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愛称

再び登場
猫越のセニョ～ル

おひつじ座　     3／21～4／19 顔です
絶好調 6, 7
好  調 5, 16, 25
注  意 10, 23 所属

出荷係
（９月１日就任）おうし座 　　4／20～5／20

絶好調  9, 27
好  調 3,8,17,18,30
注  意 14

趣味 山野草いじり
（最近いじってないな～）

ふたご座   　5／21～6／21

得意手 溢れ出る下ネタの泉絶好調 1, 2, 11
好  調  12, 21
注  意  15, 23, 26

小言

初秋の頃、皆々様にはますますご清栄のこととお慶
び申し上げます。
さて、私この度前任の相沢に代わり出荷係に就任
いたす事となりました。何分微力にして浅学非才では
ございますが、社業発展のため全力を傾けて精励い
たす所存でございますので、ご支援ご協力のほど、
伏してお願い申し上げます。

かに座     　6／22～7／22
絶好調  3,4,14,17,31
好  調 8,9,13,16,22,30
注  意  18, 19, 29

　

しし座     　7／23～8／22
絶好調  6, 7, 15
好  調 16,17,24
注  意  20

おとめ座　   8／23～9／22
絶好調 8, 9, 13, 14
好  調 1,3,17,18,19,27
注  意 23, 29

てんびん座 　9／23～10／23
絶好調 1, 11
好  調 2, 9, 12, 21
注  意  15, 24, 25

さそり座  　10／24～11／22
絶好調 13, 14, 30
好  調  1, 4, 17, 31
注  意  26

いて座　    11／23～12／21
絶好調  6, 25
好  調  9, 16
注  意  23, 26, 29

やぎ座    　12／22～1／19
絶好調 27
好  調  9, 14, 18,
注  意  4, 10

みずがめ座 　1／20～2／18
絶好調 1, 11, 21
好  調 2, 25
注  意  5, 19

うお座     　2／19～3／20
絶好調 4, 13, 14, 31
好  調  3, 30
注  意  20, 26

今月の無駄知識～　二十世紀なしは、失敗作のゴミ捨場から偶然発見されたって知ってた？
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今月の独り言

(有)長岡生コンクリート　長岡・さくら工場
代   表　　　　  ０５５－９４７－００４９
出　 荷　　　　  ０５５－９４７－６２２２
試験室     　　　０５５－９４７－００５１
NR MIX　　       ０５５－９４７－００５０
ＦＡＸ　　　　　 ０５５－９４７ー００５２

N　R　近　況　報　告

毎年この時期に静岡県生コンクリート品質管理監査会による
通称県生監査と呼ばれる生コン工場への立入り監査が
行われています。監査は、工場の品質保証体制の確立を図り
購入者への信頼性を高めることを目的としています。
申請工場は１００工場近くあり、合格工場には適合マークが
交付されます。
当社も9月26日に監査を受け、無事に合格を致しました。

また当社は今年、新JIS認証（別の機会に詳しく記載
します）を受ける予定でいます。

こうした取組みを行い、当社では、お客様に高い品質の
製品をお届け出来る様日々努力しています。
さらに、個人のスキルを上げ、工場の品質管理を向上すべく
コンクリート技士・主任技士の資格修得を目指しています。
実際には資格が無くとも試験業務は行えますが、お客様への
信頼等考えると修得しなければならない資格といえます。
今年は4人が主任技士試験に挑戦します。
主任技士の合格率は、約10％と狭き門ですが、
合格してくれるものと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡生コン　工場長

　　　 今月の
　　  良い日
 　  悪い日
いろんな日

ネ　コ　い　ら　ず　テスト導入へ

 私たち長岡生コンは、常に新しい物へ挑戦しています。これは私たち自身の向上を目指す事と、お客
様に良い物をご提供したいという思いによるものです。
そこでこの度、またまた見付けて来ちゃいました。＾＾ｂ　なんとベルトコンベアー付アジテータートラックその
名も ”ネ コ い ら ず”（かってに命名しちゃいましたm(_ _)m)
この車はその名のとおり車両後部にベルコンを装着しており、リモコン操作により自由自在に荷降ろしが
出来るという優れものなんです。
数量が少ないのにポンプ車やレッカーを頼まなくてはならない時や、シュート取りやネコ取りで苦労すると
きなど、ネコいらずの活躍でみなさんのお役にたてれば幸いです。
今回の導入はテスト導入となりますので、みなさんのお声をふるってお聞かせください。

ベルコン部分はフランス製、
ベルコン付アジテーターは
ヨーロッパで約５％のシェア
を占めています。
日本では現在この一台しか
なく、埼玉の生コンﾌﾟﾗﾝﾄで
１年間の使用歴がありま
す。

ベルコンは全長約８メートル、
旋回角度約３００゜あり、
広域な作業範囲を持ち、シュート取
りやネコ取りの負担を軽減します。

上下動作は地上５メート
ル地下２．８メートルまで
可能で、軟練りコンクリー
トでも材料分離すること
なく荷降ろしすることがで
き、擁壁への打ち込みに
もバッチシ！

詳しいお問合せは、NR営業スタッフまでお気軽
にご連絡下さい。



カロリーオーバーの方、意外に多いのでは？取り過ぎたカロリーはがんばって消費しましょう。

運動による消費カロリー

一時間当たりの消費カロリー　単位：Kcal
男性　体重（kg) 女性　体重（kg)

65 75 45 55

軽い運動
自動車の運転 113 131 73 89
机上事務 117 135 80 96

弱い運動 ゆっくりした歩行 179 207 116 142

普通の運動
急ぎ足 320 369 205 251
サイクリング（時速１０キロ） 312 360 200 244
ゴルフ 421 486 270 330

強い運動
ジョギング（１２０ｍ/分） 491 567 316 386
水泳（クロール） 1459 1683 932 1139
腹筋運動 601 693 386 472

番外編 セックス(ノーマル）45分 355 409 138 168

NRからのお知らせ

そこで気になるのが毎日の食事。皆さん食べ過ぎてませんか？

ご飯のカロリーは？
男の茶碗では150g　　252kcal　女の茶碗では110g　　185kcal
食パンのカロリーは？
食パン(8枚切り) 45g　119kcal　食パン(6枚切り) 60g　158kcal
　メニュー
・カレーライス720Kcal　　　　　・カツカレー　980Kcal
・かつ丼970Kcal　　　　　　　 ・牛丼(並盛)530Kcal
・チャーハン750Kcal　　　　　 ・らーめん480Kcal
・ピザＭサイズ　1272Kcal　　　・スパゲッティ（ミートソース）620Kcal
　アルコール
・ビール（350ｍｌ） 145kcal　　　  ・酎ハイ （350ｍｌ）　200Kcal
・焼酎(甲類)180cc　370Kcal　 ・日本酒（コップ１杯）200Kcal

裏
広　告　募　集

　　　　　　　　　 　広告大募集
編集部では、より良い新聞を目指し皆様に紙面の一部を提供し
ています。要望が有りましたらお気軽にご連絡下さい。

もちろん、個人の方でもかまいません。ご連絡があればスタッフの
者がうかがいまして打ち合わせを致します。

健康推進委員会

秋と言えば「食欲の秋」。夏の疲れも抜け食べ物も美味しい季節になり、ついつい食べ過ぎてしまい
ます。そこで気になるのが「カロリー」。上手に消費していかないと「最近、おなかが・・・」なんて、知ら
ない間に大変なことになってしまいます。と言う訳でここでは、気になるカロリーの摂取量と消費量を簡
単ですが記載してみました。是非参考にしてみてください。

・カロリーとは、食べ物や運動の熱量などを表現する「エネルギーの単位」のことです。
・1kcal（キロカロリー）は1Kgの水の温度を1℃上昇させるのに必要な熱量を意味します。
・カロリーには、食べ物によって体内に入る摂取カロリーと生命維持や運動などにより消費される消費カロリーがあります。
・食べ物の中でカロリーを持つのは、「炭水化物」「たんぱく質」「脂肪」の3つだけです。ビタミンやミネラルなどにはカロリーは
含まれていません。

カロリーって？

どんだけ～？

がんばって運動！

やば！食べ過ぎ？

では一日の必要摂取カロリーを計算してみましょう。
必要摂取カロリーを算出するためにまず自分の標準体重を計算します。
■標準体重から計算する方法
計算式は『身長(m)ｘ身長(m)ｘ22』です。
例えば身長が162cmなら標準体重は
1.62 x 1.62 x 22 = 57.7368で約58kgになります。
そこで一日に必要な摂取カロリーは体重に25～30を掛けた数字になります。
58kg x 25 =1450(kcal)　58kg x 30 =1740(kcal)
必要摂取カロリーは一日あたり1450～1740kcalとなります。
さあ皆さん、Ｌｅｔ’ｓ計算

　　　　　　　　残コン再利用 RC砕石 販売致します。

この度、私たち長岡生コンの取扱い商品WA－21（残コン路盤改良剤）
で作ったRC砕石を販売することになりました。

WA-21とは、今生コン業界で非常に注目されており、残コンにハンディー
サイズのパックを投入し、ミキサー車で約３分程度攪拌するだけでRC砕石
が出来上がります。品物も良質なものとなっておりますので、是非ご利用
下さい。
お値段、品質に関してはNR営業スタッフまで、お気軽にご相談下さい。

ちなみに、番外編に関して池○さんは、
初めから全力で５分×３回だそうなので
９１Kcal×３＝２７３Kcalとなります。

ど
う

、
ど
う
・
・

す
ご
い
？

注）出川じゃないよ。

残コン路盤改良剤

３分程度攪拌

使用前（残コン）使用後（RC砕石）

　　透水性【無機】環境舗装材　ドライウエイ
この商品の良さを実感してもらいたく思い、ＮＲスタッフによ
る施工実績の同行案内や、ALL INタイプによる訪問施工（小規
模）を行っております。
ドライウェイに御興味頂けましたら、弊社・営業・技術スタッ
フにお気軽にお声掛け下さい。
自信のある商品です。是非一度その目で実感してみて下さい。

御要望があれば、デモンストレーションも行います。
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