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9月もう後半を迎え、あと１週間で10月になります。毎回言いますが、時が経つのは早いですねー！
歳をとったからでしょうか？本当にそう思います。皆さんはどうですか？21日火曜日は8年ぶりの満月の 
中秋の名月でしたが、曇っていましたね。20日は綺麗に見えていましたが残念でした。でも、最近でも 
お月さんは十分に綺麗ですので、また見てみてください。 
23日木曜日は、秋分の日でした。昼と夜の時間が同じになる日ですね。厳密に言えば、昼の方が少し長い
ようです。この日は「国民の祝日」になりますが、法律でそれぞれに意味が定められています。秋分の日は、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」 
と定義されています。お墓参りは行きましたか？　ということで、右上の写真は、高野山奥の院の入口になります。本当に空気が清んでいるところです。 
みんなのご先祖さまはどんな人だったんでしょうね。私たちの日常で悩んでいるようなことを同じように悩んだり、たくさん笑ったり泣いたり、大いに 
恋愛をしてこの世で一生を過ごしたんでしょうね。そんな話を聞いたり、思いを巡らせてみるのもいい機会かもしれません。私たちも、何かに一所懸命に 
生きて、豊かな人生にしていきましょう。では、今月も色んなことがありました。振り返ります。今月号もお付き合い宜しくお願いします。

今月も色んなお仕事をさせていただきました。一部ですが紹介させていただきます！有難うございました！

社長様から直々のご指名でビル
１棟分のサッシのお仕事を頂き
ました。Y’sデザインさんは設計
事務所でありながら施工にも
チャレンジをされている、毎年
売り上げが凄い伸びをしている
会社です。今回のこのビルは自社で土地から購入されて 
建てています。目的は、この周辺に空き土地が多くなり 
元気がなくなっている為、デザインの会社を中心に

このビルに入居してもらい、デザインの街として活性化をはかりたいと、この計画 
をされたそうです。びっくりです。本当に凄いことだと思います。儲けがあるところ 
に人は投資をしますが、自ら想いを持って、そこで生活をする人の気持ちを幸せに 
したいということに投資する決意が尊いと思います。工事はまだ続いていますので、 
しっかりと納めさせて頂きます。有難うございました。

この現場もジアル建築の社長様からご依頼頂いて、１棟丸々の 
改修をさせていただいています。この写真はアルミパイプの 
格子になります。斜めに傾いているのが分かりますか？ 
各部屋のクーラーの室外機を外に置くのに、この格子が 
ちょっとした室外機隠しになります。目立たないようになります。 
駅の真前のメゾネットなので、人気物件です。メゾネットは今では 
珍しいですね。この改装でまた人気が出そうです。勉強になる 
お仕事を頂いています。有難うございます。

マンションのエントランスで既設のスチールドアのデザインを変えずに
古くなって使いにくくなった扉のみをアルミに交換したいというお仕事
でした。既設の枠を残して、できるだけ壊すところの少ないように考え
ます。電気錠を使用する為、上枠だけ新しく取り付けて、FHはできるだ
け小さくハツり、床タイルを新しく貼らないようにしました。 
格子のデザインは変わりましたが、ブラックの色がアルミの為、ツヤが
消えていい感じになったでしょ？また価格もおさえて納めることができ
ました。これぞフロントサッシ屋の仕事でした。有難うございました。

既設窓の枠を残して、新しく窓を
入れます。今回は既設枠が20ﾐﾘも 
傾いていました。新しいサッシは
傾けるわけにはいかないので、既
設枠をカバーする曲物を斜めに作
りました。左の写真の上の曲物は
左より右の方が大きくなってま
す。結構、緻密なんですよ。ちゃ
んと納まるまで営業は落ち着かな
い日々なんです。しかしアルミ
サッシは取り替えるとすっきりし
ますね。喜んでいただけると嬉し
いです。有難うございました。

左の写真の状態から右の写真の状態にフラッシュ引戸を
取り付けさせていただきました。よく見てもらうとサッ
シを取り付ける下地がないところにサッシを取り付けて
います。どうやって取付ができると考えたのか？　施工
後の右の写真で、上部の真ん中に1本タテに型材がある
のが分かると思います。上部はこの型材を天井まで伸ば
して、この1本だけでサッシの上部を支えています。引
戸は上にあまり荷重がかからないので、これで保てるの
です。右側のタテは太くなっているのが施工後の写真か
ら分かると思いますが、これは曲物でカベを作っていま
す。現場を調査する時、これが無いから製作ができない
と言うのは誰でもできますが、こうやって営業はなんと
か納める方法を考えています。田中部長の設計ですが、
目立たないけど、私たちはこういうことができることを
目指しています。フロントサッシ屋の価値がある仕事を
させていただきました。有難うございました。

施工前 施工後

取替前 取替後

左の写真 
設置前の入口の様子 

右の写真 
入口前に鉄骨で囲い 
を作ります。 
それが風除室になり 
ます。その正面に 
サッシを付けました。

大学のクラブの寮であったり、 
部室であったり、運動部の施設
のお仕事をさせていただくこと
が多々あります。今回はフラッ
シュドアを製作させていただき
ました。見た瞬間に、ああヨッ
ト部か！と思いました。

丸窓ですね。船の感じが 
します。なるほどです。

船の丸窓は「舷窓」（げんそう）と呼ばれています。 
丸い理由は、四角だと四つの角の強度が弱く、均等 
に力がかからない為、強い波を受ける壁面の強度を 
保てないから丸になっているそうです。 
宇宙船や、装甲車、昔は飛行機も丸かったですね。 
そーいえば、強い力がかかるところばかりです。 
人間もまるい人ほど強い人ですものね。納得。

左がドア交換前 
の写真です。 
サッシがブロンズ 
色です。 

右がドア交換後 
の写真。 
養生貼ってあるの 
で分かりにくい 
ですが、ステン 
カラー色です。

工場の従業員さんが出入りされるところのドアの取替です。 
今回も既設枠を残したまま、扉だけを交換しました。フラッシュドア 
にすることでセキュリティーが向上しました。電気錠にして、認証 
装置も付けられています。色は従業員さんからの希望色だそうです。 
開き勝手も左が開くように変えました。入りやすくなるといいですね。

マンションのゴミ置き場のスチールドアの 
取替工事です。色を塗る前なので錆止めの
グレー色のままの施工後写真が右側になります。左の写真は取替前です。 
開けるのがしんどくなってくるぐらいの重さなので、住人の方々は辛かっ
たと思います。ドアは上枠との隙間は基本３ミリです。広すぎても狭すぎ
てもダメです。細かい採寸が必要です。太陽トーヨー住器の西川さんも 
弊社担当の田中部長も同じ歳の超ベテランだけあってバッチリ納まりまし
た。有難うございます。２人共いつまでも元気でいてくださいね。

いつもお世話になっているパン屋さん「松屋」の第３号店。 
（株）成美さんで建設していただいています。サッシは弊社で 
お仕事をさせていただきます。風除室前のサッシはこの時点で 
は、シルバー色ですが、これからどうなるか、次月号乞うご期
待！内部には店内と売り場の壁に引違窓をつけました。 
これも次月号でどうなったかを報告します。 
こんな感じで、元々コンビニの建物だった建物がパン屋さんに 
生まれ変わります。10月号をお楽しみに！



～　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　

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！たくさんの幸せが　訪れますように。
切に願っています。

ソンさん

今月も目にも鮮やかなお野菜が届きました。 
先月号でも【変わり種“オクラ”】を紹介 
したのですが… 
今月は【太短“オクラ”】です。 
なんだか野菜って奥深い。 
ベジライフ通信よると、野菜の食べる時期によって 
呼び名が「走り→盛り→名残」と変わるそうです。 
そういえば、人間でも 
「働き盛り」「食べ盛り」などと言うなぁ。 
野菜も人も同じだな。。。 
（んんっ？「使いっ走り」は、違うよね？！） 
今月もごちそうさまでした。

このコロナの中、一生懸命勉強を頑張っている実習生がいます。 
今回7/4に行われた日本語検定試験N3レベルに、DUY君が合格しました。 
あきらめず、勉強した甲斐があったね。 
本当におめでとう！ 
12月の検定試験も出願済み。 
帰国までの目標：N2取得！ 
これからも一緒に勉強しましょう。 

　※日本語検定試験は、年2回実施。 
　レベルはN1～N5まで。 
　昨年はコロナの影響もあり12月のみ実施。 
　今回の試験も中止の可能性があった。

月に1度、浪速高津宮 小谷宮司が祝詞をあげ
てくださいます。 
その神事に使われる神棚の飾りを、8月から 
川村さんが担当しています。 
神様にお供えさせていただく野菜や果物・ 
お水や御酒・塩・米に至るまで 
置く場所が決められています。 
ひとつずつの工程を丁寧に丁寧に行います。 
興味ある方は、一度、川村さんに聞いてみて
ください。 
きっと丁寧に教えてくれますよ。

グエンやカンちゃんが翻訳してくれたチラシが完成しました。 
今年フェスティバルは中止ですが、徹底的な感染症対策を取り
入れ【街歩き・工場見学】が実施されます。 
参加は外国人限定ですが、司馬遼太郎記念館やおもちゃ博物館
など東大阪の名所が目白押し。 
工場見学場所の一つとして、三島硝子建材にも来られます。 
どんな方が来られるか、今から楽しみです！

三島硝子には、メキメキと実力を付けて
きている若者がいる。 
その名は、ケンタロウ。 
話し出すと長くなるので、 
ここ最近の様子を説明しよう。 
2020冬： 
事務所仕事を一から叩き込まれる 
2021春： 
京セラフィロソフィー輪読会1週　制覇 
2021夏： 
社長とマンツーマン“見積り”勉強会 
2021秋： 
施工現場デビュー

◯   10/17(日)　11:00～18:00　　高津宮とこしえ秋まつり

お野菜定期便（９/２・９/1６）

今月のお野菜の 
レシピは 
こちらから

今年の【東大阪国際フェスティバル】のチラシ完成ー！！

写真のチラシ 
詳しくはこちら 
から

その名は、ケンタロウ

仕事も も充実している。 
　　　　　　　　　　　　　　　今後のケンタロウにも目が離せない！！

20219月：　念願の◯◯◯○ ができる

今回、10/11OPENのパン屋さん 
【BERFLAN（ベルフラン）長吉店】 
にサッシを納めさせていただきます。 
BERFLANさんは、弊社近くのパン屋さん 
“松屋”さんの姉妹店。 
日本語教室にも来てくれていた可愛い実習生 
たちのいるお店です。 
今回お手伝いさせていただくサッシなのですが、

BERFLAN社長さんのお嬢様からのご依頼で『把手はフランスパンの形がいい』とのこと。 
【　オーダー製品を作っていると自負している三島硝子建材　】の腕の見せどころです。 
まだラフ画は、公開できませんが、かなりいい感じです。 
来月号では必ずご紹介させていただきます！

これ、オクラです。太短い？？ 
野菜食べてる！と感じる美味しさ

食べると幸せを感じる野菜たち

これからがフロント屋の見せどころ

SDGs対応技術展2021 
で三島硝子建材が紹介 
されました！

SDGs ↑ こんなやつ見たこと 
　　　あるかな？

廣井さんとあゆみさんが 
出てるよ。展示物は 
こちらからどうぞ

9月16日17日の２日間、大阪産業創造館にて 
「SDGs対応技術展」が開催されました。 
今回参加された日東化成工業さんが、ベトナムでの 
三島硝子建材の商品使用例を展示してくれました。 
TRIくんの家に網戸を付けに行った時のことです。

廣井さんが網戸を付ける姿が、主役級の活躍で展示されています！しかし！全部後ろ姿！残念！ 
思い出すなぁ。この時に強く思ったのは、職人というのはこういう体を張らなきゃいけない 
機会でどんなに心強い存在か、ということです。あの時、廣井さんを見て思いました。 
廣井さんは口数も少ないし顔も怖いけど、仕事中は決して嫌な顔ひとつしない大人でした。 
文句や愚痴、自分は悪くないとすぐ相手批判をする大人のような子供が多い今の時代、 
困難があっても決意を持って黙ってやれる大人が少なくなったと感じます。子供にとってそんな 
親の姿は生き写しになります。仕事でも同じで、愚痴や文句が多い職場は見事に後輩もそうなって 
いき、文句が多い人が役職に就くぐらい先輩になった時には、もう取り返しがつかず、自分が後輩 
の文句の標的になります。それが怖いのでその先輩は後輩に怖い印象を与え続けるか、相手の反応 
を気にして自分自身を持てないままでいるようになります。自分がない人は影で文句を言うよう 
になります。子供の頃から文句を我慢して腹をくくる決意が重要ではないでしょうか？ 
SDGsでも何事でも、困難に立ち向かう決意・想いが最も大切なことではないかと感じました。 
今回お話を頂いた日東化成工業の篠崎課長さんによると、会場では結構、興味を持って 
見られる方が多かったとのこと。今回、私は会場に見に行けませんでしたが、こんな機会を 
篠崎課長に紹介して頂き、本当に感謝です。色んな人が僕らのことを知ってくれて本当に 
ありがたいです。みんなで大人の職人集団を目指していこう！未来の職人の姿を作っていこう！

DUY(ユイ)くん☆合格おめでとう！

神棚の飾り

高津宮とこしえ秋祭り

誕生日おめでとう

コロナのこともあって誕生日会で 
ケーキに蝋燭の火をつけない日々が 
続いています。早く蝋燭立てたい 
けど、いいやり方はないかなぁ？

17日にやります。行った時には 
　　　　小谷宮司に声かけて 
　　　　　あげてくださいね。

7月号の最後に「この仕事を誇れるものにしていきます」ということを 
言っていましたが、少しずつ進んできました。もちろん進めることは 
一人でもできますが、仕事となるとみんなの協力が必要になります。 
お客さんの中でもアルミサッシ屋だったのがステンレスサッシも工場で 
作ることにチャレンジし始めた会社があるということを聞きました。 
凄いチャレンジだと思います。社員みんながステンレスサッシを作り始め 
るとそれが普通になり、仕事としてまわります。 
しかし、作ったことがないからできないし、わ 
からないと言っていたのでは、仕事にならない 
んでしょうね。当たり前です。 
社外では、三島硝子建材の新しい試みに、それ 
は良いと賛同してくれる人が増えてきました。 
社内でも賛同者が増えれば、必ず業界が変わり 
ます。業界が変われば仕事に不安が少なくなり 
ます。私もまだまだ元気ですので一所懸命やり 
ぬきます。どうかこれからも変わらぬご協力を 
宜しくお願いします。

詳細は左のQRコードから


