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羅針盤を特別寄稿とさせ
ていただきました。
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第二 の人生 の第四ステ ージ がスタ ート

お客さま との
感動ドラマ と価値創造 を

そして、少女の飛び回
る姿と、一緒に遊ぼうと
の誘い。川の向こう岸に
咲く花畑から、おいでお

て、一言では語りきれな

復帰に伴うための、新た 痺の後遺症が残り、半身

これからもお世話にな

なる仕事、特に不動産中 不随の障害者であります。るみなさんに、感謝しな

心の業務に取り組みまし しかし、心は健常者と自 がらご恩返しをするため

にも、
いよいよ「第四ステ

ただ、ここで忘れては ージ」をワクワク楽しく、

た。闘病中の経営者の身 負しております。

には、頭のリハビリにも

院し、その後の社会復帰 動員して、ありのままに

それは記憶の鍛錬の連 するために、ケアマネジ 突き進んでいきたいと思

た業務が中心となり、同 リハビリ施設・ダイアリ 手、買い手、世間の三方

時に、この頃から重要な ーさんとの出逢い・ご縁 よし）の如く、後悔しな

ご恩返しの根幹は、躍

決意でいっぱいです。

会合等には出るようにし がいかに大事であったか い闘争を開始する覚悟と

施設との出会いも一期

てきました。人と会って、ということです。
倒れてからの六年を三 話し、パワーを頂くため

第一ステージでした。

第三の二年間は、結果 癒しの施設です。ハート す。それにはわが社の社

人を繋げるネットワーク 匠がマッチした集団組織 お客さまであるビルダー

その次の二年間が、心 づくり、お客さまとのコ 施設です。そこに働くみ さま、建築会社さまは、

当然一人ではできるも
のではありません。友人
その後Ｃ型肝炎治療を たちの協力を得て、一つ

が多々あります。

感謝と報恩に邁進

ダイアリーさんには感

に、躍進とコラボさせて

ください。担当者が説明

にお伺いします。

最後になりますが、こ

ている女房には感謝して 多くの感動ドラマと、大

第一ステージから第三 もしきれるものではあり きな価値創造をしたいと

ます。

けてみましたが、今もっ の仲間達にも大いに感謝 をよろしくお願いいたし

特に、この頃から職場 て、脳内出血で倒れ、麻 しております。

生のすべてが凝縮してい 謝しました。

この六年間の人生は、人 同時に、改めて周囲に感 ステージへと、簡潔に分 ません。もちろん、会社 願います。今後とも躍進

贅沢なことであります。 人間であると実感すると

歳になります。まったく ました。我ながら強運な 継ぐ責任があります。

目の人生を歩み始めて六 し、再び蘇生させて頂き しながら、後継者に引き 一番私を支えてくれてき ります。お客さまとの数

の愛情にも守られ、二度 肝炎ウイルス除去に成功 す。私には、これを継続 すが、倒れてから今まで、の第四ステージがはじま

こうして、先祖や女房 一年間実施。見事にＣ型 の形ができあがったので 謝の気持ちでいっぱいで れから、我が第二の人生

果でしょうか。

生日なんです。なんの因 ました。

日は、偶然にも母親の誕 手術し無事成功し生還し

定めました。また、この 癌が見つかりました。即 げました。

二度目の人生の誕生日と Ｃ型肝炎が悪化し、肝臓 一連の仕組みをつくりあ 社にも取り入れられる点 ンの仕組みづくりのため

八日は生まれ変わった日。時、以前から患っていた 発信、契約、決済までの 多くの学びがあり、我が を開始して、オンリーワ

いのですが、十一月二十 第二ステージです。この 方、物件情報の入手から いを観察するだけでも、 名を掲げ、住まいの点検

原因は、脳内出血でし としていてもおかしくな 身共に鍛えるリハビリの ミュニケーション、接し なさんの、立ち居振る舞 地域のホームドクターの

本来であれば、命を落

時ごろ、会社で倒れ救急 なのです。

二年十一月二十八日十九 ていること自体が奇跡的 字通り蘇るための蘇生の りのステージです。人と の通り、心の匠と技術の ければ幸いです。ぜひ、

られない月です。二〇一 一命を取り留め、今生き たような気がします。文 を出すための仕組みづく ＆アート（心と技）の名 員一同をフル活用いただ

十一月は私にとって忘れ いたのでしょう。運良く を掴むための山場であっ

ろ六一日となりました。 多分、生死をさまよって 初の二年間が生きる意味 ようにして来たのです。 ダイアリーさんは最適な さまに喜んで頂くことで

二〇一八年も残すとこ いでと手招きをする人達。つに分けるとすると、最 に、極力外へ外へと出る 一会です。私にとっては、進の事業を通じて、お客

病に倒れる

必死で乗り越えた
三つのステージ

丈を述べてみたいと思い、途切れの女房の声です。 せん。

今後についてその思いの 室のベッドの上、途切れ ことだけは間違いありま 続でした。ＰＣを使用し ャーの松橋さんと、通所 います。三方よし（売り

がら、その総括を含め、 るのが、救急車の中、病 な、壮絶な日々であった

一月であることを思いな かすかに記憶に残ってい 自殺も考えてしまうよう ましょう。

今回は、平成最後の十 た。意識が朦朧とする中、いものです。振り返れば、ってこいであったといえ ならないのは、半年間入 そして今までの経験を総

羅針盤
特別寄稿
搬送されたからです。

http://www.yakushin.jp

笠井 輝夫

面 新・不動産業ビジョンの検討を開始

！

面 バザーで「地域のホームドクター」をアピール!
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バザーで 地域のホームドクター
地 元 の 方 を 中 心 に 約 400 人が来場

をアピール！

躍進は十月七日、公益 フォーム相談で、日ごろ りました。
をアピール。ダンスや生

社団法人「やどかりの里」 からお世話になっており、 物販のほか住宅点検の 演奏等のイベントもあり、

障害者生活支援センター 二年前にも参加した経緯 様子を撮影した映像をモ スタッフ一同、日焼けし

ブースによる出店となり のホームドクター」ぶり ました。

主催によるバザーに出店 もあるため、今回は自社 ニターで映し出し「地域 ながら大いに盛り上がり

いたしました。

躍進のブースでは、住 ました。地元である見沼

宅 の 点 検 を ピ ー ア ー ル 区中川地域のみなさまに

里」さまには、工事やリ 来場者は約四〇〇人に上

︵上写真︶
。
「 や ど か り の は回覧板等でお知らせし、

開口部や空いている壁面を補強するだけで

ますます好評！

耐震性がアップ！

トグル制震構法

増 幅 機 構 付 き
油圧制震ブレース
枠

オイルダンパー

日立オートモティブシステムズ（旧トキコ）社製。
半永久的に使用が可能です。

鋳造品ではなく

腕

クレビス（回転支承部）

鍛造品を使用！

お問い合わせは
躍進までお気軽に！
〒３３７―００４３
さいたま市見沼区中川１０６―１

K 048―688―3388
強度に優れた鍛造品を
N 048―680―7615
使用しています。
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鍛造品は、加熱した金属を金型で圧縮、打撃、鍛錬して成形されます。
ｌ=ｙａｋｕｓｈｉｎ-ｎｏ１@ｎｉ
ｆ
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一般的に疲労度が大きい箇所や靭性が必要とされる部分に使われます。 Ｅ-ｍａｉ

石質改質機能材
と

浴室換気乾燥暖房機

す。日本において、鉄筋

十一月は暦のうえでは、ガを洗浄し、汚れや劣化 品として注目されていま
石質表面に「石質改質 コンクリートの寿命は平

立冬を迎えます。本格的 を防ぎます。

な冬はもう目の前に迫っ

ています。そこで、躍進 機能材」を噴霧すること 均で三〇年、良くても五

では、この晩秋から初冬 で高性能強力抗菌と消臭 〇年といわれています。
劣化の大きな原因は、

って持続した抗菌効果を 塩害、凍害、中性化、アル

にお薦めの二大商品をご 作用を発揮。長期にわた

案内いたします。

発揮します。同時に、酸 カリ骨材反応などがあり、

銀の力を応用し抜群
化を防止し細菌類を除去。最悪の場合、コンクリー
の抗菌効果を発揮

そのためカビ、藻、細菌 トに内在している鉄筋が

前 号 で も ご 案 内 し た の繁殖を抑制して、生物 錆びることになります。

「石質改質機能
﹁石質改質機能材﹂は、 劣化や汚染を防止します。し か し 、

早くも大きな反響を呼び、 銀は、六五〇種類以上 材」で劣化を防ぎ、内部
ビ菌などに対する繁殖抑 でコンクリートの寿命を

ご注文、問い合わせが殺 の細菌、バクテリア、カ への水の浸入を防ぐこと

到しています。

一般に、コンクリート

「石質改質機能材」は、制及び殺菌機能が抜群で 延ばします。

銀の力を応用し、コンク す。人体に無害で抗生剤

リート、ブロック、レン のような耐性がまったく はひび割れや破損が発生
ありません。さらに、水 していることが多く見ら
道水の消毒剤、抗菌剤で れます。そうなる前に表
使用する塩素系薬剤より 面の黒カビや汚れなどを
「石質改質機能
数十倍の殺菌力を持ちな 除 去 し 、
護することをお薦めしま

がら、人体にはまったく 材」を用いてしっかり保
影響がないのです。

天井取付
タイプ

特定保守製品

﹁同／脱衣室・トイレ・小

意が必要です。熱いお湯

としても、入浴時には注

とえ健康に自信があった

六五歳以上の方は、た

引き起こします。

などによる突発的な死を

心筋梗塞、くも膜下出血

最悪の場合、急性心不全、

つながることもあります。

患や脳障害などの事故に

り、高齢者の場合、心疾

急変動し、脈拍が早くな

過度の収縮により血圧が

にさらされると、血管の

トイレ、廊下などで寒さ

冬場の浴室の脱衣所や

用意いたしました。

プ﹂
︵右中写真参照︶をご

タ イ プ ﹂︑
﹁天井取付タイ

タイプ﹂
︑﹁同／換気扇連動

部屋用﹂
︑﹁同／換気扇内蔵

浴室にプラス1室を同時換気。
乾燥中でも他室の同時換気が可能。

この機会にぜひ「石質

「石質改質機能材」は 改質機能材」を用い、水

がお好きな方は、脱衣場

と浴室の温度差は一〇度

以上にならないように注

満気味の方、睡眠時無呼

吸症候群や不整脈がある

はヒートショックに要注

躍進では、ヒートショ 意です。

︑は躍進までお気軽に。
で、環境にもやさしい商 晴れている日は違いが分 ・汚染防止、コンクリー イプ／浴室用／防水仕様﹂

秋冬お薦めの二大商品
能と白色化機能の役割を 階段左側の壁に二回噴霧 ・酸性雨の浸透防止、カ ック対策用の浴室換気乾
果たします。人体に無害 し てい ま す︵ 左 上 写 真 ︶。 ビ・藻・細菌繁殖の抑制 燥暖房機として、﹁壁面タ のご注文、お問い合わせ

汚染物の中性化・洗浄機

性化。表面の酸化生成、 洗浄できれいにします。

いまや押しも押され
方、お酒を飲んでから入
の差がはっきり
アルカリ性強化、水、酸 し「エフロ（ 白 華 ）」状 に ︵同左側︶
もしないヒートショ
浴する習慣のある方など
性雨の浸透防止機能を活 なっている場合は、高圧 とします。
ック対策の決定版

トの中性化の抑制、復元 にアルカリ成分が溶け出 右 側 ︶と そ う で な い 部 分

また、銀はコンクリー 生している場合や、表面 分︵ 左 上 写 真 マ ル 部 分 の 実現してください。

流します。コケや藻が発 は撥水加工されている部 ルカリ性強化、白色化を ・動脈硬化のある方、肥

コンクリートの劣化
意しなくてはなりません。
まず、コンクリートの
を抑制し水の浸入を
表面の藻や黒カビを洗い かりませんが、雨の日に トの中性化抑制、復元ア さらに、高血圧・糖尿病
防ぐ

す。

特定保守製品

壁面取 付タイプ

脱衣室・トイレ・小部屋用モデル
浴室用モデル

●電源プラグ（コンセント差込）
タイプ
●電源コード
（棒端子接続）
タイプ

二大商品!

この秋冬
お薦めの

「石質改質機能材」
を噴霧した右側と、
噴霧していない左側の差をご覧ください！

●

2室 同時換気

BF-861RX
BF-861RXR

涼風暖房機：非防水仕様

SDG-1200GS
涼風暖房機：防水仕様

SDG-1200GB
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本

〒３３７-００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６-１

社 K048-688-3388 N048-680-7615
東 京 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8 DFビル2F
営業所 K03-6804-2541 N03-6804-2542
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株式会社

不動産事業

ヤクシンジャパン
関連会社

株式会社

ファーストアローズ

事

業

内

容

ンを期待する声が上がり 中心に検討していく方針

株式会社

関連会社

ニュ
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ス・
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・政
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策・
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い」
が34.8％と上位に入りました。

kWh

住宅用太陽光発電につ

ヘアケア用品などで雑然としやすいのを反映して
「掃除がしにく

）とする

は、断熱性が不足しているためと考えられます。
また、石けん類や

です。

洗面・脱衣室への不満で最も多かったのが「冬場はとても寒
い」38.6％で、次いで「湿気がこもりやすい」38.0％でした。
これ

kWh

（4）

ました。

約半分」
と答えた人も10.6％いました。

kWh

二〇一九年度分まで提示

脱衣室の広さを聞いたところ、
「畳約1.5枚分」28.4％が最も
多く、次いで「畳約1枚分」23.6％という結果になりました。
「畳

太陽光発電コスト低減
いては、買い取り価格が
加速へ 方策など検討

34.9％でした。
「ハンドタオルやバスタオル」21.0％、
「清掃用品
（ぞうきん・バケツ・シューズブラシなど）
」
15.5％と続きました。

領域も含め、「不動産業」 交換では、不動産業だけ

収納スペースが「足りていない」
と答えた人が、
しまいたいけれ
どしまえない物で最も多かったのは「着替え（パジャマ・下着）」

の定義そのものから見直 の議論でおさめるのでは

納量に不満を持っていることがわかりました。

太陽光発電などの再生 （出力制御対応機器設置

人が洗面・脱衣室に収納スペースが「どちらかと言えば足りてい
ない」
「まったく足りていない」
と回答。約半数が洗面・脱衣室の収

なく、未来投資会議など

満についての調査結果を発表しました。
それによると、47.6％の

計画では、再生可能エネ います。別の有識者会議

LIXIL住宅研究所（東京都江東区）はこのほど、20代・30代の
既婚女性500人を対象に実施した「洗面・脱衣室」の使い方や不

十月五日の部会では、 日本全体の経済戦略とも 可能エネルギーの買い取 義務なしの場合二四円／

LIXIL 住研調

しを図る方針です。

関東の既婚女性7人にインタビュー調査を実施しました。

新・不動産業ビジョン の
検討 を開始 国交省

調査対象は10地域（25都道府県）の一戸建て持ち家居住者。
回答者は20代から60代の既婚男女1229人。
また、訪問調査で

不動産業界関係者から ルギーを主力電源化して では、二〇二五年度から

2.8度高くなっています。

測からくる閉塞感を打破 り、その実現に向けたコ み（一一円／

起床時の居間・食堂の室温が、調べなかった人の住まいより平均

、同ありの場合二六円

人の満足度は38.4％と、満足度に40％以上の差があることがわ
かりました。実際、温熱性能について調べた人の住まいでは、冬の

国土交通省は、人口減 が持続的に発展していく 国交省が新ビジョンの骨 連動して検討していくと り価格などについて検討

また、住宅検討時に温熱性能について「かなり調べた」
「 調べ
た」人の満足度は81.1％、
「あまり調べなかった」
「調べなかった」

少や急激な高齢化など社 ための施策の方向性や具 子イメージを提示。今後 いう方向性を確認してい する有識者会議「調達価 ／ ）されています。ま

いる傾向が高いことがわかりました。

会・市場の変化に対応す 体的な施策などを盛り込 の不動産業の目指すべき ます。その際、新しい業 格等算定委員会」が十月 た、蓄電池と組み合わせ

％でした。これらのことから、温熱性能が高い住まいに暮らして
いる人ほど、無理のない家事や行動、無駄のない空間利用をして

策定方針に関する意見 するような新しいビジョ スト低減の推進強化策を 方針が示されています。

「寒くて使えない、使いたくない部屋やスペース」
がある人の割
合は、温熱性能が低い住まいでは35.7％、高い住まいでは27.4

応、④都市部・地方部そ 摘していました。

に対し、
高い住まいでは44.1％と5割を下回っていました。

る新しい不動産業ビジョ むことになります。従来 姿として、①社会のニー 態の創出も含め、新たな 一日開かれ、今年度の検 ながら自家消費モデルを

寒さを解消するために
「起床時はすぐに暖房機器でリビングを
暖める」人の割合は、温熱性能が低い住まいでは69.4％だったの

ンの策定に取りかかりま 型の不動産業にとらわれ ズに対応した質の確保、 不動産価値を創造してい 討方針が確認されました。進め、ＦＩＴ制度からの

20.5％となり、
約18ポイントの差となりました。

した。十月五日、社会資 ず、他産業との連携や他 ②生産性向上への対応、 くという視点での検討の 七月三日に閣議決定され 自立化を図っていくこと

の入浴を「億劫だ」と感じている人についても、それぞれ38％、

本整備審議会の不動産部 産業の事業領域への拡張 ③グローバル社会への対 必要性を複数の委員が指 た第五次エネルギー基本 が基本的な方針となって

は32.3％と約25ポイントの差があることがわかりました。冬季

不動産の開発・分譲業、れぞれの持続的成長を支

冬季の入浴時に「寒さで震えることがある」
と回答した比率は、
温熱性能が低い住まいでは57％だったのに対し、高い住まいで

流通業、管理業、賃貸業と える―の四つの方向性を は、構造的な需要減少予 いく方向性が示されてお 二七年度に卸電力市場並

温熱性能が高い住まいに暮らす人ほど、冬季の家事行動を
「億劫
に感じる」
比率が低いことがわかりました。

会での審議を開始。二 〇 も 含 め て 検 討 し ま す 。

環境の実態と満足度」調査の結果を発表しました。それによると、

一八年度中の策定を目 指

大学東京、駒沢女子大学と共同で実施した第4回「住まいの温熱

新ビジョンは、二〇 三 い っ た 従 来 の 枠 組 み に 加 示 し ま し た 。

旭化成建材（東京都千代田区）快適空間研究所および旭リサー
チセンター
（東京都千代田区）
ハビトゥス研究所はこのほど、首都

します。

温熱性能が高い住まいほど家事が
「億劫でない」
傾向 旭化成建材など調査

洗面・脱衣室の収納スペース
「足りていない」47.6 ％

躍進

月刊 住宅情報誌
〇年頃に向けて不動産 業 え て 、 証 券 化 な ど 新 し い

2018 年（平成 30 年）11 月 1 日（木）

防水工事：ＦＲＰ、ウレタン、塩ビシート、
ゴムシート、アスファルトシーリング、注入、
ピンニング、シングル葺き
木材保存工事：床下点検、シロアリ駆除
及び予防、調湿剤、床下換気 等
塗装工事：各種塗装
外部点検：屋根、陸屋根、バルコニー、
外壁 等診断

