コンクリート欠損部の補修に最適なポリマーセメントモルタル

誕生！？

BS・ラピタルエース

冬用
さっている方にだけ︑この情報をお届
けして︑ぜひ今冬シーズンにご使用い
ただき︑体験を共有したいと考えてい
たんです︒そんな時に今回記事を任さ
れて︑お伝えするチャンスだ！って書
いてしまった次第です︒あっ！そう！
肝心なこと忘れていました！ 汗
( )商
品名は﹁ビッグサンコート
ＳＣー８００ ビッグサンパウダー
Ｒー８００﹂といいます︒８００番と
覚えてください︒もちろん︑低い温度
での乾燥 硬
( 化 を) ねらって開発した
商品とはいえ︑あくまでも水系の材料
には変わりないので︑マイナス気温で
は凍ってしまいますし︑湿度が高いと
速乾とまでは言い難いのは︑お許しく
ださいね︒
これからも︑ご意見を大切にご要望
に沿えるように改善や開発を続けてお
客様に喜んでいただけるように︑大日
化成社員一同︑頑張りますので︑引き
続き︑ご愛顧の程︑よろしくお願い申
し上げます︒
︵ＰＳ．もっと詳細を知
りたいという方は営業部までお問い合
わせくださいね︶

す︒また︑守備陣は主力の選
手が何人か抜けましたが︑
チームキャプテンのＧＫ福元
の的確な指示や︑新メンバー
の頑張りにより一試合ごとに
連携を深めて行き︑最終節で
は今季二度目の完封で勝つこ
とができました︒チーム一丸
となった結果です︒
現在︑湯郷ベルのほとんど
の選手が︑昼間︑仕事をしな
がらサッカーをしています︒
けっして恵まれた環境ではあ
りません︒岡山県北に位置す
る湯郷という小さな温泉地で
２００１年に誕生してから︑
地域の方々の支えや関係企業
の協力のもと︑選手の日々の
努力があったからこそ︑今回
の素晴らしい結果に繋がった
と思います︒
湯郷ベルの試合を観戦に行
くと︑色々な世代の方が応援
に来られていますが︑特に年
配の方や︑ご夫婦の方が多い
と感じます︒ホームゲームで

＜速硬型軽量プレミックスモルタル＞

の平均観客動員数２５００人で
リーグ３位︵２０１３年度︶だ
そうです︒この数字をみると地
元に応援され︑地域に愛されて
いるチームなのだと感じます︒
機会があれば︑湯郷ベルの試
合を観に来てください︒試合の
ある日は︑湯郷温泉からシャト
ルバスが運行しています︑湯郷
温泉に入って︑シャトルバスで︑
試合会場に行くのがお勧めで
す︒
最後に︑宮間選手の言葉を紹
介します︒﹁下手な選手がいる
なら︑巧くなれるように助けて
あげればいい︒私は︑試合には
勝ちたいけれど︑ただ強いだけ
のチームに入ってチャンピオン
になりたいとは思わない︒﹃一
緒に戦いたい﹄と思える仲間が
いるチームで︑日本一を目指し
たい﹂この言葉の通り大切な仲
間とともにつかみ取った日本一
のタイトルでした︒

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！

節電できる壁面緑化を実現！
＜土木用防水材＞

スカイレジンＷＥ
エポフィラー
プライマーＥ
ＥＰＣ－Ｔ

ビッグサン

湯郷ベルは︑昨年︑一昨年
と優勝が期待されながら後少
しのところでタイトルを逃し
てきました︒今年こそはと現
在︑日本代表﹁なでしこジャ
パン﹂でキャプテンをつとめ
る宮間あや︑ゴールキーパー
福元美穂を中心に初のタイト
ルが期待されていました︒し
かし︑リーグ開幕前に１０人
近い選手が︑退団し︑残った
選手は１０人に満たないとい
う非常事態になりました︒引
退︑移籍︑進学と理由は様々
ですが︑主力選手も何人か含
まれており︑不安を抱えての
スタートでした︒
いざ︑シーズンが始まると︑
ＭＦ宮間が攻撃を組み立て︑
正確なパスからＦＷ松岡実希︑
ＭＦ中野真奈美が得点を重ね︑
湯郷ベルはリーグトップの３
７得点を決めました︒リーグ
得点ランキングトップ１０に︑
この３人が入っていることが
攻撃陣の好調さを表していま

( 左 ) ビッグサンパウダー R-800 ( 右 ) ビッグサンコート SC-800

霧ヶ峰 シリーズ
スカイレジン＜下地調整材＞
老人介護福祉施設（VUS500）

こんにちは︑い
当然その意見を社内に持ち帰るとや
つも４コマ漫画に
はり営業マンみんな一度は職人さんに
登場してますダイ
同じ意見を頂いていて︑何とかできな
ニチくんと言いま
いだろうかと思っていたみたいで︑い
す︒いつもビッグ
ろんな意見が合致して﹁会社的に何と
サン防水材をご愛
かしよう﹂ということになり︑
用頂き誠にありが ︻気温が低い時でもより早く乾燥 硬
(
とうございます︒
化 す
) る︼をテーマにかかげて開発が
今回︑何故か 面
始まったんです︒それはもう４年前の
1 記事をまかされたわけで︑
ちょっと緊張してますが︑しばし︑お付き合い ことなんですけどね！ ポリマーセメン
くださいね︒
ト系塗膜防水材一筋の会社なので血が
季節はすっかり秋ですね︒木々は赤く色づき︑ 騒いだのかな？ 笑
( )
食べ物もおいしい季節︑秋を満喫するぞ！って
そして︑
︵ここまでお読みくださっ
思っていたら︑実際︑気がつくと︑気温もガク た方だけに小声でお伝えします︒
︶
ンと一気に下がり︑冬到来！ってなパターンを ﹁ついに出来ました！﹂
︵拍手︶
毎年繰り返しているように思いませんか？みな そうです！通常のビッグサン防水材
さん︑冬って案外すぐそこまで来てますよ！
︵ SC-100/R-100
︶より早く乾燥 硬
(化 )
さて︑本題はビッグサン防水材の話なんです︒ するものが出来たんです！何度も試作
ビッグサン防水材を普段販売していて︑現場で 品を作っては︑実際に職人さんに試し
職人さんの作業を拝見したり話を伺っている
てもらって意見をいただきながら︑改
と︑やはり施工に最適な季節ってあるんですね︒ 良につぐ改良で︑正直言って︑いきづ
それは春か秋の気温が２０度代で湿度の低く︑ まった時期もありました︒試すにして
ほどよい風が心地よい︑そんな季節の屋外の施 も気温の低いという限られた時期だけ
工は︑乾燥 硬
なので何年もかかってしまいました
( 化 も) ほどよく︑扱いやすいそ
うです︒それに比べ︑ちょっと残念なのは冬の が︑弊社の技術があきらめずに改良し
季節なんです︒
続けてくれたおかげで︑ご紹介できる
みなさんもご存じの通りビッグサン防水材は レベルにまで商品化できたんです！！
水系の材料のため︑気温の低い時は乾燥 硬
( 化 ) 本当？って思われるかも知れないけれ
が他の季節に比べ長くなります︒
﹁うんうん︑
ど︑これを使用することで︑圧倒的に
長くなる！﹂とうなずかれている方もいらっ
硬化時間が短縮できて︑今までほど長
しゃると思いますが 笑
時間待たなくていいんです！！
( す) ると毎年︑職人さ
んから﹁もっと早く硬化させる方法はないの？﹂ ちょっとでも面白そうと思ってくださ
﹁硬化促進剤的な添加剤ははいの？﹂
﹁ちょっと るなら︑実際にそんな体験を共有して
した小面積の現場は︑次工程まで待ってられな みませんか？先程小声でお伝えしたの
いよ！﹂などなど︑まとめると＜気温が低くて は︑今冬シーズンにこっそり販売しよ
ももっと早く硬化してほしい！という意見を頂 うともくろんでいるから︒季節限定商
戴するわけです︒ ﹁あー︑やっぱ︑冬は他
品を予定しているので︑汎用品みたい
の季節に比べて乾燥 硬
( 化 が) 遅いよな〜﹂﹁何 に大量には製造しないんです︒︵評判
とかならないかな〜﹂
﹁みなさん 職
( 人さん ︑) がよかったら︑製造してもらえるか
お困りですよね〜﹂ともどかしい気持ちでいっ も！︶普段︑大日化成商品をご愛用頂
ぱいになります︒
いている︑毎回大日新聞を読んでくだ

大日化成がオフィシャル
スポンサーを務める﹁岡山
湯郷ベル﹂は１０チームに
よるリーグ戦で行われるレ
ギュラーシリーズで１１勝
４敗３分けの成績で初優勝
することができました︒多
くに方々に応援していただ
き本当にありがとうござい
ました︒次は年間の順位を
決めるエキサイティングシ
リーズが８月３０日より始
まります︒引き続き応援よ
ろしくお願いします︒

祝！湯郷ベル優勝

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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ディズニーオリジナル映画
の本作︑実はアンデルセンの
﹁雪の女王﹂をヒントに作られ
たと言われています︒

去年の今頃は誰も知らな
かった映画︒でも今は誰もが
知っている映画︑それが﹁ア
ナと雪の女王﹂
︒今や﹃レリ
ゴー・レリゴー〜♪﹄という
フレーズを﹁聞いたことがな
い﹂という人を探す方が難し
いぐらいの大ヒットになりま
した︒
今回は︑この﹁アナ雪現象﹂
を巻き起こした映画を取り上
げます︒

監督：クリス・バック

脚本：ジェニファー・リー

製作 ピーター・デル・ヴェッチョ

シェーン・モリス

音楽：クリストフ・ベック

ジョン・ラセター

父親である王は︑アナを救うた
めに石の妖精・トロールに救いを
求めるのですが︑事故の原因が︑
エルサ自身の﹃魔法を制御できな
いこと﹄によるものとアドバイス
を受け︑以降はエルサを他人から
遠ざけ︑魔法も封印させることに
しました︒

記憶を消され︑ある日突然︑姉が他
人のようになってしまったと感じ︑
深く悲しみます︒さらに追い打ちを
かけるように︑両親である王と女王
を海難事故で亡くしてしまい︑成長
した二人は心がすれ違ったまま︑エ
ルサの戴冠式の日を迎えるのです︒

ところが︑衝動的な結婚話に猛反
対をする女王エルサは︑しつこく食
い下がるアナと口論になり︑遂に魔
法を暴発させてしまいました︒

今しがたまで﹁女王﹂として尊敬
の念を集めていたエルサは︑一転︑
人々から﹁化け物﹂呼ばわりされ︑
失意の内に山奥へと逃げ込んでしま
います︒しかし︑暴走したエルサの
心は︑アレンデール王国全土を深い
雪の中に閉じ込めてしまいました︒
それはエルサ自身が望んだことでは
なく︑また︑自分の国がそうなって
いると︑気づきもしなかった恐ろし
い結果だったのです︒
ご覧になっていない方は︑ここか
ら先をぜひ︑映画鑑賞で知って頂き
たいのですが︑制御できなくなった
エルサの魔法を解くカギは﹁真実の
愛﹂︒

大学卒業後︑某金融機
関に１３年間勤務後︑平
成１５年１２月に入社し
現在１１年目を迎えてお
ります︒

総務部は総勢４名で︑
私以外は全員女性スタッ
フです︒業務における最
大の課題は︑﹁最強の営業
アシスタントを養成﹂す
ることです︒
組織の中で働く場合︑
誰もが主役というわけに
はいきません︒脇役を求
められても︑決して手を
抜くことなくどうしたら
自分を高めて組織に貢献
できるかを考え︑こつこ
つと努力を重ねていくこ
とが大事であることを
日々指導しています︒そ
うすることで道は開ける
し︑そういう姿を見てい
る人が協力してくれるは
ずです︒

さて本作で︑雪が降りしきり︑
海が凍る景色を見て﹁なぜこれ
ほど︑凍った世界を嫌うのか？﹂
と違和感を覚えた人はいるで
しょうか？
極寒の地であるアラスカやシ
ベリア︑北欧などであれば︑ご

そして︑環境問題を解決する
方法は﹁真実の愛﹂︒
他人や地球環境を思いやる﹁真
実の愛﹂こそが︑環境破壊を食
い止めることができる唯一の解
決方法ということでしょう︒
子供だけでなく大人にも大
ヒットしただけある本当に素晴
らしい作品ですから︑まだご覧
になっていない方はぜひ︑ご鑑
賞ください︒
余談ですが︑
﹁女王﹂という漢
字を皆さんは︑どのように発音
されますか？大半の方は﹁じょ
うおう﹂と答えるのでは︑ない
でしょうか？ しかし︑私が入
力しているパソコンソフトでは
﹁じょおう﹂と入れないと﹁女王﹂
と変換しません︒つまり﹁じょ
うおう﹂は︑間違いのようです︒
ぜひ辞書でも調べて頂ければと
思います︒

皆様の一層のご健康とま
すますのご発展を心より
お祈り申し上げます︒

﹃感謝の気持ちを忘れ
てはならない︒感謝の心
があってはじめて︑物を
大切にする気持ちも︑人
に対する謙虚さも︑生き
る喜びも生まれてくる︒
松下幸之助﹄

悩んだ揚げ句︑出会え
たこの言葉は︑ずっと自
身のデスク正面の引出し
に忍ばせ︵他の物は一切
入れない︶日々︑読み返
し自分の気持ちを一定に
保つように心掛けていま
す︒

さて︑どんな﹁言葉﹂
がいいのか ︒
…

﹁高畑君︑自分が大切
にしている言葉を身近に
おいて業務に取組みなさ
い︒﹂

アナとエルサが見つけた﹁真実の
愛﹂こそが︑恐ろしい魔法を解くカ
ギだったのです︒

日頃は︑当社製品を御
贔屓いただきましてあり
がとうございます︒
総務部長の高畑和宏と申
します︒

トロールにより救われた妹のア
ナは︑事故や姉の魔法についての

クラブポールスター
http://e-cps.org/
TEL：06-6838-4150
FAX：06-6838-4160

く普通の景色なのに︑﹁なぜここ
人前に出ることで︑魔法の秘密が
まで極寒の世界を嫌うのか﹂と
ばれないかと恐れる姉のエルサ︒一
いうと︑アレンデール王国は本
方︑出会いやパーティに心をときめ
来︑夏のはずだったからです︒
かせる妹・アナ︒姉の戴冠式の日︑
まさに運命の人とも思える他国の優
夏であるはずの地が急激な気
しくハンサムな王子ハンスに出会い︑
候変動で極寒になり︑人々がパ
出会ったその日に結婚を決めたので
ニックになる・・・そう考えて
す︒
みれば﹁アナと雪の女王﹂は︑﹁映
画で学ぶ環境問題﹂にピッタリ
な作品ということですね︒

公開：2013 年 [ 米国 ]

アレンデール王国の幼い姉妹︵王
女︶のエルサとアナは大の仲良し︒
でも実は︑エルサには﹁触れたも
のを凍らせたり︑雪や氷を作る魔
法の力﹂があったのです︒そして︑
姉のエルサが８歳のある夜︑魔法
を使って雪を作って遊んでいた時
に︑はしゃぎすぎた妹のアナが意
識不明に陥る事故にあいます︒

（Frozen）

ぐるみ﹂をクリーニングする
のは障がい者センターのた
め︑障がい者雇用にもつなが
る素晴らしいプロジェクト︒
まさにエコ型循環のビジネス
モデルなのです︒

ストーリーは︑このような
ものです︒

子供達は新しいオモチャ
やぬいぐるみが大好き︒で
も︑年齢が高まるにつれ不
要品と化してしまうため︑
頭痛の種でもあります︒
特に日本は﹁ぬいぐるみ

ユニバーサル映画

常に意識を高く持ち︑
努力を怠らなければ必ず
進歩していけると信じて
います︒

東京都港区浜松町１-２-５

上映時間：１０２分

社会人になって最初の
上司に指導され︑今も実
践している事があります︒

東京支店

アナと雪の女王

大国﹂︒
これまでよくあったボラン
ティアやチャリティと違い︑
プレゼントにもらう﹁ぬ
社会起業プロジェクトのため
いぐるみ﹂だけでなく︑ク
有償になりますが︑アイスバ
レーンゲームや景品で︑ど
ケツチャレンジで１万円寄付
んどん増えてしまう上︑ホ
するなら︑大事な﹁ぬいぐる
コリが積もるとダニが増え
み﹂に第２の人生を贈るプロ
て困ります︒
ジェクトに参加するのもいい
ね！と静かなブームになって
ただ︑大切にしてきた﹁ぬ います︒
いぐるみ﹂はゴミとして捨
てづらく︑かといって人形
供養に出すのもちょっと・・・
という方が多いのも事実︒
そこで︑不要になった
﹁ぬいぐるみ﹂をキレイに
クリーニングし︑海外の子
供達に寄贈する新しい社会
貢献型プロジェクトが始動
しました︒
その名も
﹁クラブポールスター﹂︒
寄贈先は障がい児養育セ
ンターや親のいない子供達
のための児童養護施設など︒
将来的には難民センターな
どにも寄贈予定です︒
﹁クラブポールスター﹂は︑
クリーニング業界で活躍す
る経営者達が中心になって
設立した団体が運営主体で︑
日本全国から集めた﹁ぬい

高畑 和宏
総務部長

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ
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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不要になった「ぬいぐるみ」に第 2 の人生を与える
「ぬいぐるみクリーニング」
・クラブポールスター

