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もう、あっという間に今年が終わってしまいます。みなさんはどんな１年 
でしたでしょうか？嬉しいこと悲しいこと、本当に色んなことがありました。 
精一杯、頭使って、身体使って過ごせましたか？ 
歳をとってきたのか、めっきり時間が早く過ぎていくように感じます。 
時間をもっと大切に使いたいと思うようになりました。 
もっと考えて、もっと経験して、もっと人を大切にしたいと思うようになり 
ました。誰もいつか必ずあの世にいって今の記憶は無くなってしまいます。 
今、会えている人、今ある境遇、今目の前にある事を大切にして、何にでも 
心を通わせて、充実した人生を生きていきたいと思うようになりました。 
いがみ合うことや、憎み合う時間より、豊かな時間を過ごせるように 
もっと自分の心を高めて、心通うみんなと生きていきたいと思います。 
今年も本当に有難うございました。来年も宜しくお願い致します。

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、施工例を写真にて紹介させていただきます！今月もたくさん作りました。 
仕事を任せていただき有難うございました！

（株）太陽トーヨー住器　阪本様分 某マンション共用階段 パーテーションFIX

転落防止用のFIX　３cmくらいの厚みのサッシになります。

硝子では危ないので５ミリのポリカーボネートを入れています。

これで、風と雨が防げるようになればと思います。有難うございました。

（株）NOW  小林様分 堺筋本町 某ビル UC色　STフロント70親子丁番フラッシュドア

既設枠を残したまま 
新しい枠を取り付けて 
新しいフラッシュドア 
に替えさせて頂きました。 
既設枠は木製でしたが 
アルミのドアは軽いので 
しっかりと取り付けること 
ができました。 
カギは上の方に付けさせて 
もらっています。 
前のドアが古かったので 
かなり新しくなった印象に 
なりました。 
今回もお仕事頂き 
有難うございました。

（株）太陽トーヨー住器 阪神　大倉様分

取替前のドア 取替後　閉めた状態 取替後　開けた状態

東大阪現場 KC色　STフロント70両開丁番ドア

既設ドアはフロアヒンジドア 取替後　丁番ドアに変更

既設ドアはスチール製のハンガードア

STフロント40直付 
　手動ハンガードア 
　　　ガイドローラー仕様

スチールの既設ハンガーレール 
を残したまま、新しいアルミ 
ハンガードアを取付させていた 
だきました。 
既設レールもブラック色に 
塗ると、古い感じがなくなり 
ました。 
サッシを変えるだけでも 
建物が変わった感じがします。 
有難うございました。



橿原サッシセンター（株）　尾田様分 豊中市マンション SLC色　MTG70引違窓袖FIX

下の写真のようにクーラーのホースを通す為に、窓が 
しっかりと閉まらないようになっていました。 
袖にFIXを設けることでホースを通す部分を作りました。 
右上のサッシは、幅が広いでしょ？既設の窓は、今の 
製作範囲では基準外で作れない程の大きな寸法の窓でした。 
今回はメーカーに特殊検討依頼をして最大に広い寸法で 
手配しました。これだけ景色が良いと、やっぱり大きな 
窓がいいですよね。今回も有難うございました。

（株）太陽トーヨー住器 阪神　豊島様分 八尾市某中学校 SLC色　STフロント35丁番ドア本体のみ取替え
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取り替える既設の丁番ドア（開いているシルバーのドア） ドアを外します

既設の部品を外して

新しい丁番を取付

新しいドアを取付
既設の握り玉錠を再利用完成

（株）太陽トーヨー住器　阪神

早川様分

伊丹市マンションエントランス

KC色　両開フロアヒンジドア 
本体とフロアヒンジ取替

フロアヒンジはハツリ替え 
での交換です。 
上部のトップセンターも 
ドア本体も新しくさせて 
いただきました。 
有難うございました。

（株）成美　吉岡様分　丸源ラーメン千里店 STフロント一式

（株）太陽トーヨー住器 阪神　 
　　　　早川様分 尼崎現場

UC色 STフロント105軽量ハンガードア 
　　　３枚建　アルミパンチング入り

改装物件ですが、解体してみないと躯体が見えない現場。しかし納期がない 
為に、躯体を予想して先行発注。結果納まりはバッチリでした。よかった！ 
店舗改装は納期がない現場が多いですが、気合が入ります！
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橿原サッシセンター（株）大塚様分 某会社新社屋新築工事 instax60 PHドア 引分自動ドア

橿原サッシセンター（株）大塚様分 某工場機械室窓交換 SLC色 MTG70引違窓

動かない既設スチール引違窓
新しくアルミの引違窓にカバー工法にて取替

（有）窓建トーヨー住器　社長様分
神戸現場
スチール片開丁番フラッシュドア

作州トーヨー住器（株）渡様分　寝屋川現場カバー工法窓取替
BKC色 MTG70引違窓

AGC硝子建材（株）大阪　小松様分 加古郡現場 LIXILフロンテック丁番ドア本体交換

（株）太陽トーヨー住器  
　　大阪北　多田様分

豊中市某マンション

SLC色 MTG70複層 
引違窓カバー工法交換

取替前 取替前

（株）太陽トーヨー住器　小瀬様分 生野区マンション
SLC色　STフロント両開フロアヒンジドア本体交換と上枠取付

イシダ建創（株）社長様分
吹田市マンションゴミ置き場

STフロント105引違戸SUSフラッターレール付

この部分がパネルになっていて 
穴をあけて室外機へのホースを 
通せるようになっています。

取替前 
このホースを 
通す為に 
パテで隙間を 
埋めていま 
した。

← 取替前

Instaxの自動ドアは見た目がすごく綺麗でしょ？ 
今はブラック色が主流です。 
空間が引き締まりますね。今回も有難うございました。 取替後 取替後



イシダ建創（株）社長様分 中央区某マンション
スチール丁番フラッシュドア本体取替

（株）ヒライトーヨー住器　会長様分 関西電力　スチールドア取替

スチールドア本体のみ取替　枠は既設使用スチールドア枠ごと取替

（株）ソーユー　八木様分 枚方市現場 SC色　STフロント100袖FIX付片引自動ドア （株）守下ガラス　社長様分 東大阪市現場 スチール袖パネル付片開門扉

（株）ソーユー　八木様分

長居西現場

KC色　STフロント70袖FIX付片開丁番ドア
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高津宮　いやさかの家改装

中央の写真のサッシはカバー工法での取付。 
新築のようでしょ？ 
かなり綺麗に生まれ変わります。

特注デザインのスチール門扉。カットが独特です。仕上がったら是非見てみたいです。

いつもお世話になっている高津宮さんの南面に「いやさかの家」という古い建物が
あります。「こーばへ行こう！」でも展示してもらった建築家のユージンさんにデザインしてもらって、ここを改装をして 
います。まずは、青いドアが出現しました。通る人は興味津々で覗いていかれます。それもそのはず、この場所は、誰か

人がいるの？大丈夫？ 
というくらいボロボロ 
だったのです。 
この場所からも色んなこと 
をしていきますので 
また報告していきますね。 
またみしま新聞でも 
紹介していきます！ 
スカイブルーのサッシ 
神社っぽくないけど 
綺麗でしょ？
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万博公園のバラ

北川さんより、万博公園のバラの写真をいただきました！ 
バラって初夏のものだとばかり思っていた私。。。 
秋バラって小ぶりだけど香りが長持ちするらしい。 
これだけ咲いていたら、すごい香りだったやろなぁ。

株式会社ソーケン様　会社見学

東京にあるオフィス内装、設計施工を手がける株式会社ソーケン　有吉社長様が来社 
されました。有吉社長は3代目になります。ちょー男前！関西にはない感じ。。 
社労士の下田先生からご縁頂きました。今回はベトナムの人たちと一緒に働くかもしれない 
とのことで、見学に来ていただきました。 
来られた日に東京に帰られたのですが、帰りの新大阪駅で貸し会議室にて振り返りをする 
という熱心さ。 
うまくいっている人の条件として「熱を持っていること」が挙げられます。 
熱いハートの会社！　んー、そこは負けるわけにはいかんなぁ。。 
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Happy Birthday！ 誕生日会の様子をちょっと紹介

カンちゃん編 廣井さんとカーがじゃれてます

原っち編 未来ちゃんが丁寧にお祝い

ユイ編 小山内さんグータッチ

あゆみさん編

プレゼントもらっちゃった！

辻本っちゃんのお母さんから、 
テンちゃんクーちゃんの 
似顔絵入りポーチ。 
クーちゃんと3年ぶりの再会。 
テンちゃんもよかったね。 
ありがとうございます！

カー編

ん？ダットから何かもらったぞ。。

次のカンちゃんからももらってる。。

半笑いのグエンからも！！ 
何だ何だ？？。。。。 

会社の備品やん！！ 
あかんやつ！！

職場を明るくする！認証制度「AKS0041」

『AKS0041』とは？ 
明るいシステムのある組織に与えられる認証です。 
今回、50番目の企業として三島硝子建材を認証して 
頂きました。みんなのイキイキと働く姿を 
見られていたのだと思います。日本一明るい 
経済新聞の竹原編集長から推薦を頂きました。 
この認定、かなり名誉なことなんですよ！

小山内さん、勤続３０年優良商工従業員表彰おめでとう

小山内さんのスーツ姿！結構レアでしょ？ 
勤続３０年の表彰式がおこなわれました。 
早いものでもう３０年。 
といっても50代半ば、仕事中に聴く音楽 
もまだまだ若い。今年は業界でも初の 
試みに取り組んでいきます。 
これからも宜しくお願いしますね！

「中川家礼二の　ジモトに乾杯！」が放映されました

盛光SCMの草場社長にお誘いいただいて、「こーばへ行こう！」のイベント宣伝に 
行ってきました。 
「東大阪市と堺市」のジモト自慢ということで、東大阪市代表として出演しました。 
草場社長の名人級のトークで場は大盛り上がりでしたが、話は思わぬ方向に（笑） 
この写真は、今回かばん持ちとして付いてきてくれた未来ちゃんが撮ってくれました。 
なかなかいい写真でしょ？ 
この放送は「ど・ろーかる」という携帯アプリで無料でいつでも観ることができます。 
もしよければご覧ください！

グエン、結婚おめでとう！

田舎に帰っているグエンさん 
から写真が届きました！ 
やっと子供と初対面！ 
奥さんとは日本で知り合った 
ので、奥さんの親戚とも今回 
初対面なんだそうです。 
緊張の結婚式と言ってたけど 
めっちゃ幸せそうな表情。 
しっかり者なので、みんなに 
気に入ってもらってそうだ！ 
グエン、おめでとう！ 
本当によかったね！

ヒェップから写真が届きました！
帰国してすぐにヒェップ 
から写真が届きました。 
お母さんとお兄さんです。 
空港まで迎えにきてくれた 
んだそう。なんか、来日し 
た頃を思い出すと、かなり 
大人になったなぁ。 
しっかしアニキ男前や。 
また来いよ、ヒェップ。
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～　MGK便り　～ 今回、３日間ですがベトナムに行ってきました。目的はMGKのみんなと話し合うためです。話し合った結果、来年の１月中旬のベトナムの
正月をもって、MGKを一旦閉めて、ベトナム法人として再出発することになりました。新たにナムが社長に就任します。２０１６年１月の会社設立からたくさんの 
方々に支えていただきました。本当に感謝します。有難うございました。とはいえ、これからが本番。ナムを中心に、彼らが教えてくれた絆をこれからもつないでいきます。

← 
関西空港の様子。 
ベトナムに帰る人で 
搭乗手続きは大混雑。 

　　　　　　→ 
MGK外観 
今回で見納め。 
色んな思い出を 
作りました。 
本当に 
ありがとう。

ホンちゃんが作業します。 
タインが見守っています。

シブタニベトナムの中津社長、ベトナムに来て５年になります。

シブタニベトナム敷地内のフットサル場。素晴らしい

ホンちゃん、ただいま８０キロ 
彼女がいないとこうなります。

ベトナム定番、カエルの唐揚げ

カインさんも現場仕事が何でもできるようになりました。

ナムちゃん、ホンちゃん、タイン。加工はホンがメインで 
するようです。日本でみんなと仕事した経験がいきています。

不調知らずのフンちゃん。30代半ばになっても元気は変わらず。

ベトナムのコーキングは固いので一発でうつのですが、フンちゃんはコーキングが得意。
ナムの採寸。開口にビッタビタ！ 
レーザーレベルで日本と同じやり方。

アンフック工場、ありがとうございました。 
床にはゴミひとつありません。日本と一緒。

MGKとして最後のメンバー。本当にいい奴ら。 
これからもよろしくお願いします。ありがとう。



※開催が1日の参加企業もあります

問合せ先

開催場所 東大阪市内の各工場など

11月18日●・19日●開催日時

10:00～16:00
金 土

こーばへ行こう!実行委員会
（株式会社盛光SCM内） 
☎06-6727-2855

内容は随時更新していきます！

● イベントの詳細はインスタグラムをチェック

株式会社盛光SCM
東大阪市岸田堂西2

-8-25

照明及び金型の設計
製造販売

11/18・19 参加企
業Pick up

三島硝子建材株式会社11/19 参加企業Pi
ck up

東大阪市岸田堂西2
-4-22

アルミ建材設計製作
施工

有限会社カワチ
東大阪市岸田堂西1

-5-15

観光物産土産雑貨の
企画製造

11/18・19 参加企
業Pick up

ガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアー

　工場を一般開放し、“モノづくり”への興味・関心を深めてもら

うイベント「オープンファクトリー　こーばへ行こう！」。

実行委員長の草場寛子さんは「閉鎖的だった工場をもっとオー

プンに、モノづくりの楽しさを地域の人と一緒に、住民も工業も

商業も学校も役所も、ボーダレスにみんなで遊ぼう、という思い

からスタートしました。工場との出会いの場、製造業のファン

ミーティングです」と熱い思いを話し

ます。

　一番人気は工場見学ツアー。「何を

している工場なのか一度見たかった」

という人が行列をつくり、職人のスゴ

技を間近に見て歓声が上がります。

ワークショップでは職人が指導に立

ち、作り方や技術を説明。地域の人と

直接交流しています。株式会社盛光SCMのワークショップで

は、板金部品でつくる乗り物シリーズを展開。

今年は10月から放送が始まった連続テレビ小説「舞いあがれ！」

にちなんだ「飛行機」を用意しています。子どもだけで完成させ

るのは難しく、親子で一緒に取り組む参加者が多いのも特徴で

す。また、地元の飲食店によるフード出店や音楽などエンターテ

イメントも会場を盛り上げます。

　「こーば＝交場」として“モノづくりのまち 東大阪”の製造現

場を身近に体感できる内容盛りだくさんです。

　第1回(2018年)から毎年回を重ね、第6回となる今年(2022年)

は、21社が市内19ヶ所の工場や店舗でイベントを実施。工場見

学ツアーやワークショップなど、各会場が趣向を凝らしたイベ

ントを企画します。当日は大阪バスの協力で会場を巡るための

周遊バスも走ります。驚きと発見にあふれた工場に足を運んで

みてください。

巻頭特　集

普段は見ることのできない工場内で遊べる特別な2日間。
「こーばへ行こう！」イベントが今年も開催されます。

この機会に、町工場の職人の人柄や技術に触れてみませんか。

工場は面白い！たのしい！ 年に一度のファンミーティング

文／広谷温子　デザイン／二宮和加　写真／猪股純一

イベントでスタッフが結束
子ども達にモノづくりの楽しさを
　今年初参加の三島硝子建材株式会社は、ショッピングモール

の玄関サッシなどを手掛けるオーダーサッシの設計製造会社で

す。もともと子どもたちと触れ合うイベントを主催してきた三

島圭四郎社長。「子どもたちの多くはモノづくりの仕事を知りま

せん。イベントでモノづくりの楽しさを発見してもらい、工場で

働く職人を見て欲しいです。強面な人間ですが、職人達ほど子ど

もの心をもっている人間はいないですから」と笑顔で語ります。

社員にとってもイベントは潤滑油になっています。コロナ禍で

慰安旅行などは中止。イベントの準備でコミュニケーションを

図り、社員間の距離を縮めています。普段はベテランに教えを乞

う立場の若手社員も、イベントでは前に出て積極的に取り組み

ます。「作るからにはギリギリまで考えて、思いのこもったモノ

を子どもたちに届けたい。仕事を面白い

と思えるきっかけになれば」と三島社長。

アルミ縁日遊びやガラス切り体験ほか各

種イベントと工場見学ツアーで来場者を

迎える予定です。

　有限会社カワチは、2021年から参加。

全国展開の人気キャラクター「のびね

こ」オリジナルデザインコンテストには

昨年約100人がエントリー。グランプリ

受賞者には後日デザイン通りの特大ぬ

いぐるみがプレゼントされました。

　またのびねこ顔出しパネルや、のびね

こガチャガチャ、商品制作工程パネルが見学できる工場ツアーも

開催されました。「多くの人が来場してくれました。ご近所の人に

当社の事業を知っていただけて良かったです」と石橋 聡社長は

喜びの表情を見せます。

　今年は、デザインコンテストは事前に

用紙をダウンロードし、当日持参する応

募形式で計画中です。就労支援事業所と

タッグを組んだ「のびねこパン」の販売

も予定。「企画段階から社員のアイデア

を盛り込み企画中です。ぜひ遊びにきて

ください」。当日が楽しみです。

グランプリ賞品は特大ぬいぐるみ
のびねこデザインコンテスト

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント

ワークショップワークショップワークショップワークショップワークショップ

遊ぶ？食べる？観る？やってみる?!
スゴ技のオンパレード

マルシェマルシェマルシェマルシェマルシェ

有限会社カワチ 代表取締役
石橋 聡さん

三島硝子建材株式会社 代表取締役
三島 圭四郎さん

株式会社盛光SCM 代表取締役
こーばへ行こう実行委員長

草場 寛子さん

ワークショップクラフト
スポーツバイク(左)　アメリカンバイク(右)

過去のイベントで制作
アルミの筆箱

2021年グランプリ受賞
のびねこ作品

開催されました。「多くの人が来場してくれました。ご近所の人に

当社の事業を知っていただけて良かったです」と石橋 聡社長は

タッグを組んだ「のびねこパン」の販売

も予定。「企画段階から社員のアイデア

を盛り込み企画中です。ぜひ遊びにきて

2021年グランプリ受賞
のびねこ作品

過去のイベントで制作

「関西ぱど」に掲載してもらいました。
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準備編

日除け暖簾のアイデア段階 制作開始 これも色を考えて制作 イベント前夜
日除け暖簾が完成！

川村ちゃん制作のイベントTシャツ！

そのポーズはどこで習った？

みんなアルミホイル叩きました

角度きつかったね！ これは楽しいかも

運営メンバーで何回も集まって 
こーしよ、あーしよ、 
アイデアを出し合います。 
最初は、コマを作ろうと試作も 
しましたが、アルミホイルの 
辻本っちゃんのアルミボール 
から、ちゃぶ台がひっくり返り 
ました。それがGoGoスマボに 
つながっていくのでした。 

よつば印さんの持ってきてくれた試作品 
窓ガラスをイメージして水飴でガラスを 
表現しています。ヨーロッパの昔のガラス 
のようで、もはや芸術品の域。 
食べるのがもったいない。食べてみたら 
なんと繊細なクッキー。仁さんはすっかり 
ファンになってしまいました。さすが！

はよビス留めてくれ～w
カー、

しばくど～、重いんじゃ～

どこでもドア 
完成！ 
うれし～ 
なんと未来ちゃん 
かわいらしいw

見よ！ 
機械に頼らず、 
ヤスリで仕上げた 
このアール！ 
工場長、渾身の 
ヤスリがけ。 
手仕上げで 
やりました！ 

今回使用するMetaQuest２

ガラス切り体験チーム 
入念にチェックします。

武者小路千家官休庵 辻本守喜家元教授の指摘が入ります。 仕事を通じて、もてなす心を母から学ぶ。事を起こせる大人の母を見る機会になったかな？辻本っちゃん。

9



当日開始編
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英会話のメッドさん、終日お手伝いしてくれました Go！Go！スマボチーム

ゴムゴムのピストルチーム どこでもドアチーム ちょこっと職人　総監督　廣井さん

総合案内チームガラス切り体験チーム　準備の真っ最中

そろそろ開場します！

どこでもドア　田中部長も一緒に

よつば印さんの美味しそうなクッキーの数々

近所にある有名なCafe よつば印さん。予約がたくさん入るクッキー 
やマフィンが有名な、知る人ぞ知る有名店。おしゃれな内装も有名で 
隠れ家的なお店です。今まで色んなクッキーを食べてきましたが、 
ここが間違いなくNo.１。色んな味があり、どれも優しくて本当に 
飽きがこない味です。オリジナルアイシングクッキーも楽しい。本当に 
おすすめ。一度試してみてください。営業日は隣のインスタからどうぞ。

おうちのクッキー。ガラス窓もある！

よつば印さん、イベント初出店！即完売！

建築家ユージンソレールさんの展示

いつもお昼のお弁当でお世話になっている「うなーずkitchen」 
是非！とお願いして、屋台を出してもらいました。有難うございます！ 
うなさんの作る料理をたくさんの人に食べてもらいたかったのです。 
ここのお弁当は、本当に採算合っているの？というくらいボリュームがあり 
手作りのお味噌汁まで付いていて、とても美味しい。それも、店主のうなさん 
の優しさがお弁当に溢れ出ているからです。うなさんのおばさんも「心」を 
込めて料理をする達人。それを信条としておられます。絶対うまい。 
一度、寄ってみてください。うなさんが笑顔で迎えてくれますよ。 
この日は、おっとこまえな息子さんと、なんと可愛い娘さんも手伝いに来て 
くれました。もちろん全て完売！おかげ様でサイコーな１日になりました。 
また来年もみんなでやりたいね。有難うございました。

大阪府東大阪市岸田堂西2-1-15「うな～ずkitchen」 Tel 06-6729-0787 営業時間10:30～19:00   　定休　日曜日 月曜日

うなさん一家はみんなを笑顔にしてくれます。

本日のウグイス嬢、川村ちゃん！

https://tabelog.com/osaka/
https://tabelog.com/osaka/C27227/rstLst/
https://tabelog.com/osaka/C27227/C82410/rstLst/


当日奮闘編

11

山田硝子店の下辻さん。ガラス切り体験を仕切って 
もらいました。東大阪市野田市長にも指導して 
くれました。ありがとうございます！

こんな大きな無料バスが回って 
います。東大阪市すごい！

健太郎も野田市長と仲良くなったかな？

矢島さんの双子のわんぱく息子たちも参加！

どこでもドアは長蛇の列が。。。

まっちゃん、ちょっと休憩 どこでもドアを潜るとそこには。。

１等のドローン授与式！

２等のお米１０キロ授与式

どこでもドアを潜って 
「いや～ん」って何が見えたのかしら？

喫茶去が大人気！正座しなくてもできる茶道教室 辻本っちゃんのお父さんの関係で 
むねきよ皇子衆議院議員も来てくれました。

カンちゃんの奥さん、ユエンさん 
はベトナム衣装のアオザイで参加野田市長、喫茶去にも参加

運営委員長草場社長もどこでもドア

驚いた！？何が見えた！！？？

アルミ銃で 
狙ったもの 
が獲れた 
かな？ 
ハイタッチ 
で景品 
GET！

「Go!Go!スマボー！」大盛り上がり！

スマボの景品 
１位はドローン 
ミニドローンだけど 
DJI製です！

スヌーピーのかぶりもので参加 
結太くん盛り上げてくれます！



アフター編
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今年は色んなことがありましたが、家族の皆様のご理解とご協力があってこそ 
無事に新たな年を迎えることになりました。本当に有難うございました。 
来年も、今年以上にみんなで成長し、幸せな年になるよう一所懸命に動く所存です。 
目一杯、やりますので、何卒、宜しくお願いいたします。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三島　圭四郎

来年は１月５日に
みんな元氣で
会社で会いましょう。
良いお年をお迎え 
ください！

よつば印さんがら今回の御礼として頂いたクッキー。右のクッキーには愛犬 てん と くう の似顔絵が 
左のクッキーにはMGKのロゴが窓ガラスに入ってます。本当に嬉しかった。ありがとうございました。

こんなクッキー作れるってすごくないですか？ 
予約でいっぱいになる人気の理由が分かります。 
でも、それ以上に何より素晴らしいのは、 
こんな感動するお礼のクッキーをこんな高い技術 
で素早く作れるというのは、普段から気持ちを 
込めて作って一品一品丁寧に仕事をしている証拠。 
私たちも、モノづくりの仕事をしているから 
よく分かります。 
毎日の仕事を手を抜かず丁寧にしている人は、 
製品で人を感動させることができます。 
毎日、マンネリで仕事をしているのではなく、 
集中して技術を上げ続けている日々を 
送っているからこそ、いつ何時でも素早く、感動 
させるほどの高いレベルで仕事ができるのです。

イベント後も外で打ち上げ。みんなまだまだ元氣だ。

喫茶去の辻本守喜元教授こときっこちゃんの誕生日をイベント後にみんなで 
お祝いしました！今日は本当にお疲れ様でした。イベント前から念入りに 
何度も会社に足を運んでいただきました。当日は身体の調子が本調子でないにも 
かかわらず、一切、弱音を見せず本物を見せてくれました！有難うございました！

辻本っちゃんお父さんにも投げてもらいました。本当にイベント前から 
何度も車を走らせてくださり、お世話になりました。有難うございまし
た！

終わってからが本番！みんな必死になる理由はなぜ！！？？

お！グエン！そのガッツポーズは獲ったか！

３年前に天国に行ったくうちゃんに会えた気がして本当に嬉しかったです。有難うございました。

ガラス切り体験で、お休み 
にも関わらず、奮闘して 
いただきました山田硝子店 
の下辻さんです。 
これもみんなにガラスの 
講習会をしていただいた 
延長がワークショップに 
なりました。 
本当に有難うございました。 

右はむねきよ皇一衆議院 
議員との一枚。 


