている様子。 
早く会えるといいね。 
帰ったら、たくさんの思い出話をしてくださいね。 全ページ記事　：　三島あゆみ

2



今年もやってきました！新入社員研修！届きました！教科書と招待状。 
個人的にですが、私は、新入社員研修はとても重要だと思っている。 

学生の頃は『自分の家の常識＝世界の常識。自分の考え方や 
生活習慣は“普通”“一般的”だ』そう思っていた。 
しかし、社会に出ると…『あれ⁈そうなの⁇知らなかった！』って 
感じることも山ほどあって。 
返事の仕方・あいさつ・電話対応・コーヒーの出し方・“人”との付き合
い方　etc… 
そして、学生時代と圧倒的に違うのは、だいたいの大人たちは叱ってく
れない。間違ったことをしていてもハッキリ言ってくれないというのが
現実。 
そのまま気付かず、歳をとってしまったら…ヤバいことに。。。 

がっ、嫌なことばかりではない。 
社会に出ると、今までには体感したことのない面白いことが 
いっぱいある。 
子供は知らない大人の世界。眠るのがもったいないくらい楽しいことが
目白押し。 
その世界を誰よりも堪能するには、それ相応の大人のルールが必要だ。 
COOLでFANKYなイケてる大人になるための第一歩… 
それが【新入社員研修】である。 

マスターすれば男も女もモテること間違いなし！モテるための必勝本を
購入するより、新入社員研修をマスターする方が即効性もあり、確実に
モテる。 
それどころか、お相手のご両親にも好かれてしまうというオマケ付き。
いろんな意味で、今後の人生を豊かにする貴重な機会だと確信してい
る。（※あくまでも個人の意見です） 

まぁ、とにもかくにも がんばれ！2人とも！！

“ピカピカの～みしま号♪” 
北村君はきれい好き（※自分の机を除く） 
ある日、廃材処理に行った帰りの出来事。 
トラックに泥ハネが… 
休憩時間にも関わらず、そそくさと掃除を
してくれていました。 
こういうのが、お客様に喜んでもらえる“ひ
と手間”なんだと感じた瞬間でした。 
いつもありがとう！ 

【香取さんのお野菜、今月も届きました】 
香取さん家のお野菜にはいつも驚きがある。“何じゃこりゃ～！？”的な発見が満載だ。 
それはスーパーマーケットで購入する野菜より段違いに美味しくて、冷蔵庫の中でも活きが良い 
表現が適切かは別として、収穫後なのに冷蔵庫の中にあるにもかかわらず「まだ生きてる」 
って感じがする。野菜自身の生命力か はたまた作り手である香取さんの想いがそうさせるのか…
とにかく“生きてる”。そんな印象を受ける。 
そして今回、私を驚かせたのは【葉ニンニク】 
《ニンニク》や《ニンニクの芽》と親戚関係なのかは、勉強不足でよくわからない。 
そんな私でも大丈夫。今回もレシピそのまま作りました！美味しくできました！ 
レシピにあった調味料“納豆のタレ1袋”。非常に分かりやすい！ 
（ですが、タレを奪われたタレなし納豆の行き場に戸惑った私でした（笑）） 

会社にいると、ふと疑問に思うことがある。 
それは“道具”の名前。プロの道具はなんとも愉快。 
例えば、このガラスを運ぶ台車の名前【PONY（ポニー）】 
そして、この車の上にあるサッシやガラスを支える三角の部分【ウマ】 

いやいやいやいや… 
なんで《HORSE（ホース）》ちゃうねん！　 100歩譲って、なんで《コウマ》
ちゃうねん！　おかしない？？？ 

←　PONY ↓　ウマ

【職人　西田(ニシダ)が行く】vol.2

三島硝子だけでなく、お客様様から絶対の信頼を得るTHEサッシ職人“西田”師匠。 
以前からみしま新聞に施工技術やアイデア豊かな職人道具を披露してくれている。 
そんなTHE職人は“食”への飽くなき追求心もすごい！ 
関西津々浦々、西田師匠の現場のあるところにうまいものアリ。 
そこで、今回からのこの企画『職人西田が行く』は、 
そこへ行くなら“ここ行かなあかんで～”を取り上げる某美食ガイドブック“ミシュ●ン”
ならぬ“ニシュランガイド”なのである。 
これさえ読めば、明日からあなたも食通の仲間入り！好評につき連載決定！！！ 

第2回“職人西田が行く”　は… 
 “元祖西宮ラーメン”の【宮っ子ラーメン】 
師匠のおススメはもちろん“宮っ子ラーメン” 
からの…『ニラ増し増し（ニラのせ放題）』 

ベースはご覧の通り【中華そば】 
朝食にサラッとイケちゃうような一杯に、 
師匠は これでもかとニラをドーンとトッピング！  
これがなんとも美味！！ 
※ただし…食後のゲップは想像を絶する 
セルフダメージがあるようだ。覚悟して 
喰らうべし！ 

この一杯は、野球でいえばまるで下柳剛。 
豪速球もなければ、すごい持ち玉があるわけでは
ない。しかしながら何故かいつもツボをおさえた
ピッチング。ねじふせられてしまう。 
的確にコースをついてくる。 
そんな繊細を持ちつつ中身はかなり 
パンチの効いた男くささ。 
やみつきになること間違いナシ！ 

ぜひ一度、体感の価値ありです！ 

ちなみに企画で取り上げる店舗について 
一切関係はありません。 
そのため弊社へのお問合せ等はご遠慮ください。
Webでﾁｪｯｸしてください！あしからず。

　洗車　

　変な名前の道具たち　

　新人社員研修　
　お野菜定期便4月　

レシピは 
こちらから 
どうぞ

愛のガラス勉強会

～　お知らせ　～

◯   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　

◯   ４月２８日　水曜日　高賛侑さん来社 
　　　　　　　　（ノンフィクション作家、映画監督） 
　　　　　　　　

４月26日から５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。

北川さん、TRIくん、ホアンくん（MGK)、立花さん

いつもお世話になっている山田硝子店の下辻さん。 
「一度、硝子の勉強会をさせてもらってはどうでしょう？」 
とありがたいご提案をしていただきました。うちは三島硝子
建材という社名だけれど、今ではガラスを切れるのは、 
まっちゃんと神原さんのベテラン２人のみ。ガラスシールも
うてるのは約数名。そんな状況の中、数回に分けて勉強会を
催していただきました。下辻さんは事前に説明用の小道具を
買ったりして、どうしたらみんなに理解してもらいやすいか
をよく考え、準備して熱心に説明をしてくれます。

自分の仕事もあるのに、忙しい中、私たちの都合の良い 
時間に合わせて勉強会をしてくれます。感謝しかありませ
ん。みんなもそれを感じてか、自主勉強会までやり出すよう
になりました。そんな勉強会の様子を下のQRコードからど
うぞご覧ください。初回時の動画なので少し緊張しているか
もしれません。下辻さん、本当に有難うございます。心と技
術、私たちが大切なものを学ばせていただきました。
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（記事　三島）


