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四大事業

後援会の会長として、姿勢にふれるたびに、 とつが、自分にとって

ロンドン五輪近代五種 「目標は達成すること の知識向上、力をつけ

競技の代表・黒須成美 に意義がある」と改め てくれる成長のための

躍進にも若手社員が す。まさしく自己成長

選手を応援するため、 て感じ入る次第です。 訓練の場でもあるので
現地まで駆けつけまし

た（詳細は二面参照）。 たくさんおります。そ のための実践道場なの

！

このように、課題、

につながる結果を残せ、希望を抱き、熱い志を

順位については、次 うした青年たちは、夢・です。

その健闘を大いに讃え 胸に秘め、日々の努力 問題、障害は宝の山な

躍進では、一昨年より

ォーム総合提案『足場パ ォームに用いられるウレ 高 弾 性 の つ や 消 し 塗 料

たいと思います。成美 を積み重ねることが大 のです。しかし、何故

それを知らずに、目を

制震装置の四大事業が含 ンまわりには「サンドイ

励んでいま

既に練習に

事です。

たいない

次の大会を見据えて、 いる途上で、数多くの でしょうか。実にもっ

目標達成に向かって 背けて逃げてしまうの

まれ、パック商品として ッチ工法」を用いること 一〇〇％シリコーンコー

す。そして、

ジャネイロ大会、その

選手は、次回のリオデ 事です。

ゴム）もラインナップ。 ル』をご案内しておりま

ペーンが始まります。
『足場パック』には、

により、ガラスマット、 ティング材『バッファー

必ずやメダ

来月以降の見込みの芽も発掘しているか？

昂に何事

にも挑戦

ると、決し

て忘れない

こうした

でください。

ことを踏ま

えて、青年

たちよ。躍

進の目標達

成七か条を

実践してみ

てください。

『足場パック』のオー

❼ 毎月達成のために、刈り取りと同時に、種まきもする。

●躍進のコアコンピタ

意気軒

ド レ ン 、 ガ ラ ス マ ッ ト コート』は、鉄、亜鉛、

ル獲得とい

すべて１人で何とかしようとするな！

ンスであるＦＲＰ防水

❻ 難しい目標なら、早めに周囲の助けや知恵を借りる。

ご提案しております。

（二層）に挟み込み、樹 合金、アルミ、ステンレ

う目標を達成すると述 課題、問題、障害に直 し、執念をもって挑み、

戦いきることが、目標

笠井輝夫
ス、銅、コンクリート、

㈱躍
進
代表取締役

各種シート、各種常乾塗

ただ訪問すれば、いいものではない！

脂で包み込みます。

❺ 多くの知恵を出し、多くの工夫を重ねているか？

躍進のコアコンピタン

毎朝、目標を見直して、行動計画を立てよ！

しかし、その一つひ 達成につながる事であ

面します。

❹ 何の目的で、どこに訪問し、どういう商談をするのか？

●健全な床下で

成美選手のこうした

べています。

ゴールから考える逆算思考をもて！
❸ 年間目標から、月間目標、週間目標と割り出していく。

長持ち住宅に

木材保存には、防蟻薬 水系遮熱塗料『アドマク
剤に除虫菊から抽出した ールペイント』は、真珠
天然ピレトリンを主成分 状微粒子が光、熱、紫外
とする薬剤を用いている 線を効率よく遮断します。
する水系無機有機複合塗

ため、人に優しく蟻に厳 細かい粒子が汚れを防止
しい効果を与えます。

また、不要な水分によ 料『スーパー無機ガード

目標は、100％達成で当たり前！
❷ 99％の達成では無意味。最後まで、執念を持ち続ける。

ダ ン パ ー 』 は 、 を用いて開発された制震 建物の揺れを大幅に抑制
―

高い目標こそが、自分を成長させる！
❶ 達成しやすい、まあまあ目標を設定していないか？

（ショックアブソーバー） て 効 果 的 な 機 能 に 加 え 、 照）。

い合わせは躍進まで。

モータースポーツの技術 装置です。制震装置とし し ま す （ 詳 細 は 四 面 参 タムキャンペーンのお問

『ＳＳ

木造住宅用制震装置

技術を応用

●モータースポーツの

って繁殖する木材腐朽菌 Ｚ』も好評です。
を発見し防腐措置を施し
ます。飛騨炭マット、床
下換気扇なども敷設し、
床下の調湿も行います。
●塗装の新商品が
次々にラインナップ

目標達成
❼か条

スであるＦＲＰ防水をは
じめ、商業ビルや集合住

http://www.yakushin.jp

る被着体へ付着します。

料、ＦＲＰなど、あらゆ

優れた付着性を有する

防水、木材保存、塗装、 Ｙを標準施工とし、ドレ をご提案しております。

ＦＲＰ防水は、２ＰＬ すが、続々と新しい商品

ック』のオータムキャン タン、シート防水（塩ビ・『ビュークリーンウォー

今月より、躍進のリフ 宅などの大型物件のリフ

防水︑
木材保存︑
塗装︑
制震装置 が益々充実

足場パックの

「足場パック」
オータムキャンペーン

躍進

頒価：210円（送料込み）

笠井 輝夫

住 宅
情報誌

発行所

価値ある
価値ある
「安心
環境」
を創造する
を創造する
価値ある
「安心・
・空間
空間・
・環境」
を創造する

埼玉県さいたま市
見沼区中川１０６-１
０４８・６８８・３３８８
０４８・６８０・７６１５

₂面 黒須成美選手の健闘を讃える！
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笠井社長が自らのFacebookに書き込んだ、
成美選手の健闘を讃えるコメントと
応援に対する御礼。
日本で応援して下さった皆様‥大変に有難うござい
ました。
馬術競技での落馬と言うアクシデントに見舞われ
ましたが、すぐさま馬に飛び乗り最後迄ベストを尽く
しました。馬術競技からラン射撃に移動する際に、ド
クターストップがかかりましたが、本人の最後迄やり抜
くとの強い意志により、痛み止めの注射を打ち、最後
の種目ランと射撃に立ち向い・最後迄競技を全力で
やり切りました。よく競技をやり切ったと褒めてあげ
たい。
成 美 選 手は、このロンドンがスタート地点であり、
３大会先を視野にいれメダルを取るという目標を定め
ております。どうか、今後共、黒須成美選手を暖かく
見守って頂き、応援してくださるよう、心よりお願い申
し上げる次第です。
皆様のご声援、そして後援会の皆様のご支援ご声援
有難うございました。

黒須成美選手の
健闘を讃える！
ロンドン五輪
近代五種競技
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五輪出場の近代五種競技

試合も終わり晴れやかな表
笠井社長は、自らが後
情の成美選手（写真右）と笠
援会長を務めるロンドン
井社長（写真左）。

代表・黒須成美選手を応

援すべく、八月十二日現

地まで駆けつけました。

結果は、乗馬の種目に

おいて馬のコンディショ

ンが悪く、落馬というア

クシデントに見舞われ三

四位となりましたが「今

後につながる貴重な通過

点として、大いなる一歩

となった」と成美選手の

健闘を讃え賞賛しており

ます。成美選手、お疲れ

さまでした！

成美選手の活躍を報じた読売新聞茨城版
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Final Event of the Games Concludes With a Roar
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Narumi Kurosu of Japan w as the last
finisher in the last discipline of the last
event of the Games, but the British
crow d cheered for her nonetheless.

Latest Results: Modern Pentathlon
Womenʼs
●1 Lithuania
Lithuania Asadauskaite ●2 Britain
Britain Murray ●3 Brazil
Brazil Marques

M enʼs

In east London, workers and performers
SHARE
were feverishly setting the stage for the
PRINT
closing ceremony of the 30th Summer
REPRINTS
Olympics, which would begin in less than
three hours. Kurosu, 20, of Japan, was
about to complete her first Olympics in 34th place out of 36
competitors.

Buy Sports Ti

The boisterous and baldly partisan British crowd, which had spent
the down time between the women’s show jumping and the
combined running and shooting phases at Greenwich Park waving
Union Jacks of all sizes and performing the wave, stood and let out
a roar that sounded like a subway car passing through.
The noise startled the diminutive Kurosu, who glanced around,
looking for the nearest Briton. Samantha Murray had finished a
few minutes earlier and was accepting congratulations from other
competitors for winning the host country’s 65th medal, a silver, but
she had momentarily ceased to be the object of the crowd’s
affection.
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成美選手の活躍を報じたニューヨークタイムズの
記事。観衆が成美選手に拍手をおくる様子や、成
With the London Games entering the home stretch, the fans put
美選手が落馬した馬と同じ馬に騎乗した選手も不
their collective voice behind Kurosu, the last finisher in the last discipline of the last event. “I figured
調に終わったことなど、
公平な視点で記事は書か
out they were cheering for me,” she said through an interpreter. “I was very grateful. It was a special
moment.”
れている。
●1 Czech Republic
Czech Republic Svoboda ●2 China
China Zhongrong ●3 Hungary
Hungary Marosi

Kurosu fingered her earrings as she spoke. They were horseshoe studs, a good-luck gift from her
mother. Of the five disciplines that make up the modern pentathlon — fencing, swimming, riding,
shooting and running — the equestrian show jumping phase is Kurosu’s favorite, though it was her
main misery on Sunday.

As Kurosu climbed back on the horse, she said she thought of the people in her hometown,
Shimotsuma City in Ibaraki prefecture, who have had to figuratively do the same after the area
sustained extensive damage in last year’s 7.4-magnitude earthquake and subsequent tsunami. “I
wanted to finish to be an inspiration to them,” she said.
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A coach in South Korea became aware of her predicament and extended her an offer to train
alongside his athletes. Within two weeks, Kurosu had relocated to South Korea. Soon, she secured an
Olympic berth at the Asian Championships.

設 計 事 業 設計
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The facilities where Kurosu trains were rendered unusable by the earthquake. She was resigned to
not competing for a 2012 Olympic berth when assistance came from an unlikely place.
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She drew an obdurate horse, Zafira, which threw her early in their trip around the course and twice
refused to go over jumps, causing Kurosu to topple in the standings. The Russian Evdokia
Gretchichnikova, who is ranked 16th in the world, drew the same horse and dropped to 35th place
over all.
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By KAREN CROUSE
Published: August 12, 2012

LONDON — By the time Narumi Kurosu entered the ring for the final
meters of her run in the women’s pentathlon Sunday, her native Japan, as well
as Cuba, Britain, Kazakhstan, Lithuania, Russia, Uganda and the United
States, had already struck Olympic gold.
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行を目指します。

ロ・エネルギー住宅の建

四六件の応募があり、

同事業はあらかじめ設

優れた技術開発を支援す

設を支援する補助金制度 新規一三件を含む三三件 定された課題に関する、

エネルギーの効率的利用 円／年・件を限度に費用

課題別の採択件数は、 るもの。国費五〇〇〇万

「住宅のゼロ・エネルギ が採択されました。
ー化推進事業」の採択結

二七〇一事業者から一 に関する技術が一〇件、 の二分の一以内を補助し

年度が二〇一三年度であ 万四七二八戸の応募があ 省資源・廃棄物削減の技 ます。

年内にも告示の公布、施 基準」については、目標

も最終案をまとめる予定。 「住宅トップランナー 果を発表しました。

ントを経て一〇月中旬に ます。
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省エネ基準見直し
国交・経産省が原案を提示

エネルギーの効率的利

した。

断熱性能については、 ることから、原則として り、うち一三二〇事業者 術が七件、安全性の向上
省エネルギー基準の 適 組 み で 、 床 面 積 な ど 個 別
●建設業者による新
合義務化に向け、具体的 の建物の条件も反映でき 性能を表す「ものさし」 現行基準を維持する方針。一三二〇戸を採択しまし に関する技術が一六件で
築住宅 保険加入
が五三・二％
応募が予算額を大幅に

として、これまでの「Ｑ ただ、改定後の基準での た。

上回ったため、一事業者 用に関する技術では、金

住宅については断熱性 値」ではなく、外皮の平 計算も選択できるように

な検討が始まりました 。 る よ う に し ま す 。

あたり一戸とし、予算の 子建築工業と東京大学が 住宅瑕疵担保履行法によ

国土交通省と経済産業 省

は八月二十一日、省エネ 能の基準を設ける考えで 均熱貫流率による基準を していく考えです。

国土交通省は八月七日、

ルギー基準の見直しに向 す。案として示された性 採用する考えです。
けた有識者による合同 会 能 水 準 は 、 次 世 代 省 エ ネ

国土交通省は8月9日、
「サービス付き高齢者向け住宅」
の
整備に対して建設費などの一部を補助する事業の応募・交
付申請の受け付け期間を2013年2月末まで延長すると発
表しました。
これまでの受け付け期限は今年11月末でした。
サービス付き高齢者向け住宅は、建物に対する一定の性
能と見守りサービスなどの指定されたサービスを提供する
高齢者向けの住宅。条件を満たす住宅を登録し情報を開示
することを要件に、
補助金を交付し整備を進めています。
なお、期間内でも予算の執行状況によって前倒しで締め
切ることもあります。

８割が自家発電に関心 マーケティング会社が調査

た。

近畿大学による太陽熱を から二〇一二年三月三一

戸で、
このうち、
建設業者

省資源・廃棄物削減の による引き渡しは三二万

技術では、結設計と岩手 四 一 二 三 戸（ 二 万 四 八 四

部材を使った工法や、榊 一 万 一 〇 五 〇 戸（ 六 二 四

でした。
住建、昭和住宅、ナガイ、八事業者）

六・八％）、「保険への加入」

安全性の向上に関する を選択した戸数は一七万

されました。

二ポイント上昇しました。

の採択結果を発表しまし 技術など五件が新規採択 べ保険加入の割合が二・

先導技術開発助成事業」 液状化抑制工法に関する 〇日の前回の基準日に比

援する「住宅・建築関連 Ｓコンサルタントの地盤 でした。二〇一一年九月三

の先導的な技術開発を支 技術では、アクパドとＫ 二 四 八 九 戸（ 五 三・二 ％ ）

政策課題に対応するため

住宅・建築物に関係する 択。

国土交通省は八月九日、工法などを新規で四件採 は一五万二六三四戸（四

●住宅
 分野の
建設業者が引き渡した
ユアオプト、東京都市大
先導技術開発助成、
学が取り組む接合金物と 新築住宅のうち、「保証金
一三件を新規採択 断熱パネルによる省力化 の供託」を選択した戸数

おります。

募集の予定はないとして 複数回利用する木材住宅 業者による引き渡しは一

、
宅地建物取引
また、国交省は、二次 県森林組合連合会による 一事業者）

います。

択されているといわれて

一二〇％以上のものが採 択を受けました。

エネルギー削減率が概ね テムなど三件が新規で採 築住宅は四三万五一七三

同省によると、今回は、利用した低温床暖房シス 日までに引き渡された新

国土交通省は八月一〇 いうことになります。

た事業者から採択したと ルド、ケー・アイ・エス、 二〇一一年一〇月一日

●国交省ゼロ・エネ
範囲内で、エネルギー削 取り組む地域型ゼロエネ る新築住宅の引き渡し届
また、エネルギー消費
住宅補助
減率の高い計画を提案し ルギー住宅や、ウッドビ 出状況を公表しました。
採択事業者が決定

相当。九月上旬までとい 居室やその他の居室、非

議を開き、改正内容の原 基準（平成十一年基準） 量を適切に捉えるため、

案を提示しました。

一次エネルギー消費量 う短期間で集中的に審議 居室など、部屋の用途な

サービス付き高齢者向け住宅補助、
応募期間など延長

をベースにした新たな枠 を行い、パブリックコメ ども評価できるようにし 日、中小工務店によるゼ
マーケティング会社のCyberCasting&PR（東京都渋谷
区）が行った調査の結果によると、約8割の人が自宅での発
電に興味を持っているとしています。
この調査は、全国の男女計1032人に対してエネルギー
意識に関する意識を調べたもので、電力供給を既存の電力
会社に頼らず、自宅で発電することについて聞いたところ、
「興味はあるけれど現在利用していない」
という人が72.9
％、
すでに利用している人を含めると約80％の人が興味を
示しているといいます。
また、原発事故以来、環境や人体への影響に不安を感じ
ている人が約70％、電気料金の値上げなど経済的な負担へ
の不満を感じている人は50％強おり、電力会社によるこれ
までの電力供給システムへの依存に不安を感じる人は70
％以上でした。
今後のエネルギー政策については、86％以上が現状より
原発比率を下げて、再生可能エネルギーやコージェネなど
の分散型発電へ移行することを支持しているといわれてい
ます。

2012 年（平成 24 年）9 月 1 日（土）
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躍進では現在、木造住 厳密な外径寸法に研磨し、
ダ 信 頼 性（ 摺 動 性、耐 食 性 ）

―

素材も高張力の自動車用
ダンパ を、更 に 外 径 の サ イ ズ ア

―

ンパー』の登録店を募集 を向上させております。

宅用制震装置『ＳＳ

今回は、『ＳＳ

しております。

長期間に渡って、高性

ー 』 の 製 品 化 に あ た り 、 ップを図り採用しており ⑥漏れのない構造

確保）
。
その「こだわり」
の内容に ます（強度の向上、
能を維持できるよう、単
筒構造を採用しておりま

振性能を発揮します。
過大にならない制振
大きな揺れ、大きな入

（減衰力）
特性

が発生しません（接合部

ないよう、過大な減衰力

く（輸送中・作業中の不 を生じない専用設計を採 筋交いなどに損傷を与え

膜厚が厚く、剥がれ難 す。また、オイル漏れ等 力に対しても、柱・梁・

④シリンダー（本体）

ついてご説明いたします。

耐久信頼性
「二〇年保証」
慮の衝撃などに対して）、用しております。

長期間の耐候性能を持 長期間下地の保護性能に

①オイルシール類

高い品質を長期間保つ 梁の取付部に損傷を与え

つ、ビルや橋梁で実績の 優れる粉体塗装を採用し ⑦ Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ に抜けが生じたり、柱や

ある特殊素材を利用し、 ております。外観も綺麗

木造建築用部材として専 な仕上がりを示しており ため、品質管理を徹底し ることがない）。

用設計しております。過 ます（自動車用サスペン ています。制振装置の一

ーを貼付して出荷してお

を残し、シリアルナンバ

酷な耐久試験が実施され ション・スプリングの技 本一本、完成品検査履歴 ⑩繰り返す余震にも制振
性能を持続

ている自動車用オイルシ 術を応用）。

造時期、出荷時期、単品 接合部が緩んでいきます。
繰り返しの振動エネルギ
ーを何度でも、制振性能

躍進

を落とさず吸収するため、
建物の強度を維持し続け

ダンパー』
―

ダンパー』登
―

では

数々の商品を常時
取り揃えております︒
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千葉（営）
T E L.04-7162-7734
FAX.04-7162-7735

T E L.03-6804-2541
東京
（営）
FAX.03-6804-2542

東 京 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8 DFビル2F
営業所 03-6804-2541 03-6804-2542

ヤクシンジャパン

048-688-3388 048-680-7615

T E L.0466-41-3006
FAX.0466-41-3007
神奈川
（営）

各営業所：神奈川、埼玉、千葉、水戸、土浦、栃木、仙台

耐震工法の住宅も、振

ールをはるかに上回る高

ります（総ての製品の製 動を続けることで徐々に

難く、また柱や梁などに

優れた制振性能

応力解析により、壊れ 性能の確認が可能）。

（取付ブラケット）

性能のオイルシール類を ⑤アタッチメント

採用しております。

②作動油

家屋の寿命と同じだけ 損傷を与えない、適正化

二〇℃ ～ 八〇℃

⑧温度保証 … マイナス ることができます。

長寿命に耐えられる特殊 が図られています。

オイルを採用しておりま

このように、耐震工法

『ＳＳ

の木造建築でも優れた制 までお気軽に。

小さく抑え込んだ高剛性 録店の問い合わせは躍進

の建物、揺れ（変位）を

耐震工法、二×四工法 いらっしゃいます。

ら即座に減衰力を発揮 ている工務店さまも多数

小さな
（僅かな）
揺れか を標準仕様として提案し

的 で 、『 Ｓ Ｓ

⑨木造建築に適した制振 と併せて設置すると効果
（減衰力）
特性

す。作動油は マイナス

二〇℃から二〇〇℃オー
バーの温度にも対応でき、
使用環境温度 マイナス
しております。

二〇℃ ～ 八〇℃ を実現

③ロッド（シャフト）
厚めに付けた硬質クロ
ムメッキを、更に平滑で、

躍進

仙台（営）
T E L.022-781-3288
FAX.022-781-1066

工 事 事 業 防水 木材保存 外壁・屋根 塗装 地質調査・改良
提 携 先
基礎・スーパーエアドーム工法 建て方・大工
弁護士／公認会計士／税理
リニューアル・リフォーム オール電化 太陽光発電
士／司法書士／ファイナン
営業所の所在地
プレカット事業 プレカット 建て方 大工工事
シャルプランナー〈ＣＦＰ・ＡＦＰ〉
設 計 事 業 設計 商業施設 インテリアコーディネーター
（プランニング・施工）
不 動 産 事 業 不動産売買・仲介 不動産再活（再生・活用）・リニューアル
ファイナンシャルプランニング コンサルティング業務（目的／資産価値の最大化／
相続対策／資産運用／事業承継対策／Ｍ＆Ａ／住宅ローンアドバイザー／不動産管理）

土浦
（営）
T E L.029-804-3388
FAX.029-804-3399

本社 埼玉
（営）
T E L.048-688-3388
FAX.048-680-7615

株式会社

（b）


水戸（営）
T E L.029-303-1788
FAX.029-303-1789

栃木
（営）
T E L.028-652-7307
FAX.028-652-7308

をクリックして下さい。

検索

躍進

東北地区もエリアにおさめ
「百年企業」としての
機動力を確保！

躍進

関連会社

〒３３７-００４３ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６-１

社

本

（a）


お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

株式会社

登録店募集中！
が
「こだわり」
高品質を生む

（4）

躍進
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木造住宅用制震装置 ＳＳ-ダンパー

