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特に可愛く面白いのは︑彼女たち
のプロフィールに書かれている内
容です︒
多くの選手が︑食べること特に
の福元選手は︑
特技として﹁出
されたものは︑全部食べる﹂と書
いています︒今時︑ダイエットを
して痩身美容に走る女の子が多い
中で素晴らしいじゃないですか︒
女子サッカーの周辺事情は優勝し
た後でもそんなに良くなったとは
言えません︒昼間はスーパーのレ
ジ係として働きその後に練習に集
まるのです︒だけど︑そんな逆境
にも耐えながら好きなサッカーを
続ける︒ リーグの選手でそんな
人いますでしょうか？彼女達の事︑
もうメチャクチャ可愛いとしか言
いようがありません︒
その彼女たちのスポンサーの一
員になれた喜びと︑彼女たちが分
け与えてくれる楽しさがあれば︑
今年のロンドンオリンピックの楽
しさが倍になると思います︒
そこにこそ︑今年の日本の希望
の星として輝く本当の意味での大
躍進が有ると考えます︒
今年は辰年︑登り龍に肖り日本
全体の復興の年となり大日新聞読
者の皆様にも大きな飛躍の年とな
りますよう
心からお祈り申し上げまして︑
新年のご挨拶とさせていただきま
す︒
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水系エポキシポリマーセメント
モルタルの新しい形です。
溶剤型塗布材料の下地調整材に
最適です！

屋上緑化に四季の彩りを実現

スカイレジンＷＥ
エポフィラー
プライマーＥ
ＥＰＣ－Ｔ

謹賀新年 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます︒
昨年は︑日本にとっての近年まれに見る
が来たと考えます︒
最悪の災難・国難の一年であったように思
さて︑大日化成は会社設立以来︑
います︒
年以上にわたり﹁人と地球
世界的に考えても︑ギリシャに端を発し
に優しい防水材﹂ビッグサンを始
全欧・全世界に影響を及ぼす財政破綻問題︑ として防水性能の優れた水系の安
益々台頭する中国のパワー︑脅威︒アメリ
心材料を作ってまいりました︒
カが積極的にアジア経済をコントロールし
今でこそエコとか環境問題が取
自国の権益を確保しようとする動き︑ TPP
りざたされておりますが︑大日は
問題︒その他色々なめまぐるしい動きが世
設立当初の昔から愚直なまでに︑
界規模で繰り広げられる中で︑景気回復の
その方針でやってまいりました︒
明かりも見えず翻弄される日本であったよ
今︑ようやく道が開けてきたよ
うに思います︒
うに思います︒然しながら︑この
ただ︑やはり誰が考えても最大の災難は︑ 長引く不景気で売上げ利益ともに
東北大震災であったと考えられま
今後とも非常に厳しい状態が続く
す︒一瞬の地震と津波で︑約２万人もの尊
かもしれませんが︑それでもいい
い命が失われて︑多くの悲劇が発生いたし
と大日は考えております︒我々が
ました︒ここで︑改めて震災被害に遭われ
作った防水材・補修材・緑化資材
た東北各県の皆様にお見舞い申し上げます︒ で世の中のお役に立ち︑ユーザー
また︑福島原発問題においても被害は収
様から喜んで頂いたり︑工事業者
束しておらず︑除洗問題等多くの課題を残
の方からビッグサンを使って良
したまま︑年を越しているように考えます︒ かった︒等の御意見を頂き笑顔を
そんな内憂外患の真っ只中にあっても︑
頂いたりした時に︑本当の正しい
日本は震災時に全世界が驚嘆した秩序正し
企業活動が出来たと感じることが
く助け合いの精神を重んじる古くからの文
できます︒
化に根ざした一人一人の行動が︑こんなに
先ずは︑お客様から喜んで頂き︑
酷い未曾有の悲劇に立ち向かう勇気と方向
お金だけではないいろんな形の利
を全世界に指し示したと思います︒
益メリットを取って頂いた後に︑
ここ最近︑﹁失われた十年﹂とか言われる
お客様の幸せを少しだけ分けてい
もっと前︑第二次大戦後から︑わが国は戦
ただきたいと考えております︒
争の悲劇から立ち直るために必死になって
何かにつけて︑﹁俺が私が﹂の
日本的精神資質で先達たちががんばり︑そ
世界で大日はこれからも愚直に︑
うする事で︑神武・岩戸・いざなぎ景気な
﹁人の助けになりたいお役に立ち
どの物質的な豊かさを身につけてきました︒ たい精神﹂で頑張って行く所存で
しかし︑その方法は基本的にはアメリカ
す︒
を見習い模倣することであったように思い
ただ︑一つだけ自慢話を聞いて
ます︒その模倣の中で一部最も大切な︑日
下さい︒昨年暗いニュースばかり
本文化・精神も若干廃れていったようにも
の中で唯一といっても良い明るい
見えました︒
ニュースが︑なでしこジャパン
しかしながら︑今回の災難が改めて我々
ワールドカップ優勝の話でした︒
皆の心にある日本本来の良さを思い出させ
そのなでしこリーグの湯郷ベルさ
てくれたのではないかと思います︒
んとのスポンサー契約を交わした
高度成長期の日本のように中国・韓国が
ことです︒
拝金主義とも見えるバブリーな動きをして
彼女たちの可愛い明るい表情
るのに対し︑これを機会に我々は足元を固
と︑懸命なプレーを見ていると本
めて本当の文化・幸せを追求するべきとき
当にすばらしいなあと思います︒
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るドリブルからシュート︑宮間の
正確なパス︑大野の献身的なプ
レー︑福元のファインセーブ︑澤
の積極的な押上げ︑中野のクロス
に松岡が飛び込みヘディング
シュート︑惜しくもポストに嫌わ
れましたが︑ベルの得点に期待が
膨らみました︒一点を追いかける
ロスタイムでの宮間選手のフリー
キックは︑一番の盛り上がりを見
せました︒
試合のほうは︑残念ながら一対
〇で負けてしまいましたが︑見せ
場もたくさんあったとても良い試
合でした︒全力で走り︑仲間を信
じパスをつなぎ︑勝利のために最
後まで諦めない姿勢は︑観客を魅
了し︑スタンドを湧かせました︒
試合の直後︑湯郷ベルの選手と
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記念撮影を撮りました︒お
そろいの﹃
﹄のロゴ入りのユニ
フォームを着ての写真撮
影︑ベルの選手と試合の興
奮を共有できた気がしまし
た︒
また︑社員のみんなで湯
郷ベルの勝利を信じ︑団結
し︑応援することで︑会社
や︑ユニフォームのロゴに
﹄へ
ある﹃
の愛着がより一層強まった
ように感じました︒
私たちも湯郷ベルのよう
にみんなに愛されるために
はどうすれば良いか︑この
試合をみて︑﹁一つの目標
に向かい︑選手が一丸とな
り︑最後まで諦めず︑精一
杯頑張る﹂これをお客様が
感じてくだされば︑湯郷ベ
ルのようにみんなが応援し
てくれる︑﹃大日化成株式
会社﹄と言うすばらしい
チームになるのではないか
と︑この試合を見て思いま
した︒
また機会があれば︑サ
ポーターとしてみんなで応
援し︑協力して盛り上げて
行けたらと思います︒
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１０月９日 湯郷ベル対アイ
ナック神戸

私は︑子供がサッカーをやっ
ていることもあり︑何度か湯郷
ベルの試合を見たことがありま
した︒観客はそんなに多くはあ
りませんが選手とサポーターの
距離が近く︑とても親しみやす
いチームで︑発足当時から地元
の協力のもと︑愛され支えられ
ている地域密着のチームです︒

そんな湯郷ベルに弊社が縁
あってスポンサーをさせていた
だくことになり︑この試合を社
員一同で応援に行くことになり
ました︒なでしこジャパンの代
表が７人いるアイナック神戸
と︑代表２人がいる湯郷ベルの
対戦ということで話題を呼び︑
チケットは即完売でした︒当日
は朝からすごい人数で ５時過
ぎから並ぶファンもいたそうで
す︒
入場者数は今季最高の４９５
８人︑わが社からは会長︑社長
合わせて２３人で応援に行きま
した︒全員そろって﹃
﹄のロゴのはいった真新
しいユニフォームに着替えての
観戦です︒
試合は一点を争う白熱したも
のでした︒川澄のスピードのあ
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シーズン花壇
スカイレジン＜下地調整剤＞
駐輪場屋根（VUS500）
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湯郷 Belle を応援してきました！
熱血営業マン!
ダイニチくんの奮戦記

・
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パン！
なでしこジャ

通気緩衝工法 水分を逃がし防水層の
割れ・ふくれを防ぎます

BIGSUN

RX 工法
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大日化成

年明けてすぐの﹁映
画で学ぶ環境問題﹂は︑その
タイトルもズバリ
﹁２０１２﹂
︒
年に公開されたロー
ランド・エメリッヒ監督の近
未来
パニック超大作で
す︒

８の主要各国首脳が中心となり
対策が打たれますが︑なすすべもな
く﹁ノアの箱船﹂にも似た﹁チョー
ミン計画﹂が進められます︒具体的
には︑世界４６ケ国の首脳と一握り
の富裕層にのみ事実が知らされ︑中
国奥地で極秘裏に﹁一部の人間が生
き延びるための船﹂の建設が進めら
れます︒偶然にも政府が隠蔽してい
るこれらの実態を知った﹁売れない
小説家﹂ジャクソンが︑家族を命が
けで守るために必死で生き延びる様
子を軸に︑物語が展開されます︒
この映画では︑大きな主題として
﹁マヤ暦による終末予言﹂を題材に
しているのですが︑これは
年
月
日に１つ
の時代が終わると︑古代マヤのカレ
ンダーに記されていることに由来し
ます︒このカレンダーを元に
年
月
日を終末
の日と予言する人々が現実に多くい
ることから︑エメリッヒ監督はスペ
クタクルとブラックジョークを交え
て壮大なスケールで一大作品に仕上
げました︒
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働きだしてそろそろ半年に
なり︑少しずつですが仕事の
内容を覚えてきたように思い
ます︒

ですがまだまだ下っ端なの
で︑材料の注文も小まめに確
認してないと最低在庫を切っ
てしまい慌てたり︑製造工程
までの事前準備にもまだ時間
がかかってしまいバタバタ動
き回ったりと︑製造以外のこ
とにも目をむけるなど︑いま
いちリズムに乗れずに毎日困
惑しています︒
これも初めは誰でも通る道
なので今は一生懸命先輩に聞
いて勉強していきます︒
会社に入って一番驚いたの
は過酷な力仕事だったことで
す︒以前の職場とはまるで正
反対な作業で驚きました︒
ここで少し個人的な話にな
りますが︑私は
年くらい
前から体を鍛えるのにジムに
通っています︒きっかけと言
うと社会人野球に誘われて試
合や練習をしていくにつれて
自分の力不足に気づきどうに
かして変わろうと思って始め
たのがきっかけです︒

力を発揮させたのは︑なんといっ
ても天体の透明度や星空の美し
さ︒解析力がいくら優れていて
も︑天空本来の様子が見えなかっ
たなら︑暦︵こよみ︶や周期の
算出など︑なかなかできること
ではありません︒
では︑私たちが見上げる天空
や夜空はどうでしょうか？
都心部では︑昭和初期には当た
り前のように見えた﹁天の川﹂
は言うに及ばず︑地方都市でさ
え今は﹁スバル﹂も危うい状況で︑
空気が汚れてきているのは誰も
が知るところ︒
しかも建築技術の向上で︑高層
建築物が多くなっていることか
ら年々︑星空が狭くなってきて
います︒
コンピューターが解析する暦
や未来予測も決して悪くはあり
ませんが︑満天の星空が教えて
くれる導きも︑やはり大切では
ないでしょうか？
そんなことを考えながら映画
を鑑賞していたのですが︑最後
は娯楽映画ならではのハッピー
エ ンド︒ハラハラドキドキしな
がらの２時間半は︑ぜひご体験
頂きたいものです︒

これからもいい先輩方の
元で楽しく仕事を続けてい
きたいと思っております︒

いじられるのにも慣れま
した︒
﹁みんな仲良く ﹂っ
て考えの私にはいい上司と
先輩の下で働かせてもらっ
てたいへん嬉しい限りで
す︒

職場環境については入社
して右も左もわからない私
に声をかけてくれて一緒に
仕事を教えてくれたり︑面
白おかしく話しかけていた
だけたり︑と仲良くしてい
ただき︑大変充実した日々
を過ごしております︒

こんな性格になってし
まったので毎日体を動かし
ながら仕事ができるのが楽
しいです︒

今ではそれがエスカレー
トし鍛えるのが趣味にな
り︑週２〜３回のペースで
仕事終わりにジムに行き︑
他の日は家でランニングな
どしてスタミナ強化に励ん
だりマンネリ化防止のため
ネットや本で新たなトレー
ニング法を見つけては参考
にしたりと楽しみを見つけ
ています︒

では︑この映画のどこから環境問
題を学べるのかというと︑マヤ人の
天体観測の優秀さです︒現代でこそ︑
コンピューターや巨大望遠鏡など︑
人類の叡智を結集したツールが数限
りなくありますが︑古代マヤ人に実
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昨年
月に入社いたしま
した 綱澤 と申します︒
入社後まだ間もないので会
社の雰囲気や感じたこと︑抱
負などを書かせていただきた
いとおもいます︒

本作は︑公開当時の２００９年か
ら始まります︒
米国やインドなどが中心となり︑
世界中の優秀な科学者の研究が行
われている中︑
﹃ニュートリノが
物理反応し新しい核粒子に変化し
た結果︑地球の核︵コア︶が熱し
まるで電子レンジのように地球全
体を熱しはじめている﹄ことが判
明します︒それはいずれ︑世界各
国で大地震や火山噴火︑津波など
が巻き起こされ︑世界全体が壊滅
状態になってしまうことを意味す
るのですが︑タイムリミットは
３年・・・つまり２０１２年とい
うわけです︒

★ 最後に
当社がこの薄層﹁屋上﹂
緑化事業に携わって約
年︵緑化事業として
は
年︶になります︒
まだまだ︑わずかな年数
ではありますが︑緑化し
た建物は︑大規模商業施
設︑タワーマンションの
ような新築・大規模なも
のから︑既存の建物︑特
に自治体の助成金対象と
なる戸建て住宅への緑化
など多岐にわたります︒

視する最近の建物には
様々な制約があります︒
特に屋上・屋根への緑
化は荷重︑防水との相性︑
維持管理︵長期的な生育︑
コスト︶等多くのリスク
も伴います︒薄層緑化は︑
そういったリスクを回避
しつつ︑屋上緑化の需要
を満足させるベストミッ
クスのシステムといえま
す︒

エメリッヒ監督の作品は︑大
日新聞５号の﹁デイ・アフ
ター・トゥモロー﹂でも取り
上げましたが︑
や近未
来サスペンスをエンターテイ
メント豊かに仕上げることで
はかなりの才能あふれる監督
です︒

今回の﹁
への取
り組み﹂は︑皆様ご存じ
の当社の屋上緑化事業に
ついてお話したいと思い
ます︒
★ 緑化事業の経緯
そもそも︑防水材メー
カーである当社がなぜ屋
上緑化？という方もい
らっしゃるかと思いま
す︒当社が﹁環境にやさ
しい商品づくり﹂に取組
んでいることを大前提と
して︑主に つの理由
があります︒
一つは︑もともと当社
が砂防ダムの擁壁や河川
の護岸等へ向けた土木系
の緑化︵セダムマット︶
事業を行っていたこと︒
いわば︑当社緑化事業の
ルーツといえます︒
もう一つは︑屋上・屋
根に緑を設置するという
相容れない発想に対し︑
防水材メーカーとして︑
屋上・屋根の防水という
緑化と最も接する部分に
長年関わってきたノウハ
ウが生かせることです︒

日本全国を見渡せば︑
当社の活動は本当に微々
たるものです︒また︑会
社としては
である
と同時に事業でもあるの
で継続できるように大き
な物件を獲得し︑利益を
生み続けることが重要で
す︒
しかし︑ネコの額でも
いい︑緑化しようという
一人ひとりの︑一つ一つ
の取り組みが大きなパ
ワーとなる …
︒

東京都港区浜松町１-２-５
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地道ですが︑着実に
しているなぁと実
績表を見ながらニンマリ
している一担当者でした︒

東京支店
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監督：ローランド・エメリッヒ
出演：ジョン・キューザック
アマンダ・ピート
ダニー・グローヴァー
制作：米国・カナダ
上映時間：２時間３８分
通うにつれて日に日に自分
の体に変化が出てくるのを実
感して自分自身に自信が持て
野球にも少なからず手ごたえ
を感じて続けてよかったと感
じています︒

つなざわ しんや
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日頃は営業活動やお電話で応対させていただいていおりますスタッフの日常をお伝えいたします。
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★ 大日化成の緑化
当社が取り組んでいる
緑化は多肉植物︑芝生等
が生育可能な﹁薄層緑化
システム﹂です︒
﹁薄層﹂
とは︑できるだけ土厚を
少なく︑軽くする︵基本
︑
土厚
㎡未満︶こと
です︒確かに︑土を多く
入れた方が︑多品種を植
栽できますし︑昨今の
ヒートアイランド対策に
はより有効でしょう︒し
かしながら︑
﹁
＝
建物に緑化する﹂といっ
ても︑効率︑高密度を重

網沢伸哉
岡山工場 製造部
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大日化成株式会社は、環境に配慮した事業の推進を目指す
企業として積極的にエコ活動に取り組み、地球環境の保全と
向上に貢献していきます。

ECO への取り組み
Ecology

