もともと弊社の製品は︑使用
する職人の方々の安全や︑地
球環境に配慮し︑材料中に極
力有害な物質を含まない﹁安
心・安全な材料﹂が開発の基
本になっております︒
そこに﹁難燃性﹂という特長
を加える事でさらに安全な材
料を開発したいと進めており
ます︒近日中に皆様にご提案
できるよう︑現在︑技術部一
同頑張っておりますので︑楽
しみにお待ちください︒

冬用ビッグサンと
セットでどうぞ‼

通年用
BIGSUN の利点は
そのまま！！
2 倍の硬化速度‼

速硬
軽量
厚塗り可能
取扱簡単‼

今後も防水業界の発展のため
に尽くしていきたいと思いま
すので︑変わらぬご愛顧を賜
りますよう︑よろしくお願い
申し上げます︒

そんな時は皆が各職種の専門
的視点に立ち︑相談し合い考
えが束になる時︑技術チーム
メンバーどうしの相乗効果が
生まれ︑より大きな力が生ま
れます︒そのような経験を積
み重ね︑現場実践で継続的に
学ぶことの大切さを主軸に開
発に取り組んでおります︒

弊社で商品の開発に携わる技
術部では︑メンバー一人ひと
りが協力し合い取り組んでお
り︑想定通りにならないこと
も多々あります︒

透明な塗膜
タイル仕上げの
意匠性は
そのまま‼

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

気温が低い冬でも
仕事がはかどります
透明度の高い水系ウレタン樹脂を
主成分とした１液型外壁用透明
防水材です。

ラピタルエース
BIGSUN

冬用

＜速硬型軽量プレミックスモルタル＞
＜建築用防水材＞

＜タイル張り面の透明外壁防水材＞

新年あけましておめでとうございます

当社の未来図は︑新築大型物
件ばかりを追いかけるのでは
なく︑地震や台風︑津波や集
やすいため対策が必要とされ
ています︒万が一火災が発生
した場合︑その火元だけにと
どまらず延焼という二次災害
も懸念されます︒
火災は事﹁火﹂だけにとどま
らず︑煙が大量に発生するの
で近隣への被害にも関わって
きます︒類焼は抑える事が出
来ても︑鎮火までに煙での被
害を被ってしまいかねません︒
完成後にも万が一火災が発生
した場合にも難燃性という特
製を活かすことが出来れば︑
避難路の確保が出来やすく︑
救助を待つ場合の時間稼ぎも
可能となります︒その上で類
焼を最小限に抑える可能性も
高くなると考えます︒
このような要望を解決するた
めに技術部一同で取り組んで
おります︒
単に燃えない︒ということで
有れば簡単なのですが︑本来
の特製である柔軟性や物性は
変えることなく︑高い難燃性

を持つ製品を開発中です︒

２０１８年の新春を迎え︑謹んで新 山手線の駅舎の耐震工事や︑
中豪雨などの自然災害のた
年のお慶びを申し上げます︒
バリヤフリー工事の方が︑安
めに長期的な視点で発注さ
全安心という意味でも︑優先
れる公共事業や︑道路・河川・
旧年中は当社の製品をご愛顧頂き︑ されるべきではないかと思い
鉄道など長期経過して劣化
誠にありがとうございました︒本年 ます︒
がみられる公共インフラ整
も︑引き続きよろしくお願い申し上
備のための商材に焦点をあ
げます︒
また︑色々な統計を見る限り︑ てていきたいと思っていま
人口に比べ住宅は過剰にある
す︒継続して発注される維
日本経済は少し上向きの状況で︑
はずなのですが︑都心にタワー 持管理に必要な資材は︑少
我々の業界を取り巻く環境も少しず マンションがどんどん建設さ
しずつでも︑コンスタント
つ良くなってきているように感じら れて︑完工する前に億ション
な重要が見込めます︒
れます︒特に︑首都圏の建築工事は︑ なのに飛ぶように売れるとい
建設ラッシュと呼んでいいくらいに う現状は不思議としか言いよ
当社は︑スカイレジン・エ
絶好調な状況です︒
うがありません︒
ポフィラー・ラピタルエー
ス・スカイシール −
F１・ス
カイコートＷなど︑独創的
東京への一極集中の弊害から︑技術 日銀の金融緩和によって低金
なメンテナンス商材をもっ
者・技能者・労働者不足は深刻で︑ 利が続く中で︑最も資本回転
ています︒
ゼネコンも防水施工店も仕事の依頼 率が高い投資という理由で売
があっても︑受けられないという状 れているのがその実体なのだ
その商材を更に進化させて︑
況になっています︒この状況は２０ と思います︒
皆様のお役に立ちたいと
２０年のオリンピックが終わるまで
思っています︒引き続き︑
続くのではと思われます︒
不動産バブルはいつかは弾け
ご愛顧の程︑よろしくお願
ます︒少し︑心配性過ぎるか
い申し上げます︒
この様な買い手市場の中でおきる問 も知れませんが︑こんな景気
題は︑儲かる仕事が優先されて︑ど の良い時ほど︑次の一手を考
うしてもやらなければならない改修 えておかなければなりません︒
代表取締役会長 小林知義
工事の方が後回しにされるという恐 会社を持続的に発展させるた
れがあります︒
めには︑将来的にコンスタン
トに需要のあるものに︑少し
ずつシフトしていきたいと
思っています︒
古くなった橋梁や昔の工法で掘削し
たトンネルなど︑すぐに手直しの必
要な構造物はヤマほどあります︒確
かに東京から名古屋までのリニヤ新
幹線も︑完成すれば経済的効果は大
きいと思われますが︑それよりも︑
昨今の防水業界のニーズは
多種多様であり︑研修や机
上の理論だけでは学びきれ
ない知識・技術や対応能力
が求められてきていると感
じています︒常にお客様の
視点に立ち︑何が必要なの
かという事を考えながら︑
業界への貢献を尽くしてい
きたいと思います︒

完成した施工現場では︑き
ちんとした火災対策が施さ
れておりますが︑建設中の
現場では火気の使用につい
ては厳しく管理されていま
すが︑溶接などのちょっと
した飛び火に引火してしま
うことも懸念されます︒

建築材料は有機物質で構成
されている場合が多く燃え

STOP

スカイコートＷ
共同住宅屋上（VUS500）

今年の開発テーマはたくさ
んあるのですが︑その中で
も防水業界だけに留まら
ず︑各界からも熱望されて
いる︑従来の製品・工法に
﹁難燃性﹂を付与した材料
のご提供です︒

2018 年の大日製品について

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

42
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今作で︑彼自身の出演はあり
ませんが︑
﹁チャイニーズ・
ゴースト・ストーリー﹂や﹁男
たちの挽歌﹂を制作し︑同じ
く香港で一時代を築いた映画
人ツイ・ハークが役者として
出演しているなど︑話題豊か

督：チャウ・シンチー
監

製 作：チャウ・シンチー
出演者：ダン・チャオ
リン・ユン
映：93 分

キティ・チャン
公

開：2017 年 1 月 7 日（日本）
製作国：中国

一企業としての宣伝
効果以外にも︑蒸散
作用で屋上の温度の
低減︑建物内部の温
度の低減︒それに伴
う維持費の低減︒二
酸化炭素の吸収によ
り環境への影響など
を考えると︑膨大な
コストダウンととも
にエコロジーに貢献
しているのではない
でしょうか︒

G
I
G
A
B
Y
T
E

２０１６年末に︑台
北市長が︑助成金を
出す屋上緑化計画を
実施する緑化推進政
策を発表したと報道
されています︒

計画が進みます︒その中心人物は︑
若くして一代で巨万の富を築いた実
業家リウ︒イルカなどが生息してい
るとなれば︑﹁自然破壊﹂と許可が
下りないため︑リウの開発グループ
は︑海中に設置した超強力ソナーで
海洋生物の排除を進めます︒
そんな中︑人知れずこの地域に住む
人魚族は︑強力ソナーで絶滅の危機
にひんすることに！
すみかを追われた人魚たちは︑海を
汚す人間を地獄に落とすため︑諸悪
の根源であるリウを暗殺しようと美
人刺客のシャンシャンを送り込みま
す︒ところが︑シャンシャンは恐る
べき天然性格︒しかも︑リウの周囲
にはシャンシャンなど足下にも及ば
ない美女だらけ︒特にビジネスパー
トナーのルオランは美しさも性格も
最強レベル︒果たして人魚たちの計
画は︑うまくいくのでしょうか？︵ち
なみに︑ルオランの父親役がツイ・
ハークです︒何歳になっても︑カッ
コイイ！︶
こうしてストーリーを記すと︑まる
で童話の世界ですが︑そこは天才シ
ンチーだけあって︑リウ暗殺︵未遂︶
シーンは︑笑いの連続︒特に︑暗殺
計画のリーダーで︑タコの８本足を
持つタコ兄が︑自爆的に自分のタコ
足を鉄板で焼いてしまうシーンは必
見！とはいえ︑決してグロテスクで
はなく︑お笑いで見事に仕上げてい
るため︑お子様でも安心してご覧頂
けます︒
ちなみに︑チャウ・シンチーお決ま
りの他作品からのパロディ・シーン︑
今回のメインパロディは︑日本のア
ニメ﹁ワンピース﹂と︑相変わらず
の日本びいき︒リウが﹁人魚に殺さ

れる！﹂と警察に駆け込むシー
ンなのですが︑これがパロディ
の域を超えてまさに抱腹絶倒！
このように︑前半はいかにも香
港映画らしいコメディですが︑
後半は意外にもシリアスに話が
進み︑最後は心地よい感動を得
られる良作で︑映画の主題はズ
バリ﹁環境問題﹂です︒
﹁いくらお金が儲かっても︑き
れいな空気やきれいな水がな
かったら誰も生きていけないの
よ︒﹂とシャンシャンにさとさ
れ︑リウの目が覚めるシーンは
ホロリときます︒
美しい自然︑美しい海がある
がためのリゾート開発︒
にも関わらず︑海洋生物を殺
し︑自然を壊しては何の意味
もないことを︑シャンシャン
や人魚族に教わるリウ︒エン
ディングは︑私たち一人一人
の﹁良心﹂も呼び起こしてく
れるようなまとめ方で︑さす
がチャウ・シンチー！ ２０１
７ 年に見た作品の中でも︑突
出して素晴らしい出来でした︒
ただひとつだけ残念な点とし
て は ︑﹁ 自 然 破 壊 ﹂﹁ 海 洋 生 物
虐待﹂で出てくるシーンに︑
チラっと日本のイルカ漁の映
像があったこと︒日本びいき
のシンチーですから︑日本バッ
シングのためではなく誤解ゆ
えと思われますが︑ここだけ
がマイナスポイントの作品で
した︒
とはいえ︑決して見逃して欲
しくない本当に面白い作品で
したので︑ぜひご覧頂きたく
思います︒

始めまして︑岡山工場製造部 て︑練習を頑張っています︒
の江原と申します︒大日化成 そのほかにも火曜日から木
に入社してから１３年になり 曜日は︑部活とは違うクラ
ます︒日々︑いかに効率よく ブでナイター練習を２２時
作業できるかを考えて業務に までやっています︒
あたっています︒
小学４年生の次女も︑４年
私の原動力は︑ソフトボール 生からスポーツ少年団に入
を頑張っている２人の娘で
り︑体が小さく体力もない
す︒私自身も昔︑スポーツ少 のですが︑友達と楽しく
年団に入ってソフトボール︑ やっています︒
中学では野球をやっていまし
たが︑娘達も同じスポーツで 携わっている業務内容は主
頑張ってくれるのは嬉しいで に﹁ビッグサンコートＳＣ
１-００﹂と﹁スカイレジ
す︒
ンＥＰＣ Ｔ-﹂という製品
長女は小学校４年生の時に︑ の製造を担当しています︒
友達に誘われてスポーツ少年
団に入ったのがきっかけで ﹁スカイレジンＥＰＣ Ｔ-﹂
す︒小さい頃から︑体を動か は作る時期の温度など︑環
すことが大好きだったので︑ 境条件の違いによって粘度
すぐに上達しました︒練習に 等が変わってしまうため︑
も熱心に取り組んでおり︑私 添加剤等を微妙に調整しな
も娘のためにあちこちで指導 がら年間を通じて作業性や
方法を教えてもらったり︑実 物性が変わらない様に製造
業団のチームに指導をお願い しています︒
したり娘のサポートをしてい
お客様により良い製品をお
ます︒
届けできるようにこれから
６年生の時には︑選抜に選ば も努力していきます︒
れ︑西日本代表として︑台湾
で行われた親善試合に出場し
ました︒チームメイトは︑広
島︑京都︑大阪など県外の子
供たちが多く︑今ではなかな
か会うことができませんが︑
連絡を取り合って近況報告を
しているようです︒

そして今︑ここ香港郊外の美しい
自然保護区︑青羅湾でも︑あまり
の美しさゆえに︑リゾート開発の

さて本編のあらすじ・・・
はるか昔︑地球には人間と人魚の
２つの種族がともに共存して暮ら
していました︒ところが人間は︑
進歩とともに強欲かつ邪悪にな
り︑金儲けのためなら何でもする
存在になってしまったのです︒

その甲斐あって︑公開年にはアジ
ア映画興行収入ナンバーワンを樹
立し︑世界で１億人以上の観客を
動員︒５０代半ばにして︑未だに
おとろえない制作意欲と発想の多
彩さに︑改めて人気が世界に広
がっています︒

な作品になっています︒

原 題：美人魚
英語題：The Mermaid

人魚姫といえばアンデルセン
の童話が有名ですが︑こちら
はアジアが生んだ天才映画人
チャウ・シンチー監督による︑
まったくの別作品です︒シン
チーは︑監督だけでなく︑制
作や脚本はもちろん︑俳優と
しても熱狂的なファンを持つ
香港映画界でもカリスマ的存
在で︑﹁少林サッカー﹂や﹁カ
ンフーハッスル﹂
︑
﹁食神﹂や
﹁西遊記シリーズ﹂など多彩
な作品があります︒

人魚姫
台湾と言えば大阪︵関 ます︒
空︶からわずか３時間 都市部では人口の集
でいけるために︑手軽 中とともにビルが密
な海外旅行先としても 集していくなかでの
悩みの種である︑ヒー
人気が出ています︒
トアイランド現象︒
とくに格安航空会社
︵ＬＣＣ︶で大変格安 高雄市では軍事施設
な直行便がでているこ が多く︑公園緑地の
ともあり︑さらなる人 開発が困難で︑郊外
気が高まっているよう の開発には緑地が必
須︒土地スペースの
です︒
ない旧市街地には街
そんな台湾ですが︑こ 路樹を植える︒ビル
れまで経済発展を最優 の屋上や住宅のベラ
先してきた背景もあり ンダを緑化するとい
公園整備においても日 うことを決定︒
本の都市公園法のよう
と
な法律がなく︑自治体
の管理となっているた いうパソコンで有名
めに︑都市によってま な企業は本社ビルに
温暖化対策を施した︑
ちまちなようです︒
エコ屋上庭園を構築
ただ地球温暖化対策と して話題となってい
して︑二酸化炭素排出 ます︒
量の削減については大
きな目標を採択してい
ます︒長期目標として
は︑５０年で半分にす
るとのことです︒
その為︑国中に向けて
省エネルギーを啓蒙し
省エネ機器の購入を呼
びかけたり︑住宅もエ
コ建築の推進が行われ
ています︒

上
現在は中学１年生でソフト
ボール部に所属しており︑休
日には練習試合︑遠征と飛び
回っております︒１年生で県
選抜に選ばれ︑３月に行われ
る﹁都道府県対抗全日本中学
生ソフトボール大会﹂に向け

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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街中では︑バイクより
エコロジーとして自転
車を推奨︒専用道の整
備や自転車で駅からそ
のまま電車に乗り︑目
的地についたら自転車
で移動する︒という徹
底した政策を行ってい

東京都港区芝大門 1-4-14 芝栄太楼ビル 5F
東京支店
105-0012

台湾の緑化事情
海外の緑化事情

