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ラーメン北斗吹田本店

山辰商店　真規子様分　中山桜台薬局 STフロント100片引自動ドア

（株）太陽トーヨー住器　西川様分 道頓堀某ビル入口

STフロント100片引自動ドア

（株）ソーユー　八木様分 南楠葉某事務所 STフロント70片開丁番ドア袖FIX

蒸し蒸しとしてきましたね！5月16日、近畿地方は統計史上最も早い梅雨入りとなりました。上の写真は奈良県にある
国営飛鳥歴史公園甘樫丘（あまかしのおか）地区に咲くアイスランドポピーです。見事、立派に咲き誇っています。 
約1400年前にこの丘に住んでいた蘇我蝦夷、入鹿親子の壮絶な人生を想うと共に、この平和な光景に心が和みました。 
この花は本来、多年草だそうですが、日本の夏の高温多湿に弱いため、秋まきの一年草として扱われているそうです。 
花言葉は「安らぎ」「慰め」　辛いことの多いこのコロナ禍において、少しでも安らぐようにと半年前から準備して植え
ていただいた気持ちにたまらなくなります。本当に春らしい鮮やかな色と柔らかさ。ありがたい。感謝、感謝です。

そして5月22日土曜日に突如現れたこの大きな虹！出現は
１５分ほどの間でしたが、そう滅多にお目にかかれないく
らいの大きな虹でした。（ソンくん撮影） 
ちょうど、新しく導入した機械を設置し終え、「日本の誰
もがしたことのないことを成功させて、僕らで新しい時代
の幕を開けるぞ！」とみんなと話し合った後のことだった
ので、この虹は特別に感じました。。。

コロナはある程度の終息をいつかは迎えることになると思います。しかし、私たちは人間です
ので、コロナに関係なく誰にでも必ず人生に終わりの時がきます。「何故、大切な一生をかけ

て人は働くのか」その答えのひとつを甘樫丘に咲く花に見た気がしました。それぞれに大切な一生のドラマの中で 
ひとつでも自分の仕事が誰かの心に何かを添えれるように、これからもみんなで考え、努力していこうと思います。

今月もたくさんの仕事をさせていただきました。有難うございます！今月も一部ですが紹介させていただきます！
吹田にある知る人ぞ知るラーメン屋さん。 
幹線道路沿いにあるオアシス的な存在。 
今までほぼ休みなく手抜きなく働いてきた真面
目で温かい人柄のマスターの大切なお店。 
人気店のため、長年、頻繁に使ってきた入口ド
アの音なりが激しくなり、修理することに。 
ビルの所有者であるお客さんの計らいで入口ご
と改修することになりました。 
すぐに再開できるよう工事期間は1日。 
できるだけ改修箇所を抑えれるように考え、 
カバー工法を工夫しました。

私も何回も食べに行くようになりました。安心の味とボリューム。 
益々、繁盛しますように願っています。関わらせていただき本当に有難うございました。

元々、フロアヒンジドアだった部分を、自動ドアに変えるという工事。意匠上、エンジンBOXをランマFIXに合わせて 
高さを下げて取り付けました。床を掘らずにガイドローラーにしている為、カギは戸先カマ錠にしています。 
実はこの戸先カマ錠の取付もメーカー設定では取付不可になっていて、工場で工夫して取付できるようにしています。 
「自動ドアになって楽になった」と言われるようになるといいですね。本当に有難うございました。

一見、オレンジの壁に付いている引違窓のように見えるでしょ？ 
実はこのオレンジ色の部分は元々あるアルミサッシなんです。 
それも障子のガラスやパネルが入る部分に引違窓を入れたもの 
です。これなら引戸を閉めても、この引違窓から換気できます。 
言うならば、引戸の中にもうひとつ引違窓が入っている感じ？ 
子供だけが出入りできるような引戸in引戸があってもいいかも？ 
とても面白い仕事をさせていただきました。 
また今後に活かしたいと思います。有難うございました。

道頓堀にあるテナントビルの入口。壁はアーチを形どり、なかなか凝った作りです。 
中にある自動ドアも背が高くて素晴らしいのですが、もう古くなって動きも悪く、 
おまけにスチールサッシであった為、とにかく重い。 
ということで、リニューアルすることになりました。新しいアルミサッシはブラック。 
前に置いてあった自動販売機も撤去し、サインも新しく変えて、印象が一変。 
オシャレなビルに変身しました。これで、この場所にも新しく人が集まり出しますね。 
楽しい場所になることを願っています。お手伝いさせていただき有難うございました！

西田さん浜田さん取付風景

床の高さがバラバラの為、ドアのところで丁度にあわせています

シャッターを開けると大きな開口があります。入口一面をガラス
にすると広く感じるということで、天井も壁も床も、いっぱい
いっぱいでサッシを作らせていただきました。サッシで天井を区
切っていないので、天井が内外でつながっているでしょ？ 
奥行きが広く感じますね。これをする為には最大の寸法でサッシ
を作る必要があります。取付にも工夫が必要になります。 
お客様が安心して入店してもらえることを願っています。 
お手伝いさせていただき有難うございました。

ソンからソンへの手紙 入社２年目のソンくん。手紙を読んでいます。

実はこの手紙、入社した時の自分が 
一年後の自分へ書いた手紙なんです。 
新入社員研修のひとつです。 
入社した頃の日越で活躍する！という
気持ちはサビずに磨かれているかな？
しかし、人間は慣れてくると、 
易きに流されるもんね。こうした機会
を持ち常に反省、振り返りが大事。 
ダイエットにたばこ、 
自分に「喝！」な人も多いかも？？

切断機搬入！

冒頭でも書いたように、新しい切断機が設置されました。 
型はそう新しくないのですが、楽しい拡張機能が積まれています。

見た感じ、ただ新しい切断機を導入しただけのようですが、 
これがサッシ屋の未来を塗り変えるかもしれません。 
また、次月号でご報告を。



【職人　西田(ニシダ)が行く】vol.３ 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、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！！！ 

今回、紹介の店は…　　楠葉【ラーメン 青山(あおやま)】　 
一番のおススメは“生醤油 中華そば”　　超人気店のため、ギョーレツ必至。並ぶの覚悟で行くべし！ 
味は、あっさり系。チャーシュー横にそっと寄り添うチンゲン菜が、なんとも美しい。 
醤油の風味を存分に活かすため、群馬県産の生揚げ醤油、島根県産の木おけ生醤油、滋賀県産の再仕込み 
生醤油の３種類をブレンドしお店で火入れを行うという元ラーメンブロガー店主のこだわりが凄い。

※ちなみにいつも言いますが… 
お店と一切の関わりはありませんので、お問合せいただいても食した感想しか伝えることができません。 
あしからず。 

春から夏にかけての風物詩といえば“潮干狩り”  
そうそう… 
陽ざしの中、みんなでアサリやハマグリ・マテ貝 を探して、 
見つけた時は宝物を手に入れたような感動と達成感。。。

それやのに…ガラスが欠けたこの部分の名前！なんで、
これ【ハマグリ】やねん！ 
（ハマグリ状に欠けているので“ハマかけ”と言う人もいる） 
大きさで言うたら、もはやシジミやろ！！ 
それも、もう小さすぎて身を取るのも面倒なくらいのシジミ
やろ！ 
最初に、名前つけたヤツ 出てこ～い！ 
（今回も人生幸朗師匠みたいにボヤいてみました。）

　変な名前の道具たち　
やったぞ！カン父ちゃん！

来日当初からずっと免許取得
したいと言っていた。 
ベトナムでは大型トラックに
乗るくらい運転には自信が
あったそうだ。 
もともと日本の名所や城・寺
社が大好きなカン父ちゃん。
コロナが落ち着いたら、 
家族4人でドライブ旅行 
いっぱいできるね。 
本当におめでとう！

ダケジャナイ！タカヤマさん
• • • • • • • • • • • •

三島硝子の営業担当は、もともとは 
工場や設計を経験している。 
だからこそ、お客様からのご要望に対し
て、細かいところまで応えられる 
凄腕が揃っている。 
しかしながら、営業となると 
何かと忙しい。 
常にお客様から電話が入り、見積りを出す
のも図面をチェックするのも、すべてが 
時間との勝負なのである。そしてミスは 
許されないという緊張感をはらんでる。 
にもかかわらず… 
なんとっ！工場に高山さんの姿がっ！！
（超レアだったので撮ってみた） 

グエンと工場長と踏み台と…

4月入社したグエン。ソンの大学の同級生
で32歳。立ち飲み屋で5年もバイトしてい
たので日本語堪能。料理もできる器用な男
である。顔も超レプチャイ。 
（ベトナム語・男前の意味） 
ただ、グエンは、背がちょっと低い 
（約160㎝）トム・クルーズや真田広之み
たいな感じ…か？）。 
現在、グエンが練習している作業台は
元々、廣井さん（約180㎝）が使っていた
のでやや高め。 
そんなグエンが、高めの作業台に文句も言
わず、もくもくと懸命に練習している姿を
立花工場長は見逃さなかった！ 
グエンの為に踏み台を作ってくれたのだ。 
わずか数センチの踏み台は、グエンの姿勢
を真っ直ぐにし、正しい姿勢で穴を開けら
れるように、高さが調整されている。グエ
ンに聞くと「めっちゃ仕事がしやすくなっ
た。立花さんが作ってくれて、うれしかっ
た」とのこと。 
“上手くなりたい”という気持ちと“一人前
にしたい”という気持ちがコラボして出来
上がった【おもいやり踏み台】。 
これからのグエンの成長が楽しみだ。

OH!  Someone Stop “IT”!! 
(誰か“ヤツ”を止めてくれ!!)

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

少し時間が空いたからか、どうしても作りたい何かがあったのかは分から
ないが、こんな風に工場で製作している姿をみると“さすがだな～”と感心
してしまう。　営業だけじゃない、高山さん！カッコイイ。 

※ちなみに 高山さんの工場時代の師匠は、製造課長の原さん。数年前まで
は“原さんには足を向けて寝られない”などと謙虚そうに言っていたが… 
性格上、足の向きなど気にせず、グーグー眠っているに違いない。 

昨年12月に家族が来日。 
この春 愛娘のアンちゃんは保育園

・愛息のコア君は小学3年生になり、ますます忙しくなったカン父ちゃん。 
このたび、念願の運転免許証の切替をした。

ある晴れた土曜日の午後3時　 
穏やかな空気が流れる中、棚の上からアイツは
コロコロと音も立てずにやってきた。 
淹れたてのコーヒーの香りが漂う優雅なひと時
に、『イタッ…』という鈍い声が響いた。 

【丸盆を更迭せいっ！】ということで 
新商品開発部、始動！ 
ミッション①丸盆を置く場所は、棚の上しかない。 
ミッション②丸盆を横に寝かして置くほどのスペースはない。 
ミッション③丸盆には大と小の2タイプがある。 
ミッション④丸盆は漆塗りのためキズや欠けがないよう配慮が必要

この4つのミッションをクリアしたのがコレ！　

こんな感じで、内側にシーラーを張り付ける 
ことで、塗りのお盆を傷付けることなく縦型に 
収納可能。また大小分けて置くことにより、 
取りにくさを解消することができた。 
他に人から見れば、ほんの些細なことかも 
しれないが、このビミョーで絶妙な調整で生活が
改善される。ミッションクリアまでかかった 
製作時間ざっと30分。 
そして事務所には、また穏やかな時間が 
戻ったとさ…めでたしめでたし。 

香取さんは有名人

いつも野菜が届くと、北川さんが段ボールから 
野菜を出してみんなが持ち帰れるように準備をし
てくれる。この日も、届いた野菜とベジライフ通
信を袋にセットしてくれていた。 
そんな北川さんが、大発見。なんとっ！ 
アンガールズの 
【や～ま～ね～（呼び捨てでスミマセン）】が
写っているではないか… 
マスクをされているが、この立ち姿は…まさに
【や～ま～ね～】である。 
よくよくベジライフ通信を拝読していると、 
なんとまたまたＴＶ出演！ 
すごいなぁ！香取さん！ 
このスゴイ人の野菜を頂いている私たちの身体は
どう変化していくのだろうか。

～道具でなくてごめんちゃい…海の生き物 編～

枚方市南楠葉1-6-10 シャトー東 1F

※初めて見る・食す野菜たち 
コレなんでしょうか… 

ベジライフ通信では 
【ニンニクの芽】のようです
が… 
浮き輪の空気入れみたいだ
な。。

野菜定期便　５月

ちびまる子ちゃん：永沢君 
いつも皮肉なことを言う。まるちゃんの
クラスメートである。

野球で例えるなら、これはまるで、1985年に優勝した阪神のバース、掛布、岡田のバックスクリーン３連発。 
それぞれ３つの醤油の良さをぶち込んだ至極の一杯。是非、ご賞味あれ。

写真奥のとがった野菜… 
ちびまる子ちゃんの 
永沢くん？？ 
（本当はキャベツです） 
畑でどうなって育ってる
のかな、 
気になります。。。

※北川さんによると、アンガ 
山根さんは、娘のお弁当作りに
励む料理男子らしい。有名人と
同じ農場の野菜を食べてるって
いうだけで、テンション上がっ
ちゃいました。 
いつも手配してくださる秋山 
木工の昌代さんにも感謝です。

～　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　

５月26日から６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。

廣井さん、航季くん、香歩ちゃん、喜美さん、彰子さん

◯  　6月19日（土）棚卸し　
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いつも応援していただき有難うございます。 
まだまだ売り上げは景気の波に流されることが多い体質のままで、「全従業
員の物心両面の幸福を追求する」という経営理念がお題目にならないように
と、反省し、何とかできないかと試行錯誤する毎日が続いています。 
上手くいかず、どうしたらいいのか、自分自身の弱さと能力の無さに、途方
に暮れる日も多いのですが、一緒になって考えてくれる仲間がいる恵まれた
環境がありがたく、感謝することが多くなってきました。 
この仲間と共にこれからもみんなで、物心ともに豊かな人生が送れるよう、
私自身、懸命に努力し、ひとつでも多くのことを実現していきます。 
これからも変わらずご協力のほど、宜しくお願い致します。　 
いつも有難うございます。　　　　　　　　　　　　　　　　三島圭四郎

午後の優雅さを台無しにした正体は…丸盆だった。 
ヤツは、事務所のアイドル“つじもっちゃん”の頭上を狙ってきたのだ！ 
なんという不届き者め！ひっそりと、この機が来るのを仄暗い棚の奥から待って
いたというのか！（はぁ～なんにせよ顔じゃなくて良かった。。。(;́∀｀)） 

事務所のアイドル 
”つじもっちゃん”を狙った 
　　　「丸盆」！ 
（よく見ればこの丸盆には 
表情があった！）

（裏ページ　記事　三島あゆみ）

https://tabelog.com/osaka/C27210/rstLst/
https://tabelog.com/osaka/C27210/C81279/rstLst/

