
　この度の熊本・大分の地震でお亡くなりになられた方々にお
悔やみ申し上げます。被災された方々も大変だろうと思います。
　震度7を記録する大地震が起きました。NHKニュースでは
こう解説していました。「専門家の中には今回の一連の地震活
動を受けて、『すでに西日本が巨大地震前の地震の活動期に
入ったのではないか』という指摘も出ています。『活動期に入った
かどうかは　巨大地震が起きてからしかわからない面がある。た
だ、熊本だけでなく西日本のほかの地域でも今後、同じように
マグニチュード６や７クラスの地震が起きる可能性があることを
考え、南海トラフの巨大地震への備えとともに、内陸地震への
備えも進めていくことが重要ではないか』と話しています。一方

下関市には菊川断層があります。上の地図は地震調査研究
推進本部が平成25年に公表したものです。予想されるマグニ
チュードは7.6程度とされ、今回熊本で動いた「布田川日奈
久断層」と同じ数値になっています。（発生するかどうかは熊本
の３％以上にくらべ菊川の方がかなり低い）
万が一に備えて食料品や水の備蓄をしたほうがいいと思いま
すので、一週間分をめやすにして今のうちに買い揃えておくとい
いでしょう。
■ネット時代の情報管理

多くの人がスマホを持つようになり、LINEなどのSNSアカウン
トを利用する人が増えるにつれて、ネット上でのデマの拡散も頻
繁におこるようになってきました。未確認情報を見検証のまま発

信したり、伝言ゲームのように誤った情報を勘違いしたまま送信
するとデマに加担することにもなりますので注意が必要です。
個人的に私がしているデマを見極め方法は次の３つです。
①「どこの誰」が言った言葉なのか確認できない場合はデマ

②←スクリーンショットで回って
くる情報はほぼ100％デマ
③発信元の日頃の言動が怪
しく陰謀論や旭日旗アカウント、

（首長を呼び捨てにしたり、言葉遣いが乱暴で不安を煽る文
章が多いアカウント）この三つに注意していれば、自分が嘘の
情報やデマを拡散しないですむと思います。不審者情報などは、
警察発表でない限り 100%嘘だと考えて間違いありません。い
ろいろな情報が流れてくるのでデマに加担しないように注意した
いものですね。　　　　　　　　　金子義亮
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がんばれ！

設備店さん
快適な暮らしは快適な現場作業から

営業時間　祭日も営業中　
月曜日～土曜日　朝 8時～夕方 5時　

祭日　朝 8時～ 12時（午前中のみ）

（祭日の配達業務は行っておりません）
日曜日は休業日とさせていただきます。
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金子商会はお客様に

三つのゼロをご提案

・在庫コスト　ゼロ

・現場待ち時間　ゼロ

・現場の不満　ゼロ

リスク管理と情報管理

大型連休　営業日のお知らせ

　　４月２８日（木曜日）　通常通り営業

　　４月２９日（金曜日）　休業

　　４月３０日（土曜日）　通常通り営業

　　５月１日　（日曜日）　休業

　　５月２日　（月曜日）　通常通り営業

　　５月３日　（火曜日）　休業

　　５月４日　（水曜日）　休業

　　５月５日　（木曜日）　休業

　　５月６日　（金曜日）　通常通り営業

以上の日程で営業いたします。

今回ツイッターやフェイスブックで今回ツイッターやフェイスブックで

出回ったデマ画像の一部出回ったデマ画像の一部

http://kanekoshoukai.net/


建築設備の基礎知識
現在世界ユーザー数

が２億人を超え日本

国内でも利用者数が

５８００万人以上と

言われる LINE。 

金子商会でも、利用

されるお客さまが増

えてきました。ＬＩ

ＮＥを使っての問い

合わせも毎日のよう

に頂いています。電

話と違って文字や画

像での情報交換がで

きますし、ファック

スよりも使い勝手が

いいので重宝してい

ます。先日は利用していた端末が故障してアカウ

ントを利用できなくなってしまったので新しいア

カウントを取り直しました。ご迷惑おかけします

が、新しいアカウントに登録を変更していただけ

るようよろしくお願いいたします。

「品番がわからないので写真送るから調べて欲

しい」というものが多いので、今回は、ちょっと

した撮影のコツを書こうと

思います。

撮影アングルについて

右の写真ですが、シング

ルレバー水栓を真正面から

撮影しています。この方向

だと、ちょっと形式が分か

りにくいですね、

そこで次の三つのポイン

トを押さえて撮影するといいでしょう。

１．方向は斜め上から

２．いろいろな角度で撮る

３．何枚も取ると良い、十枚以上様々な角度で

デジカメの場合、フィルム式カメラと違い枚数

を気にする必要がないのでできるだけたくさん、

様々なアングルで撮影するといいでしょう。３枚

とはいわず５枚・１０枚と撮影して全部送ってい

ただければ、早く回答できると思います。（スマ

ホから送信する場合は通話料が高くなる場合があ

ります、ご注意ください）

最近のスマホのカメラ

は感度がいいので、フ

ラッシュを使わない方が

いい場合が多いのです。

モニターで画像が確認で

きる程度の明るさであれ

ばフラッシュを使用しな

くても大抵ＯＫです。

写真は１枚だけではなく、

これらの例のようにいろいろな方向から身体を

移動して撮影することをおすすめします。

　悪い例としてはピンぼけ・手ブレ写真。対象

物までの距離が遠すぎ

てなんだかよくわから

ない写真。近すぎてな

んだかわからない写真

もオススメできません。

ＬＩＮＥで写真を送信

LINE で写真を送る手

順を書いておきま

すので参考にして

みてください。

　まずトーク画面

の左下にある

「＋」をタップし

ます。

　メニューが開き

ますのでその中か

ら「写真を撮る」
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色々な方向から角度を色々な方向から角度を

変えて撮影するとグッドです変えて撮影するとグッドです



をタップします。

「アプリケーションを選択」と

表示されますので「カメラ」を

ここではタップします。

カメラアプリが

起動したら写し

たいものに方向

を合わせて

シャッターボタ

ンをタップ。

撮影が終わったら画面が変わり

ますので「送信」をタップしま

す。

　これで写真が

相手のＬＩＮＥに送信されて表

示されました。

■位置情報を送ってみよう

　新築現場などでは、住所がな

いときがある

ので配達場所

を指定するの

に一苦労。そ

こで便利な機能が「位置情報の

送信」です。

　まずトーク画面左下「＋」を

タップします。メニューが表示

されたら「位置

情報を送信」を

タップします。

地図が表示されますが、そのま

まだと現在地が少しずれている

ことがあります。「＋」をタッ

プ（５回くら

い）して現在

地にズームイ

ン、地図を拡

大表示します。

ポインタの位置を合わせ終え

たら「この位置を送信」を

タップします。

　トーク画面

に位置情報が

表示されます。この旗マーク

付きの文字をタップすると地

図が表示されるようになりま

す。

　この「位置情報の送信」は配

達して欲しい場所の説明や、物

品の大まかな置き場所を指示す

るときに便利な

ので、ぜひマス

ターしてくださ

い。また、使い

方がわからない

時は、弊社まで

お問合せしてい

ただければ、ア

ドバイスいたします。

他にも手書きのメモを写真に

撮ってそのまま送信するという使い方もあります。

いろいろためしてみましょう。

2年前に紹介した

SFAの圧送ポン

プ式トイレをダイ

ワ化成が取扱うこ

とになりました。

弊社でも販売いた

します。

　SFAの圧送ポ

ンプはVP25の

塩ビ管を利用して

横に最大 110メートル、上に最大7メートルの

配管が可能です。以下のような困ったを解決しま

す。

・介護・リハビリ用のリフォームとして寝室に

・地下や排水勾配が取りにくい場所に

・下水道配管や浄化槽が遠くにある場所に

施工するのが難

しかった現場でも

対応できることが

多いので、一提案

として覚えておい

て損はないと思い

ます。
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　現場の写真・位置

　情報など、お気軽に

　こちらからどうぞ→ 　　

　　　金子商会

　 LINEアカウント ID
 　 kanekoshoukai2

　ダイワ化成が『圧送ポンプ式

　　　どこでもトイレ』を取扱い開始



金子商会からのお知らせ
■第２回ミヤコ軒下展示会のご報告

４月７日に行
われた「ミヤコ株
式会社の店頭
展示会では多
数のご来店あり
がとうございまし
た。
今回は、当日

問い合わせの多かった製品を再度ご紹介いたします。
■ドレン排水用シールパッキン　EJD14 
　既設の配管にエコジョー

ズやエアコンのドレン接続をす
るときにコーキングでするよりも
仕上を綺麗にできます。ドレ
ン管はフレキ管 Φ16、ドレン
ホースΦ14、VP13が使用
できます。ゴム製で色は黒に
なります。

■排水アダプタ　M135PV
S・Pトラップ、ツバ付直管などの排
水管と塩ビ管との接続継手です。
アジャストパッキンと締めナットにより
洗浄管をしっかり固定。塩ビパイプと
の接続には接着剤を使用します。
付属のスリーブを外すことで VU パイ
プだけでなく VP パイプに使用するこ
とができます。
　金子商会はこのような展示会を今

後も定期的に行う
予定です。実際に
どんなものか触って
みたい製品があり
ましたら対応して
いきますので、よろ
しくお願いします。
このコーナーでは、

金子商会に常時
在庫している部材や取り寄せ可能な資材を紹介しています。

他にも取り扱い・お取り寄せ・在庫ご希望の品物がありまし
たら弊社営業までご質問・ご連絡ください。
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のんびり日記 　今月も金子商会をご利

用いただきありがとうご

ざいました。早いもので

先日長女が中学生になり

ました。

　ちょっと前に小学生に

なったような気がするの

を反映した実用性を伴う優れたデザイン

の生活工芸品＝『クラフト』を展示、販

売するイベントです。 2007年から毎年開
催されています。値段は高くても長く付

き合えそうな品を年に一度衝動買いする

のもいいのではと思います。　金子義亮

ですが、月日がすぎるのは本当に早いものですね。部活は

ブラスバンド部に入るらしいです。私も高校生のときはブ

ラスバンド部でしたから、うれしく感じています。

　先週、山口維新公園で行われた
「山口アーツ＆クラフツ」というイベントに行っ

てきました。ARTS＆ CRAFTS（アーツ＆クラフ
ツ）という言葉は、 19世紀後半に英国で起こった
『アーツ＆クラフト運動 (これは産業革命が生み
出した俗悪な量産品への反発 )』に由来して命名
されたそうです。山口アーツ＆クラフツは、現在

の安価で機能性に優れた量産品に反発するのでは

なく、素材の性質を踏まえ、手仕事の良さ


