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☆シゲルくん通信の第９３号をお届けします。次回のお役立ち情報をお楽しみに☆

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。

２０２１年
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▲文・絵：ことだま遊書作家：ことだま千絵子

明けましておめでとうございます。
防水工事の茂興業社長の高橋英樹です。
今年の干支は「丑」うしです。じっくりと考え行動する事が
必要です。２０２１年は「笑」を意識し、いつも笑顔を心掛け
ます。
新潟は四季がはっきりしています。新年は大雪でスタート
しました。春が待ち遠しい季節です。
希望に満ちた年でありますように、本年も宜しくお願い申
し上げます。

～自転車日本一周♪～

👈大体こんなルート。

新潟県から山形県に入りました！朝５時に出発！交通量

が少なく、涼しいうちに距離を稼ぎたい٩( ‘’ω’’ )و

が、しばらく進むと…やっぱり登り坂が登場(>_<)。

自転車旅のルート設定で注意しなければならないのは登

り坂。特に変速機も付いていない過積載のママチャリで

は急な坂道なんて登れません。この113号線も山越えっ

ぽいですが…川に沿っていて、鉄道が並行して走ってい

る道だということで坂は緩やかである、と判断します…

そうであって欲しい・・・

ノロノロと進むうちに…山形県に突入！！

6時過ぎになると日が昇ってきて暑い(;´Д｀)。お腹

減った(@_@)。力がで～な～い～｡｡｡＿|￣|○。坂道辛

すぎる😢約2時間かかって道の駅に到着～～。

※自転車日本一周は１０年前の旅の記録です。

◀この自転車
に乗って
旅に・・・

次号に
続く！

出発地点は
『道の駅白い森

おぐに』

『道の駅たかはた』

シゲルくんのつぶやき（自転車日本一周の旅 山形県 編）

2021年風水開運カラーで描きました。今年はベージュ、黄色、金色、

ラベンダー色を身の回りに使い幸運を引き寄せてください。



今月の社内研修（講師：横野部長）

本社と長岡営業所をリモートで結び研修会を行いました。講師は横野
部長です。今年最初の研修テーマは「アスベスト」でした。法改正に
伴うアスベスト工事の留意点もご説明頂きました。横野部長ありがと
うございました！

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３３回 今月のテーマ『 映画に登場する豪邸 』

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

★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。

▲講師の横野部長によるリモート研修会の様子

茂興業㈱の今年の年賀状
デザインです。
新型コロナウイルス感染症
の終息を願い、明るい一年
となりますようお祈り申し上
げます。
本年も、茂興業を
宜しくお願い申し上げます。

★ ２０２１年 ★
★ ★茂興業年賀状★ ★

年賀状デザイン：

ことだま遊書作家：ことだま千絵子

➊『 パニック・ルーム (2002年 アメリカ映画) 』
豪邸そのものの構造を仕掛けにしたスリラーとしては非常に秀逸で一押しの一本🎥 夫と別れ、糖尿病を患う娘と母子2人で引っ越
してきたマンハッタンの4階建豪邸🏠 ところが亡くなった以前の邸の所有者の息子一味が、隠された莫大な財産を奪うために深夜
に無断で住居侵入 母子２人は緊急避難用に設けられた「パニック・ルーム」とよばれる完全防護の部屋に立てこもるのですが...

なんとかこの部屋から2人をあぶりだすために強盗一味はあの手この手で揺さぶりをかけますが、ジョディ・フォスター演じる母親
が裏をかいて大奮闘! 2時間ノンストップ、飽きさせません♪ 豪邸内を這うように進むカメラワークも素晴らしい📹 適役であ
りながら時折優しさをみせるフォレスト・ウィテカーが好演技👍

❷『 アメリカン・サイコ (2000年 アメリカ映画) 』
一戸建ての豪邸ではありませんが、投資会社に勤務する狂った裏の顔を持つエグゼクティブな主人公が住むニューヨークの高層マン
ション内の邸が豪華な一本✨ 今や大物俳優『バットマン・ダークナイトシリーズ』主演のクリスチャン・ベールの出世作にして
内容は物議を醸しだした問題作⚡ 一見仲の良い同僚達と心の中で見栄のしのぎあいを繰り返し、行きつけの店や名刺のデザイン
などで一喜一憂する昼の顔と、夜は快楽殺人を行うシリアル・キラーの2つの顔を巧みに演じきる狂演技 白を基調にしたマンショ
ン邸内はベッドルームも浴室も豪華、高級スーツがずらりと吊るされたブティックのようなワードローブも印象的 ですが豪華で
あっても孤独さと虚しさを感じさせるところに、本作が表現する理不尽で複雑な深層の部分がうまくマッチングしていて、独特な映
画観の醸成に繋がっています⤴

❸『 透明人間 (2020年 アメリカ・オーストラリア合作映画) 』
安っぽい邦題名に惑わされることなかれ!  『SAWシリーズ』製作のリー・ワネル監督による秀逸な一級サイコ・スリラーです😱
通常は怖いものが見えるから怖いはずの人間心理を逆手にとった一本🎥 見えないものをこんなに巧みに怖く描いた映画は久しぶ
り 本作、H・Gウェルズが100年以上前に発表した小説ズバリ『透明人間』を原作にはしておりますが、時代を現代に移し最先端
技術で武装したシリアル・キラーな透明人間によるスリラーにリブートさせて描いています 『プレデター』を連想させる最先端ス
テルス光学技術がキーワード💡 2000年制作、ケビン・ベーコン主演の透明人間映画『インビジブル』とは全く趣が異なる一本で
す 見えない何かに付き纏われる女性主人公が死んだはずの恋人と同棲していた海岸の断崖に立つ豪邸が、寝室、浴室、ダイニン
グ、すべてオーシャンビュー可能な素晴らしい眺め✨ 以前御紹介『パラサイト半地下の家族』の豪邸にも引けをとらぬ造り、研
究用地下室付きです🔬 まさに映画映えな豪邸🏢

もし御興味が湧いてきましたら、皆様もぜひ一度御鑑賞を (^_-)-☆

あらためまして、明けましておめでとうございます🌄
自称、茂興業内で一番の映画好き、増村文武です。

今回は我々の業界に近い建築ネタ、『 映画に登場する豪邸 』
と題しまして、映画のストーリーに関わる・関わらないにこだわ
らず、印象に残っているセレブな豪邸が登場する3本を御紹介致
します🎥

★今月のイラスト⇒
『 映画的な一コマ :夕暮れ時、少し憂鬱な街並み 』



🐮 役員と各部門長による 新年の抱負🐮

今年の抱負

「何事もポジティブに」
明けましておめでとう御座います。
昨年からの未曾有な災害「コロナウイルス」も未だ収束しないまま新年を迎
えましたが、この苦難をチャンスに捉え、茂興業もビジネスモデル改革を全
員で、さらに進める年と思います。皆様のご健勝を祈念いたします。

（取締役 相談役 吉井清）

今年の抱負は 「健康第一」 です。

新型コロナウイルスに負けないよう健康に気を付けて

頑張ります 。

（常務取締役 小林政吉）

今年の抱負は 「いつも笑顔で」 です。

笑顔を心掛け、人も自分も楽しい雰囲気をつくりたいと

思います 。
（代表取締役 高橋英樹）

明けましておめでとうございます。

今年の抱負は 『より一層すべての御縁を大切に』 です。
昨年は人と人との距離を遠ざけざるをえない一年でしたが、本年はコ

ロナ禍を人類が克服し、再び人と人との繋がりや御縁が大切となる年

と確信します。当社も満55周年を迎え、社員一同気持ちも新たに一層

プロ意識に磨きをかけてお客様との御縁を大切にし、満足頂けるサー

ビスの提供に努めてまいります。

（専務取締役 増村文武）

今年の抱負は「打ち勝つ！」です。
コロナに勝つ！病気に勝つ！己に喝！
平和な日常安穏と。いつも元気でごはんが美味い。
食べ過ぎと塩分取り過ぎには注意です。

（常務取締役 高橋剛）



今年の抱負 『変化に対応』

コロナの影響で色々な所で今までと違う生活環境・仕事環境・食事環境

に対応しストレス解消！コロナ禍に負けずに快勝❕本年も宜しくお願いし

ます。

（長岡営業所 所長 齋藤守）

今年の抱負は 「健康第一で、毎日大切に過ごす。」 です。

昨年春頃、体調不良と高熱で長期休んでしまいました。あらためて健康の

大切さを実感しました。コロナ禍もあり健康管理を大切にし元気で楽しくい

きたいと思います。宜しくお願い致します。

（工事部 部長 安藤雄二）

今年の抱負は、

「無事故・無違反」です。

作業中・運転中の事故・怪我・違反をしない、起こさない事を念頭に置いて

1年間乗り切りたいと思います。

（工事部 部長 齋藤悟）

今年の抱負は 「楽しく過ごす」 です。

年齢を重ねると、頑固になって どうも怒りっぽくなってしまうので

気持ちを楽に持って穏やかに過ごしたいと思います。

（総務部 部長 松木宏美）

今年の抱負は 「新型コロナウイルスに感染しない」 です。もらっ
てよいことはひとつもないので、とにかくマスク、手洗いうがい、アルコール

消毒、人の多い所にはいかない、を徹底して心掛けていきたいと思います。

今年も長岡工事部は元気に、明るく楽しくチームワークで、乗り切っていきた

いと思います、どうぞ宜しくお願い致します。

（長岡営業所 工事部 部長 廣川和徳）

🐮 役員と各部門長による 新年の抱負🐮
今年の抱負は

「一週間に1回は30分以上運動をする」 です。
昨年は「一週間に3日は30分以上運動をする」でした、まったくできており
ませんでしたので修正いたします。
しっかりとした仕事をするには、健康な体と健全な精神が必要。それには
リラックスする時間を作るです。Let's exercise！

（営業部 部長 横野和元）

皆様に支えられて、おかげさまで５５周年!!

★『建物超寿命化支援企業』の茂興業㈱がお客様の大切な資産を守ります★



■ 工事名

■ 工事場所

■ 工事発注者

■ 元請者

■ 防水・外壁改修施工

■ 材料製造者

■ 工期

■ 主たる工事

新潟市産業振興センター大規模改修工事

新潟県新潟市中央区鐘木１８５−１０

新潟市 様

丸運建設・堀川建設ＪＶ 様

茂興業株式会社

株式会社ダイフレックス

令和２年 ４月~ ７月

●リ・ルーフシステム工法

既存ステンレス防水屋根 施工面積 約7,000㎡

【全て施工後】

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。

◇◆改修工事 施工例紹介◆◇

◆◇工事概要◇◆

今回の改修工事では、外壁改修工事も合わせて
当社茂興業株式会社にて施工協力をさせて頂きました。

当社ドローンによる竣工空撮動画は弊社
ホームページ内で配信中です。配信動画は、
右下の当社ホームページＱＲコードから
アクセスいただけます！



次年度の予算取り
茂興業がお手伝いを致します！

にいがたBIZEXPO2020出展時も好評!

★防水対策

★暑さ・寒さ対策

★省エネ対策
を可能にする

各種屋上・屋根の改修工法を

御用意しております!

ドローンによる
調査提案も承ります！


