督：ジョン・ウー

監

映：110 分

公

開：中国

2017 年 11 月 24 日

上

製 作：ゴードン・チャン

出演者：チャン・ハンユー

チン・ヒンカイ

前回に引き続き︑
ＮＹＣ
の緑化事情です︒
１９８０年頃まで使用
されていた貨物用の路
線建造物を鉄道ファン
などの活動にて論議が
くり返された結果︑路
線を残すと共に︑列車
が走る代わりに︑パブ
リックスペースとして
活用する提案がなされ︑
当時のＮＹＣ ブルーム
バーク市長等も応援し
２００４年に５千万ド
ルもの予算を投じハイ
ラインパークとして再
開発されました︒
つまり鉄道跡地が公園
となったのです︒
公園といっても元々が
輸送路なのですから河
川敷にある遊歩道をイ
メージ頂けると判りよ
いと思います︒

者や住民の憩いの場
となっており︑年間
５００万人もの人が
訪れているようです︒
カフェもあり︑のん
びりした一日を過ご
せる新観光名所にも
なっています︒また
高架下もこれに伴い
再開発されていって
おり︑新しいショッ
プや飲食店街︑ホテ
ルも開業していき︑
ＮＹＣの新名所と
いっても過言ではあ
りません︒
なにより︑空中︵１
０ｍ ほどですが︶に
ビルの合間を巡る庭
園がある︒緑がある︒
これにつきるのでは
ないでしょうか︒
再開発といえば一旦
真っ平らにして︑再
度立て直す︒こう思
われがちですが︑古
いものを上手く使い
新しい技術で補う︒
このような再開発が
もっともっと増えて
いって欲しいと思い
ます︒

日本 2018 年 2 月 9 日

大日新聞を御愛読の皆様︑
初めまして！大日化成東京
支店営業部に所属の望月一
生と申します︒以前は印刷
会社で営業をしておりまし
たが︑ご縁あって今年の４
月から勤めさせていただい
ております︒現在５か月が
経ちました︒

さて︑現在の私の仕事はと
言いますと︑専ら上司や先
輩方のやさしさに包まれな
がら︑現場や営業活動に同
行させて頂いております︒
入社当時と比べると︑僅か
数か月とはいえ大分話の内
容が呑み込めるようになっ
てきました︒また︑この先
は担当を持たせて頂いたり︑
設計事務所に対して設計活
動をするお仕事も振って頂
けるそうなので︑益々奮っ
て頑張らねばと意気込む今
日この頃です︒

生まれは秋田県由利本荘市
というところです︒以前は
本荘市という名前でしたが︑
２００５年に由利郡︵７つ
の町含む︶と合併し現在に
至ります︒通っていた小中
学校は︑松の林に囲まれた
山の中にあり︑伸びのびと
した子供時代を過ごしまし
た︒その後︑高校から現在
までは千葉県市川市に居を
移し︑人の波にもまれる暮
らしを送っています︒

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。

話は変わりますが︑数ある
部署の中で営業職を選んだ
理由についてお話しできれ

そして入社１か月時点の
私ですら楽々塗れる施工
性！気になった方は是非︑
大日化成営業部までお問
い合わせのお電話お待ち
しております！

最後に商品の宣伝を︒
﹁スカイコートＷ﹂は︑透
明な外壁用の塗膜防水材
です︒オール水系のウレ
タンで１材のうえ︑驚異
の伸びと付着力を誇りま
す︒

人と話すことが好きだか
ら︑より人と関われる営
業になる︒その一環とし
て︑大学時代は営業職に
慣れるため︑コンビニの
アルバイトでなるべくお
客様と会話を交わすこと
を心掛けました︒その結
果︑常連のお客様とはお
酒の席を共にする仲にま
で発展させることができ
ました︒何事もやってみ
るものです︒

ばと思います︒実は私︑
人と会話をすることが好
きなのですが︑そのくせ
話下手という始末︒これ
でもその辺は大分改善し
た方なのです︒

ト﹂は︑２０１６年にオール日本ロケ︑ 阪にこだわる﹂とのことで︑大
阪城公園をロケ地に選んだ﹁だ
特に大阪一大ロケを敢行したのです
が︑これは１９８９年公開のハリウッ んじりシーン﹂や︑天神製薬の
ド作品﹁ブラックレイン﹂
︵やはり高 パーティ会場になった﹁あべの
︑水上バイクでのチェ
倉健主演作品︒マイケル・ダグラス共 ハルカス﹂
演︑松田優作の遺作︒
︶にも匹敵する イスシーンにもなった堂島川
とのことで︑関西の各自治体はもとよ ︵中之島バンクス︶のほか︑大
り︑あべのハルカスや旧生駒トンネル︑ 阪中央公会堂など︑大阪の名所
上本町駅など近鉄グループも全面協力 が随所に出てきます︒そして︑
オール西日本ロケ映画のため︑
をした作品です︒
奈良の宝山寺や御所・櫛羅の高
今回︑大阪府警本部の事務所となった 原︑神戸の旧県立こども病院な
ロケ地こそ︑大日化成の大阪本社があ どの他︑西日本各所も画面で見
る門真市古川橋駅前のペアビルで︑当 られる楽しみがあります︒
社からは目と鼻の先の場所︒ここでの
キャストも豪華で︑日本からは
撮影中︑主演の福山雅治が自身のツ
イッターで﹁ただいまココで撮影中﹂ 警部役として福山雅治のほか︑
と発信したため︑ファンが群をなして 悪の枢軸﹁天神製薬﹂の社長を
殺到し︑撮影が中止されるという事態 國村隼︑その息子を池内博之︒
脇を竹中直人︑倉田保昭︑斉藤
に！！
工などが固めます︒海外勢には︑
このトラブルは︑その週のワイド
ショーでも取り上げられる異例の事態 ぬれぎぬを着せられ﹁追われる
男﹂を演じるのが中国のチャン・
となりました︒
今回は号外スペシャルとして︑ 倒するスケールで存在を知らしめた まぁ大スターも︑たまにはミスを犯す ハンユー︒殺し屋に韓国の人気
女優ハ・ジウォン︑そしてジョ
というアクシデントを目の当たりに
筆者が製作に関与した国際映画
巨匠です︒
ン・ウーの娘のアンジェルス・
し︑スタッフ一同苦笑い︒
︵マンハント︶
﹂
﹁Ｍａｎ Ｈｕｎｔ
ウーなど︒
を取り上げます︒この映画は︑
香港育ちの中国人ながら︑子供の頃
高倉健主演の１９７６年映画﹁君 から日本映画に夢中で︑特に高倉健 お詫びの意味も込めてと︑福山雅治か
よ憤怒の河を渉れ﹂のリメイク
ファンとして﹁君よ憤怒の河を渉れ﹂ らスタッフ全員に︑古川橋のタコ焼き 少し残念だったのは︑国際映画
ならではの問題でもあるのです
として︑ジョン・ウー監督が西
には多大なる影響を受けたため︑リ が振る舞われました︒
が︑演者が発する日本語に壁が
日本︑特に大阪を中心にロケを
メイクするにあたっては相当な思い
そしてラストシーンには︑大日化成・ あり︑やや学芸会のように見え
敢行した作品です︒
入れがあったようです︒
岡山工場から車で２０分ほどの片上鉄 た点でしょうか︒そこが名匠作
道の駅の廃駅﹁旧・吉ヶ原駅﹂が選ば 品にしては︑大ヒットにならな
れ︑当社との縁を感じる感慨深い作品 かった理由なのかもしれませ
となったのです︒ちなみに︑映画後半 ん︒
で逃避場所として描かれる牧場や︑﹁悪
役の巣﹂である天神製薬研究所シーン ただ各場面の映像はとても美し
に︑当社・岡山工場の近隣圏ともいえ く︑ロケ地ともども︑アクショ
る蒜山高原や岡山県工業技術センター ンシーンも見応えたっぷりです
ので︑ぜひ一度はご覧頂きたく
なども登場しています︒
思います︒映画ＤＶＤも絶賛発
なお︑今回ジョン監督は﹁とことん大 売中です！
原 題：追捕

福山雅治

ジョン・ウー︵呉 宇森︶は︑チョ 余談ですが︑
﹁君よ憤怒の河を渉れ﹂
ウ・ユンファ主演﹁男たちの挽 は日本の小説が原作で︑小説タイト
歌﹂シリーズなどで︑
香港ノワー ルの読み方は﹁きみよふんぬのかわ
︒高倉健映画のタイトル
ルの旗手とも呼ばれた監督で︑ をわたれ﹂
︒
﹁フェイス オ
/ フ﹂や﹁ミッショ は﹁きみよふんどのかわをわたれ﹂
ン・インポッシブル２﹂などハ つまり﹁憤怒﹂の読み方が︑小説と
リウッド作品でも世界的な成功 映画では違っているというトリビア
をおさめ︑三国志﹁赤壁の戦い﹂ ︵雑ネタ︶があります︒
を描いた﹁レッドクリフ Ｐ(ａ
リメイク作品である本作﹁マンハン
ｒｔⅠ及びⅡ ﹂)では︑他を圧

Man Hunt（マンハント）

日本でも町並みを残
した再開発︒これを
切に望みます︒

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

歩行者用通路があり︒
その左右には様々な
木々や草花が植えられ
ています︒
このハイラインはまさ
に空中庭園です︒
線路が残されていると
ころもあり︑その線路
の上に移動式ベンチが
設置されていて︑観光

望月 一生
東京支店

ニューヨークの緑化事情 Vol3
海外の緑化事情
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