防水工事の茂興業がご縁のある皆様にお送りする瓦版です。よろしくお願いします。
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こんにちは 防水工事の茂興業 社長の高橋英樹です。
連日の３０度超えの暑い日が続いています。会社の畑では
秋の準備が進んでいます。
先日、ドローンを使っての撮影が２ヶ所でありました。これ
からの調査方法の1つの型となります。
10月15・16日開催のにいがた BIZ EXPO に出展致します。
建物長寿命化がテーマです。当日はことだま作家竹谷知恵
子さんのコーナーも用意致します。
皆様、時節柄どうぞご自愛ください。

▲文・絵：ことだま遊書作家：ことだま千絵子

シゲルくんのつぶやき（自転車日本一周の旅 新発田城 編）
目的地は

新発田城跡

～自転車日本一周♪～
福島潟を出発し、新発田城跡へ。
言わずと知れた陸上自衛隊新発田駐屯地です。
👈大体こんなルート。近く…かな。
距離にして約10キロ。大体１時間くらいで到着。
さて、次の目的地を設定しなければ…٩( ‘’ω’’ )و

出発地点は

福島潟

とりあえず7号線を北上。途中、7号線を離れ
113号線へ。荒川沿いの涼しい道をのんびりと進
みます。交通量の少ない道の方が気分的に楽
（´∀｀*）。ただ、幹線道路を外れるとお店が
少なくなるので注意です。食べ物・飲み物の補給
は計画的に…私は基本、旅の途中はパンやおにぎ
りを購入して食べます。弁当はかさばるし、ゴミ
が沢山出るので敬遠です。
※自転車日本一周は１０年前の旅の記録です。
そして、シゲルくんの正体は・・・・

◀この自転車
に乗って
旅に・・・

次号に
続く！

☆シゲルくん通信の第８８号をお届けします。次回のお役立ち情報をお楽しみに☆
当社ホームページ
毎月1回発行 発行責任者：防水工事の茂興業株式会社 代表取締役 高橋英樹
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わたしたちは、建物の防水工事・外壁の改修工事をしています。HP「https://www.shigeru-kk.co.jp」

荻昌弘さんを愛してやまない俺ちゃん的シネマコラム
連載第２8回 今月のテーマ『 映画に登場する腕時計 』

★毎月掲載している挿絵
はこちらからどうぞ。
インスタ始めました。

こんにちは(^-^) 自称、茂興業内で一番の映画好き、増村文武
です。
今月もテーマに沿っておススメの映画を御紹介させていただ
きます(^^♪
さて、今回のテーマは『映画に登場する腕計』
劇中の主人公の片腕にキラリと光る腕時計⌚人間が直接身に
まとえる精密機械として唯一無比の存在であり、映画のイメー
ジを膨らませる素敵な小道具、時には映画の印象やイメージを
決定づける重要アイテムであります
ということで、今月は劇中の主人公が身に着ける腕時計から
思わず話が膨らむ、選りすぐりの3本を御紹介(^^♪
★今月のイラスト⇒『超堅牢な究極ウェポン、釣りやアウトドアで愛用中
GWG-1000 』

G-SHOCK マッド・マスター

➊『 アポロ13 (1995年 アメリカ映画)＆ オメガ スピードマスター プロフェッショナル 』
1970年、史上3度目の月面着陸に挑んだ宇宙飛行士達に突如降りかかる宇宙空間での大災難 酸素タンク爆発から始ま
る様々な困難を乗り越え地球に帰還するまでの、決死のミッションを描いた実話😌 トム・ハンクス主演、ロン・ハ
ワード監督の最強タッグ、ですので映画のクオリティ、絶対的な安定感があります。ここで主人公の腕に巻かれて登場
するのは、月に辿り着けた唯一無二のマスターピース、オメガのスピードマスター プロフェッショナル⌚ ムーン
ウォッチという愛称で定着した一本です。オメガは『007シリーズ』でも登場、近年のダニエル・クレイグ主演作品で
はジェームズボンドの手元にはシーマスター300⌚が愛用されていますね。ちなみに無重力な宇宙空間ではオメガお得
意の自動巻きギミックが通用しないため、手巻きタイプが採用されたとのこと😦
❷『 スピード(1994年 アメリカ映画) ＆ カシオ G-SHOCK DW-5600 』
キアヌ・リーヴス、サンドラ・ブロック共演、本作が二人の出世作となった文句なしにスリリングなジェットコース
ター・アクション映画の金字塔! 時速80km以下に失速すると爆発する爆弾を仕掛けられたバスに乗車しながら奮闘す
るSWAT隊員役の若きリーヴスの腕に巻かれて登場するのは、我らが日本製のカシオG-SHOCK DW5600!!⌚ その後GSHOCKは機能や堅牢性、素材の複合技術に磨きがかかり、今やいったい何百種類のラインナップが存在するのかも定か
でないほどの一大G-SHOCKワールドを形成したわけですが、本作に登場する角型液晶の初期型こそ、G-SHOCKすべての
原点とも言える珠玉の一本ではないでしょうか✨
❸『 栄光のル・マン (1971年 アメリカ映画) ＆ タグホイヤー モナコ 』
永遠のハリウッド・スター、スティーブ・マックイーン、エンジンが搭載された車やバイクがほんとうに良く似合う、
生まれ持った輝きを備えたカッコいいスター俳優さんですね～ フランスのル・マンで開催される有名な24時間耐久
レースをテーマにしたカーアクション映画の中で、マックイーンが右腕に巻いている一本が、タグホイヤーのモナコ⌚
欲しいですね～😍 すでに発売されて半世紀が経過、角型ケースと2つの小窓が個性的でレトロな顔ですが、時代に左
右されない上質な風格、さらに猛々しいモータースポーツの世界の中で実は精緻な秒刻みのスピードを同時に追求する
繊細な側面に寄り添うイメージアイテムとして存在感を放っております☆
もし御興味が沸いてきましたら、皆様もぜひ一度御鑑賞を

(^_-)-☆

にいがたＢＩＺ ＥＸＰＯ出展のお知らせ！！
いつもシゲルくん通信をご愛読いただきありがとう
ございます！
この度、来る10月15日、16日の２日間にて
新潟市産業振興センターで開催される
「にいがたBIZ EXPO 2020」に出展することとなり
ましたのでお知らせ致します。詳しい詳細は別紙
「にいがた ＢＩＺ ＥＸＰＯ２０２０出展のご案内」
にてご確認下さい。
◀別紙案内文

茂興業株式会社は
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に取り組んでおります

アマビエくん

◇◆民間元請改修工事 施工例紹介◆◇
■ 工事名

弊社民間元請工事 『サンロイヤル新潟様 高層棟西面外壁等改修工事』

■ 工事場所

新潟県新潟市西区小新 地内

■ 工事発注者

株式会社サンロイヤル新潟 様

■ 工期

令和２年３月~６月

■ 主たる工事

●タイル外壁面の剥落予防保全改修工事
タイル外壁改修専用クリアー樹脂被膜工法
東亞合成㈱社製クリアウオール工法を施工 約440m2
●各階ベランダ ウレタン防水改修及び人口芝の張替え

【全て施工後】

◆◇工事概要◇◆
サンロイヤル新潟様の御建物については、
これまで過去数年をかけて計画的に低層
棟及び高層棟のタイル外壁を中心とした
改修工事の施工をさせていただいており
ます。
今回も過去の工事同様に、タイルの意匠
を保ちながらタイル外壁の剥落予防保全
に優れた効果を発揮するクリアウオール
工法を使用して、高層棟西面の改修工事
を施工させていただきました。

数ある防水工事会社より
茂興業にご縁を頂き
誠にありがとうございました。

タイル外壁の剥落予防は
クリアウオールで決まり！
ハイソリッドアクリルウレタン系タイル張り外壁用改修工法
クリアウオールは
タイルの美観を損なわずに
建物の動きに追従し
タイル外壁面に防水機能を付加できる
透明な塗膜によるコーティング工法です
施工実績累計

2 0万m2 を突破!

○外壁タイル面からの漏水不安を解消
○タイル剥落事故の予防保全が可能
居住者及び第三者に対する安全性を確保
○建物の長寿命化に貢献
○タイルの持つ高級感・意匠を
損ねることなく修繕が可能
○ひび割れ処理等の簡素化により工期短縮
コスト削減・工事音の抑制に
○最長10年のタイル外壁防水保証品
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にいがた ＢＩＺ ＥＸＰＯ 2020
出展のご案内

2020

10.15Thu ▸ 10.16Fri

新潟市産業振興センター
新潟市中央区鐘木185-10

ご挨拶
拝啓 皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび茂興業株式会社は、来る10月15日、16日の２日間にて新潟市産業振興センターで開催さ
れる「にいがたBIZ EXPO 2020」に出展することとなりましたのでご案内申し上げます。
これから先の50年を見据えた未来に向かう茂興業が扱う防水関連技術・新工法の情報を発信する
ことをテーマにお客様の大切な建物の長寿命化/安全対策/環境配慮ならびにお客様の建物の資産
価値の向上に貢献できるブースをご用意いたします。
なお、当日は商談会の受付も行っております。
日頃よりご愛顧を賜っております皆さまにぜひともお越しいただきたく、ご案内申し上げます。
敬具

10：00～17：00 展示会(10月15日、10月16日両日共)
『 建物使用者の安心・安全に配慮した
建物長寿命化防水関連技術の御紹介 』
〔 展示テーマ 〕
■ 建物長寿命化対策 ■ 安全対策（熱波）
■ 安全対策
■ 建物調査報告提案技術
（タイル外壁剥落予防・防止）

etc

★当会場であります新潟市産業振興センターの屋根・外壁は、本年春・夏に全面改修を
行い、当社が防水・外壁改修工事の施工協力をさせて頂きました
当社ドローンによる当建物の空撮動画も当日は披露させていただきます
実際に当建物で使用した改修工法を御紹介いたします!
★効果を実際に体感・体験できるブースを予定しております!
★疫病退散! 当社タイアップパートナーのことだま遊書作家：ことだま千絵子
竹谷千恵子先生のアマビエイラストコーナーを併設予定!
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