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「人のためのコンクリート」　　㈲長岡生コンクリート

発行：長岡生コンクリート編集部 tel.055-947-0049
マーボーの豆知識：

7月7日は七夕。しかしなぜ「七夕＝たなばた」と読むのでしょうか？日本では七夕は稲の開花期にあたり、水害や病害などが心配な時期です。また、お盆の準備をする頃にもあたります。そこで、収穫の無事を祈り、棚機女（たなばたつめ）という巫女が水辺の棚の上に設けられた機屋で棚機（たなばた）と
呼ばれる機織り機を使って先祖に捧げる衣を織りあげ、それを祀って神の降臨を待つという禊（みそぎ）の行事を行っていました。やがてこの行事と乞巧奠（きっこうでん）が交じり合い、現在のような形になって定着し、もともとは７月7日の夕方を表して七夕（しちせき）と呼ばれていたものが、棚機（たなば
た）にちなんで七夕（たなばた）という読み方に変わっていったようです。
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コンクリート化粧仕上工法 ステンシルコンクリート 

今回ご紹介するのは、コンクリート化粧仕上工法 ステンシルコンクリートで仕上げた、店舗兼住宅のエントラ

ンス。下の写真をご覧ください。2つのパターンを使用し、2色で仕上げたコンクリート土間は、石張り調に化粧

が施されとってもエレガントに仕上がりました。また、お店と住宅への入り口をパターン分けすることにより、入

口が明確になりました。ステンシルコンクリートは工期短縮、コスト軽減、とっても手軽にエントランスをエレ

ガントに演出します。 

ヨーロピアン風の建屋にとってもマッチして、

高級感を漂わせます。 

お客様の声 

今回、富士市の Hair shop ATTIVA 様の新築工事をさせていただきまし
た。その時に、はじめてステンシルコンクリートの施工をさせていただきまし

た。お施主様にも、「張り石とは違った美観がいいね！」と言われ、
私たちも本商品を使用して大変良かったです。 

また、新築中の外構工事でも施工する予定となっています。私たちの会社は、

お客様に安心して、納得していただける会社だからこそ、お客様と長いお付

き合いをさせていただいています。 

 明徳建設(株)住宅アドバイザースタッフ様 

 私たち住宅アドバイザーは、「多くのお客様方に、より良い

家づくりをしていただける最新情報をお伝えしています。 

失敗したくない土地探しと、失敗したくない家づくりをしたいと

いう方だけ、是非、お越しください！お客様の目と耳でご確認

ください！  ガチ！頑張っています！！ 

「お客様を想う時間こそが最大の贈り物」 

 私たち会社は、富士宮にあるほんの小さな建設及び住宅会社です。し

かし、お客様を想う気持ち、物をつくる技術と情熱は、他社に負けない大

きなものがあります。 

私たちは、建設のプロ、住宅のプロとして、お客様に喜んでいただける建

物を築き、より良い情報をお伝えしています。また、お客様とお話しする

時間は、一分たりとも無駄にしないよう社員一同に、日々心懸けさせてい

ます。これからも、お客様の財産と命を守り、お客様に喜ばれる仕事をし

ていきます。 
代表取締役社長 

 河西 幸一 

まごころ住宅で明るい笑顔         

明 徳 建 設 株 式 会 社 
〒418-0044 静岡県富士宮市大中里1399-14 

TEL 0544－28－3025 ㈹ 

FAX 0544－28－3026  
 

～昨年6月よりNRの新たな仲間として加わったアルベルト・フェラーリの愛する故郷は水の都イタリ

アヴェネツィア。この物語は建設技術で繋がった個としての交流を、市民ベースの交流に繋げ、伊

豆地域の観光を中心とした各産業の活性に繋げることができればとの想いのもと、様々な業種、

立場の有志が集まり、同じ夢に向かい進んで行く事実に基づく物語です。  

 

前回本紙にて伊豆の国市望月市長表敬訪問をご報告させて頂きました。  

そしてこの度、イタリア ヴェネツィア出身の技術者、ジョルジオ・フェラーリ氏の来日に合わせ、再

度望月市長を表敬訪問し、ヴェネツィア会設立準備会を開催致しました。 

準備会には、伊豆の国市商工会長 土屋龍太郎様（伊豆の国市建設業協会長）をはじめ、伊豆

総合高校校長 青木禎彦様、伊豆中央RC直前会長 飯田鍵吾様、伊豆の国市観光協会副会長 

山口和拡様（伊豆中央RC会長）、㈱正治組 大矢洋平様（伊豆の国市建設業協会若手の会）、

江間いちご狩り農家 久保田公久様、正連寺住職 渡辺元浄様など発起人として名を連ね、地域

に対する想いなど意見交換を行いました。  

 

 

 

 

ジョルジオ氏からは、国際観光都市ヴェネツィアが近年水害に悩まされている現状を、地図を広

げて伝えられ、今回の友好関係構築において「ヴェネツィアの価値を伝えるホストになり、

文化的な交流を深め、市民交流を行う中でヴェネツィアの本当の魅力を伝えたい」と語

りました。  

望月市長は「行政も文化的要素を取り入れることが重要と考えている。外国文化の素晴らし

さに目を向け、互いの良さを発見し合う新たな文化交流に期待したい」と改めて会へのご理

解と期待のお言葉を頂きました。また、青木校長からは、「伊豆半島の日本ジオパークへの認定

を契機に、伊豆は一つと考え、業種間の協力を深めていくことが大切、ワクワクすることには

協力を惜しまない」と協力のお言葉を頂きました。  

最後に、準備会を企画頂いた土屋会長は、「このプロジェクトを通じ、市民ベースで自分達の

まちの本当の価値を共有し、再認識するきっかけになれば」とこの会の趣旨をお話頂き、今後

の向うべき先を再認識致しました。 

今後は、まず韮山反射炉の世界遺産登録に向け、訪れる人たちにわがまちの本当の価値を伝

えるべく、地元の魅力探しを中心に活動をし、市民ベースで拡大して行ければと思います。ヴェ

ネツィア会では、来る7/13 に設立会を行う予定です。どなたでも参加できます。少しでもご興

味のある方は、ぜひご参加ください。ヴェネツィアとの友好を目指し、伊豆を元気にするべく魅

力探しを始めましょう！                                NR池上  

 

地図を広げ説明するジョルジオ氏 

望月市長を表敬方訪問 

NRクリーン活動 心温まるエピソード・・・ あやめのまち 伊豆の国を・・・ 

先日、NRクリーン活動を行いました。「自分達のまちを、自分達の

手で少しでも綺麗に・・・」。そんな想いでこの活動を毎月行って

います。毎回多くのゴミが回収され、そのたびにまだまだ、ポイ捨てに対

する意識の低さを感じさせられます。 

そんな中、今回は心温まるエピソードが 

ありました。私たちがゴミを拾っていると、 

学校帰りの男子小学生が「僕も手伝うよ」 

とゴミを拾い始めたのです。 

その瞬間、自分達のしてきた取組みが、 

決して無駄ではなかったと感じました。 

こんなエピソードを体験し 

今後もこのクリーン活動を 

続けて行こうと改めて感じました。 

 

あやめのまち伊豆の国は、昨年「あやめサ

ミット」で縁のある宮城県多賀城市の復興を

支援したことから、そのお礼に多賀城市か

ら、1万株21種類のあやめの苗を頂きまし

た。「あやめサミット」は、あやめをシンボルと

する全国の市町で構成し、あやめとまちづく

りをテーマとしたサミットを開催しています。

今年は、伊豆の国市が会場となる為、この

苗が市民に無料配布されました。 

 

NRでも、このあやめの苗を100株頂

きました。国道414号沿いの花壇に

植え、毎年あやめのまち伊豆の国

の風景を創り上げたいと思います。

多賀城市の皆さん、ありがとうござい

ました。大切に育てます。 

施工者：明徳建設㈱ 様 

現 場 ：富士市内店舗兼集宅新築工事 

詳 細 ：ヨーロピアンファン 23.1㎡ 

     ブッシュロック 39.5㎡ ヴェネツイア会お問合せは 

TEL055-947-0049 担当池上まで 

詳しいお問合せは、NRエクステリア

担当 渡辺正貢までお気軽に!! 

090-3587‐1825 



　

  

 

URL http://www.nr-mix.co.jp/出荷055－947-6222 NR Mix055-947-0050 出荷携帯090-1792－9964
E-mail nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp

あなたのまちの生コン屋さん　㈲長岡生コンクリート

㈲長岡生コンクリート
長岡・さくら工場

　　　　〒410-2211
　　　　伊豆の国市長岡781

代表055-947-0049 試験室055－947-0051 FAX055-947-0052

「三ません」　はイケません！　「知りません！解かりません！　出来ません！」   

  

6月24日、NRの地元伊豆の国市江間いちご狩りセンターで、第二回伊豆どろんこフェス

ティバルが開催され、NRからどろ男まさつぐ率いる、チーム長岡生コン ドロドロ部が

どろんこスライディング競技に電撃参戦して参りました。 

この大会は、伊豆のまちおこしイベントのひとつで、のどかな田園風景の江間地区にあ
る菜の花畑の一角を利用し、大人も子供もどろだらけになって思いっきり楽しんじゃおうとい

うイベントです。各メディアからも注目のこのイベントには、多数のテレビ局がかけつけました。 

当日は、スライディング競技の他にも、子供たちが思いきり遊べる、どろんこ広場や、

どろんこサッカー、更には地元建設業協会長岡支部の皆さんによる建設機械乗車体

験などなど、様々なイベントで会場を盛り上げました。 

気になる結果は、いたって普通。可もなく不可もなくのビミョーな結果に終わりましたが、普
段ではできないどろんこ遊びを体験することができ、解放感溢れる一日でした。のどかな田

園風景の中で行われたこのイベントは、伊豆の豊かな自然を改めて体験出来る、地元の

魅力を感じたとても楽しいイベントでした。 

 

 

チーム長岡生コン ドロドロ部 

ちゃっかりテレビにも映っちゃいました 

流動化処理土営業担当 

どろ男 渡辺正貢 

子供たちに大人気

どろんこ広場 

みんなドロドロ 

こちらも子供たち

に大人気の乗車

体験。建設業の

方々が休みなく対

応してくれました 

会場の周りはのどかな田園風景 

どろんこスライディングってこんな感じ！ 

勢いつけてジャンプ！ 

ドッボン！ 
ブハ！ブハ！ 最後に記念撮影 

皆さん、伊豆の国のおいしいフルーツと言えば何を思い浮かべますか？ 

伊豆の国と言えば、全国に誇るいちごの産地で有名ですよね。市内には 、3つのいちご狩りセン

ターがあり12月～5月までの間、ジューシーでとっても美味しい摘みたてのいちごが味わえます。

しかし、伊豆の国で味わえる美味しいフルーツは、いちごだけではありません。 

いちご狩りが終わり6月に入ると、なんとブルーベリーやマンゴーの季節になります。まさに今が旬

の、フルーツ王国伊豆の国のジューシーなフルーツ達を味わってみませんか？ 

 

 

 

おざわ農園 
〒410-2223 静岡県伊豆の国市北江間1242 
TEL (055)948-1205 
FAX (055)948-0880 
※6月は天候及び、実の成熟状況により 

臨時休業にする場合があります。 

濃厚なコク、太陽の香り、高い糖度 

噂の静岡県産 【大富農園】マンゴー 

大富農園では6年前から伊豆半島の温暖な気候を利

用してマンゴーの栽培を始め毎年4種類のマンゴーを

じっくりと手をかけ目をかけ丁寧に育ててきました。 

伊豆という土地柄を充分に生かした栽培方法は御馴染

みの【ストレス還元栽培】糖度を高くするための独自の

栽培方々はマンゴー栽培にも生かされております。 

大富農園独自の栽培方法【ストレス還元栽培】は露地

栽培とは大きく異なる栽培方法ですがその栽培方法に

よりやりっ放しの栽培とは違い大変手間のかかる作業を

行う事で出来上がる至宝の一品は【伊豆の新しい宝物】

ともうたわれます。 

（※マンゴー販売時期6月～10月頃まで） 

大富農園マンゴーは、ホームページからもお買い求め

頂けます。 

爽やかな果実ブルーベリーで美と健康をゲット! 

伊豆長岡ブルーベリー村、おざわ農園さんでは、約

100種のブルーベリーを栽培しています。ブルーベ

リーの他にも、ブラックベリーやラズベリーなどなど、

甘酸っぱい魅惑の果実たちが、訪れる人を魅了しま

す。粒が多きめで摘みたてブルーベリーは、地元の

ケーキ屋さんでも地場食材として利用されています。 

おざわさん家では、農園で取れたブルーベリーを存

分に使用した、特製ソフトクリームを販売しておりま

す。甘さ控えめで、さわやかな酸味が残る絶品ソフト

クリームを是非味わってみて下さい。 

 

 

特製ブルーベリー 

ソフトクリーム 

絶
品
で
ー
す
！ 

様々なベリーを使った特製ジャムも販売 

日本一の施設で育つ10000個以上 

のマンゴ―たちは、一つひとつ大事 

に育てられます 

伊豆の太陽をいっぱいに浴びた極上

マンゴー。まさに至福の時間です 

伊豆の国はフルーツ王国!!  

もぎたて を味わってみませんか! 

大富農園では、マンゴーの直

売やプレミアムアイスクリーム

の販売も行っています 

伊豆の国 夏のイベント情報 

あやめ御前は当地より宮中

へ上がり、その美しさ宮中並

ぶもの無しと歌われ、当時源

氏としては宮中最高位にい

た源頼政公の妻となります。

ぬえ退治などで名をはせた

頼政公でしたが宇治にて平

家との戦いに破れ討ち死。頼

政公の死後伊豆の古奈に戻

り、尼として余生すごしました。

そのあやめ御前を偲ぶお祭り

です。 

第７７回源氏あやめ祭 
7月6日（金）7日（土）8日（日）   

きにゃんね大仁夏祭り 
8月1日（水）  
花火打ち上げ 

19：30～20：30 

狩野川大仁橋下流 

韮山狩野川まつり2012 
8月3日（金）  
花火打ち上げ 

20：15～20：45   

狩野川千歳橋付近 

伊豆長岡温泉戦国花火大会 
8月4日（土）  
花火打ち上げ 

20：15～20：45   

狩野川千歳橋付近 

60年以上の歴史を誇る、伝統ある花

火大会です。鮮やかに彩る大輪の華

が、狩野川上空を明るく照らします。 

 

今年の花火も観覧場所が、打ち上げ場所から

わずか150mというロケーションを活かしたプロ

グラムでお送りします。 

狩野川川遊び大会 
8月5日（日）  
8：00～12：00 

狩野川大門橋～千歳橋付近 

住民の住民による住民の為のイベント。今年も、故郷の川・

狩野川を舞台に、イカダ競漕、水遊び広場、水辺競技体験、

市民交流広場など計画しています。 

世代を超えた家族間、職場の仲間や各種団体の構成員同

士で参加して交流を深めましょう。 

 

イカダ競漕参加者募集 
ご家族、お仲間とアイデア満

載のイカダを作って、狩野川

下りに参加しよう。 

伊豆の国市商工会 055‐949‐3090 
子供に大人気のあゆのつかみどり 

5月からNRに仲間入りしました 

穐山です♡ 宜しくお願いします。 

NRブログもご覧下さい!! 

 


