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今月の社内木鶏会はどんな感じ？

今月も勉強させていただきました！有難うございます！
株式会社NOW 社長様分 城陽市K様邸 担当：田中部長

片引自動ドアですが、外部か
ら見ると開口部だけが見える
ようになっています。袖FIX部
分を造作にて壁にしてもらい、
隠しています。
戸袋部分が外から見えないこ
とでスペースを有効に使える
ようになりました。見た目も
スッキリしています。設計段階
から関わらせていただきまし
た。有難うございました。

YSK工房 社長様分 芦屋現場 担当：田中部長

3F給湯室に給湯器が設置！！

今月の木鶏会のテーマ【閃き(ひらめき)】
“ひらめき”という言葉だけ聞くと、一瞬にして魔法のよう
に降ってくるようなイメージもありますが…『ひらめく人に
は理由あり』なんの理由があるのか、自身のことに落と
し込んで話し合いました。
ちなみに、ターイ君とダット君は、社内コーヒー販売『シン
モイショップ』の売上アップ方法について、閃いたことを
みんなの前で発表しました。
今度、会社の売上アップの相談もしてみようかな…（笑）
（三島あゆみ）

優秀従業員表彰式 11/22
今年初めて、東大阪商工会議所より三島硝子建材㈱
から田中営業部長と廣井製造部長が表彰されることに
なりました！（先月もご報告させていただきましたが）
大人になってから、表彰される機会ってなかなかない
ので、こちらの方がドキドキしますっ！会長も大喜びで
す！！これからも続々と表彰者がでれば嬉しいなぁと
思います。
本当におめでとうございます。
それと、いつも三島硝子建材㈱を支えてくださり、あり
がとうございます☆
これからも宜しくお願いいたします。（三島あゆみ）

初代給湯器も、廣井部長が会社に取り付け
てくれたものでしたが、
昨年2016年冬、まさかの故障！まるで真冬
の滝行ではないかと思うような食器洗い。
寒い冬なのに、つめたーい水で洗い物をし
ておりました。。。
ところが、今年の冬はもう心配なしです！
そう。また部長が給湯器を付けてくれたので
す！心から感謝いたします。
見よ！この満面の笑み！！行を行った者だ
けが、たどり着くことのできる幸福感です。
（三島あゆみ）

年末もやりますよ！
最近、いい感じの池本さん。いいお客さまに恵まれて、伸び伸びとしています。
受注もたくさん頂けるように信頼をしていただけるようになってきました。
本当にみなさま有難うございます！
この度、誕生日を迎えるにあた
り、営業としてもっと限界をこえよ
う！ということで。。。
プレゼントは宴会グッズ！！
どちらかというと初対面では
大人しいイメージ。。
でもほんとはスゴイんです！！
宴会で大暴れしますよ！
このように準備しています。
みんな呼んであげてー！！

忙しかった日の翌日早朝のこと
前日の仕事終わりが遅かった日の翌日
朝礼前に
田中営業
部長が
履き掃除を
始めた！
次に
廣井部長が
履き掃除を始めた！！

田中営業部長からのコメント
今まで続けてこれたのは、会社の仲間、お客さま、
協力業者さん、家族のおかげ。私に関わっていた
だいた全ての人に感謝します。

上質な内窓 PLAST！取扱い始めました！

第一回なにわ高津の宮あきんど祭り
先月号でご紹介した【高津の宮 あきんど祭りのこと】
11月12日㈰、超晴天の中、大阪市中央区にある高津宮にて開催されました。
予想をはるかに上回る来場者数でした！来ていただいた方、心より感謝いたし
ます。ダット君・ターイ君も他の会社の実習生と来てくれました！ （三島あゆみ）

すると。。。ひとり、ほうきを持ち始めて。。。
ひとり増え、ふたり増え。。掃除が始まった！
紙すき体験による朱印帳作り

みんなでするようになり、一気に朝礼前に終わっちゃいました。

里見総座長の元に集まった豪華メンバー
新世界から、大衆演劇の奉納舞い

田中さん曰く、 「遅うまでやっててんから、ちょっとでも掃いてたら楽やん」
思ったらすぐ動ける姿がカッコイイなぁと思った朝でした。
特注のアルミのスライド門扉になります。
カッコイイでしょ？ 幅は３ｍもあります。高さ
は１．７mです。立派ですね。
骨組みはアルミ角パイプで作っています。ス
チールとかステンレスで作ると、この大きさ
じゃ、めっちゃ重いですよね。
アルミならではの迫力ある門扉になりました。
設計段階から関わらせていただきました。
本当に有難うございました。
最近では、こういったオリジナルの商品が
減ってきている感じです。
施主様の特別な要望をしっかり受けとめて形
にするという受注を頂けることは、手間がかか
ることなので、避けられる傾向がありますが、
製作者にとってはやりがいとなり、有難いこと
です。記憶に残る門扉になりました。有難うご
ざいます。

サラメシに出演してからご縁を頂いている「窓断熱のパイオ
ニア」、大信工業さん。日本で初めて樹脂製内窓を製造し
た会社なんです。
ダブルフレーム工法や、枠の隙間を防ぐアジャスター機能
など、樹脂ならではの概念から生まれた、高気密と高い防
音力を実現するアイデアが満載の樹脂サッシ。
徹底した性能とサービスを保つために、取扱いに際しては
講習会の場を持たれております。
今回は三島硝子建材にて講習を行っていただき、取扱いさ
せてもらえるようになりました！三井さん、ありがとう！
めっちゃすごいんです、この樹脂サッシ。半端なく隙間がな
い！そりゃ、寒くなくなるわなぁ～と、サッシ屋ですが関心し
ていました。ご注文、問い合わせお待ちしております！
いいもんは、ほんまにいい！
閉める時にはきゅっと閉まる感じ。。開け閉めが楽しいです
よ(笑)
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日本のアーボリストの第一人者
小林仁さんによる木登りパフォーマンス
どんな木でもスイスイ登っちゃう。
それが終わると、子供たちの木登り
体験が始まりました。
始まるや否や、長蛇の列！！
そら、神社の木なんか登る機会ないよ
なぁ～

中谷さんにも早朝から暗くな
るまで運送を手伝ってもらい
ました。一日本当にありがと
う。

応援に駆け付けて
いただいた
MBSラジオ「朝から
てんコモリ」
の子守アナウンサー
司会もしていただき
ました。ありがとう！

社務所内では仕事の話が聞け
ます。水口弁護士のお話し。
他にも、看取り士さんのお話し
など、仕事はお金の対価でな
く、人の生き方そのもの。
未来の子供たちに私たち大人
は何を残すのか。
トゥアンくん、ヴェッくん、チャムさん 面白かったかな？

～ MGK便り ～
すごーい！！！

アノ！！一般社団法人 楡の木フォーラムさんがやってきた！（11/2～11/5

MGK）

皆さんはご存知でしょうか？？
全国の社会保険労務士さんの集まり【一般社団法人 楡の木フォーラム】を。
北は北海道から、皆には九州・沖縄まで、本を描かれている超有名な先生たちが、ベトナムHCMにある
MGK frame worksに来てくれました！
今現在もですが、これから先課題になるであろう【日本の実習制度の在り方。日本人の働き方】を考え
るべく日本からMGK FWに来てくれました。!
今回の視察日程
11/3 AM ： MGK frameworks 見学
PM ： HITECO日本語学校 見学（みんなの出身校）
： フーンライで白井オーナーのお話し＆スタッフの接客を体験
（フーンライは以前に“みしま新聞”にて紹介させていただいたのですが、ベトナムに
いるストリートチルドレンの社会復帰を支援する日本人オーナーが経営しているレストランです）
11/4 終日 ： チーくんの実家訪問
夜 ： 地元のレストランにて食事
11/5 AM ： 戦争記念館見学
弾丸スケジュールにも関わらず、ナムちゃん・ヴーくんのアテンドのおかげで、
ケガ・腹痛なく無事に終えることができました。まずはひと安心。。。

みんなの前で私たちが体験してきたことを
発表をさせていただきました。

みんなで昼食！
いつもの１２５円弁当！
ぜーんぶ頂きました！

全員日本語で自己紹介！
ナムちゃんが指導。
うまく言えたかしら？(笑)

ベトナムの実習生送り出し機関
HITECOでの授業風景。
このクラスは日本に行くことが決まっている
人達のクラス。みんな真っ直ぐな目です。

今回、2年ぶりに訪れたチー君の家は、とてもきれいに壁がモルタルで塗りなおしてありま
した。おトイレにも、チー君特製のアルミのドアが取り付けられ、床のタイルも可愛くなっ
ていました。でも、チー君のお父さん・お母さんは2年前と全く変わらない笑顔で家族のよ
うに出迎えてくれました。とにかく幸せです。
私たちだけでなく、息子の友人も心ひろく迎えてくれる親戚の方々。食べきれないほどた
くさんのお料理。どれをとっても愛情のかたまりのような空間でした！
おとーさん！おかーさん！
また来たよー！とびきりの笑顔で
迎えてくれました！嬉しいなぁ～
再訪の約束を果たせました！

日比野さん、ベトナム南部の名物料理
バインセオを焼いています。もちろん
炭火ですよ。上手く焼けたでしょうか？

（三島あゆみ）

おべんとうの会コレクション

小さなおちょこに自家製の
ウォッカを注いで回し飲み
します。チくんのおじさんが
いい気分になってしまいまし
た(笑) 西宮にある古澤社労
士事務所の古澤さんも同じく
いい気分(笑)

夜の営業前に時間をとって
体験をお話しくださいました。
ありがとうございます

チくんのお母さんを囲んで。
物凄い料理の数々を用意して
待っていてくれました。
お母さん、本当に有難う。
名古屋を代表する社労士の
浅野さん、最高の笑顔でした。

ぶり照り焼き、マカ
ロニグラタン、鶏肉
とキャベツの柚子
胡椒和え

路上にてお昼ごはん！平日は行列のお店
THANH XUAN

食べてるのはこれ！
汁なしフーティウ
とろみの付いた濃厚
なトマトダレです。
東京の小山さんと九州の松田さん。
この日は雨上がりの湿気の多い日。こんな時
はビール！おんなじように飲んでますね～(笑)

左から静岡の小見山さん、東京から
沖縄へ移住した下田さん。日比野さ
ん、みんなお馴染み山下晶さん。
ここ、ベトナムですよね？(笑)
２日目の夜はみんなで地元のレストランへ。
日本では体験できないやかましさ(笑)
ちょっと日本語ができる男だけど、女性的な
店員さんが印象的でしたよ(*'▽')

サイゴン陥落！１９７５年に最初に
突入したソ連製の戦車８４３号。
たった４０年前の出来事。
平均年齢２８歳のベトナム。
多くの犠牲がありました。平和は私
たちが未来に残していきたいです。

白井さんの奥さま、かおりさん。
綺麗な人ですよー。
店員さんのこの笑顔！
近くで手刺繍雑貨のお店
素敵でしょ？
「テウテウ」を営んでおられます。

MGKのみんなと楡の木メンバーで world peace！

MGKの新人3名も日本語で自己紹介☆
リン君・ヌゥット君・フン君、初めて覚えた日本語が自己紹介。教えてくれたのは、この10
月に帰国したナムちゃんです。お見事です。そのあとは、みんなで将来の夢を話しました。

そして、このツアー中、参加いただいている先生方が、ベトナムのこと、MGKのこと、感
じたことなどFacebookでどんどん紹介してくださいました！
本当に感謝しかない！この広がりは、国境や人種にとらわれることなく世界中の人を幸せ
にできると確信しています。これからも先生方、ご指導よろしくお願いいたします。

日本人オーナー白井尋さんの
ベトナム家庭料理トレーニングレストラン
「フーンライ」 意味はジャスミンの
花の香り。 意味が深いのです。

～ お知らせ ～

とんかつ、パスタサラ
酢豚、カニカマの天ぷら、
ダ、こんにゃくのピリ辛
ツナと白菜のおひたし
煮、イカとブロッコリー
の炒め物
英子お母さんの手料理の数々。
今回は詠子ねえちゃんがいつも
Facebookにあげてくれている
メニューを書いてみました。
鮭のちゃんちゃん
毎回毎回、考えて作ってくれて
焼き、菊芋の豚肉
ありがとうございます。
巻きフライ、切り干
そして、神原さんはいつもめっちゃ
し大根の酢の物
美味しいお米を持ってきてくれます。
本当にありがとうございます。
豚肉と大根と玉子
の煮物、ししゃも天
ぷら、鶏肉ときゅう
りの梅肉和え

ナムちゃん、３日間のガイド
お疲れ様でした。
帰りの空港ではかっちゃんも
来てくれました。本当に有難う。
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チくんの一家、親戚みんなと楡の木メンバーで幸せの一枚。
左上の方では、北海道の東海林さんが、生まれたての子犬を
抱いてます。見えるかな？？
２年ぶりに訪問したチくんの家は、レンガの外壁は立派にモ
ルタルが塗られていました。床には綺麗なタイルが貼られて
いました。トイレにはアルミのドアが付いていました。軒先には
雨よけの庇が付いていました。
お母さんは言いました。
「この子（チくん）のおかげで生活が楽になった」
膝が痛いと言っていたお父さんは、「もう今は痛くない」と言い
ました。
おじいちゃんには会えなかったけど、なんか、会えた気がしま
した。ほっとしました。

ちなみに、２４日の今日のメニューは
というと。。

豚汁ですよ～！

〇 シンモイ水事業 １１月度売上額 ５２，９００円
今月もありがとうございました！
〇１１月２５日（土） 城山オレンジ園みかん狩り
去年に続き、みんなで行くぞ～！
〇１２月９日（土）２３（土） クリスマス会 in あやめ池
今年もやります！参加者増えてきたよ～
〇１２月１６日（土） 東京で行われる楡の木フォーラムに
参加します。
〇１２月１９日（火） 日本自動ドア（株）吉原社長が来社します。
１１月２５日から１２月２５日までに誕生日を迎えるみなさま。
田中章介くん、原正章さん、高巣真弓さん、一谷治さん
おめでとうございます！！

