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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：

このところ朝晩ぐっと冷え込み、秋も深まってきました。秋と言えば紅葉ですね。さてこの紅葉、命は北にいくほど短いんです。カエデの平年値を用いてみてみると、九州の福岡は、２１日と３週間もあるのに対して、名古屋では１８日、秋田は１５日と北に行くほど短くなっています。北海道の札幌では１１日と福
岡と比べるとほぼ半分の日数になっているんです。これは、北ほど冬に向かうスピードが早く、植物も合わせて、冬支度を早めるからなんです。紅葉の見ごろが短い地方ほど、時期を逃さずに楽しみたいものです。 編集長　池上　信 fax.055-947-0052

開催日：平成２４年 １１月９日（金） 

時 間：１０：００～１７：００（９：００より受付開始です） 

場 所：グランパークプラザ３Ｆ大会議室 

会 費：ＧＮＮ会員企業様：１００００円（施設利用料他） 

    コンクリート関連業者様（GNN賛助会員含む） 

    ：５０００円（施設利用料他） 

    ゼネコン・一般企業様：無料 
 

お問い合わせ 

長岡生コンクリート内 GNN事務局  

担当間部まで!! 
TEL：055‐947‐0049 
Email:nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp 
http://www.genki-namakon.net/ 

   

Vol.70      

 H24.10月

～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。  

 

 

ヴェネツィア会では参加者を募集しております。伊豆の魅力を発見したい!! ヴェネツィアが大好き!! 

そんな方は、ぜひ一緒にこのまちを盛り上げていきましょう。 ヴェネツイア会お問合せは TEL055-947-0049 担当池上まで 

9月17日、伊豆の国市の隣にある伊東市で行われた、イタリア リエティ市からの訪問団来日に

伴う、公式歓迎会にヴェネツィア会がお招きいただき今回6人で参加して参りました。 

伊東市では、イタリアのリエティ市と友好姉妹都市関係を結んでおり、今年で31周年を迎えます。 

今回、当初より伊東市との友好都市提携に携わり、現在に至るまで両市の友好に多大な貢献をさ

れたレナート・ブッチョー二氏の、友好31周年記念「リエティの風景」絵画展開催のための来伊に

あわせ行われた歓迎会ともあり、伊東国際交流協会の方々を中心に総勢約70名が集まりました。 

ブッチョーニ氏は、伊豆の国市にもイタリアとの友好都市を目指す会が出来たことを聞き、大変興

味をいただき、ぜひお会いしたいとお誘いをいただきました。 

 

 
会では、ブッチョーニ氏をはじめ、伊東国際交流協会の方々からも多くの貴重なご意見

をお聞きすることが出来ました。31年という歴史を感じ、市民ベースの活動をより大きな

ものへ広げていくためには、多大な時間と熱意が必要だと感じました。 

ヴェネツィア会はまだできたばかりの会ですが、けして焦ることなく、街を盛り上げてい

こうという熱意を強く持ち続けていけば、道は自然と開けていくと思います。 

これからも、いろいろな繋がりを広めていき、この地域の魅力を探し、そして発信していき

たいと思います。                             NR池上 

 

 

税理士・中小企業診断士の森 利彦です。縁あってＮＲのお仕事をさせていた

だき、もう１４年になります。ｍ（＿＿）ｍ 

最低月１回、まる1日NRで過ごすのが最近のスタイルになっています。 

朝早くから税務・会計監査にとりかかります。ＮＲでは翌月早いうちに前月の月

次決算を会社で仕上げています（いわゆる自計化）ので、それに私が現場の

様々な書類を確認しながら税務的・会計的なチェックを加えて月次決算を確

定させます。 

午後からは経営者への月次決算報告や経営相談の時間をとります。 

それを終えてから月例幹部会議に出席し、幹部に月次決算報告を行うととも

に、全社的な議論に加わります。 

月次決算で発見された問題点に対してその原因追求と改善策の立案がス

ピーディーに行われることにはいつも感心させられます。 

こんな定型的な仕事以外にもいろいろな仕事を頼まれて嬉しい悲鳴を上げて

いますが、とてもやりがいがあり感謝しております。 

これからもＮＲのために頑張っていきたい（＾＾）ｖと思います。 

 

 

NRを支えるスペシャリスト‘S 
NRでは、会計部門や労務部門、営業部門など社外スタッフのお力を借り、日々様々なことに前向きに取り組んでおります。 

今のNRがあるのも、まさに社外スタッフの皆様からの冷静なご意見があってこそと言えます。 

そこでこのコーナーでは、NRを支える素晴らしいスペシャリスト達をご紹介します。 

第一回目は、会計そして経営に至るまで様々なアドバイスをいただいている、森会計事務所 森 利彦先生にお話しをお聞きしました。 

  

 
TKC 森会計事務所 /  

経営研究所ビジョンサポート 

静岡市清水区岡町1-17 

℡054-353-3746 

http://homepage2.nifty.com/

morikaikei/ 

 

TKC経営革新セミナー2012開催!! 

決算書で自社を語ろう! 
森会計事務所では来る11月9日（金）17：00より 

経営革新セミナーを開催します。 

どなたでもご参加OKです！ビジネスマッチングの機会にも! 

お気軽にご参加ください。 

コンクリートのプロとして、提案できる生コン屋へ 

第1回 GNN技術発表会開催!! 
全国の生コン屋の有志で組織する「元気な生コンネットワーク GNN 」では11月9日、東京都港区のグランパーク 

プラザにて、「第5回GNN勉強会・第1回GNN技術発表会」を開催します。 

従来の勉強会は、GNN会員を対象とした技術発表の場でしたが、今回はユーザーであるゼネコンほか関連業界に、 

GNNの各種取り組みを幅広く発信する内容になっております。 

その他にも、会員企業によるカタログ展示ブースも併設されコンクリートのプロとして提案のできる生コン屋を目指します。 

 

   各社技術発表 午前の部 

1. 竹中工務店・寝屋川コンクリート 

 暑中における高強度コンクリートの受入れ時温度とＳ値の関係について  

2. ACRAC（再生骨材普及協議会） 

 再生生コンのJISが、制定されたのに、何故に普及しないのか？ 

3. 伊藤商店 

    セット販売による売上げ拡大 

   各社技術発表 午後の部‐① 

1. 三和石産 

    人に優しい生コン！生コン工場から低炭素社会への貢献 

    商品紹介：サスティナブルセメント・Dachs５他 

2. 長岡生コンクリート 

    当日のお楽しみ! 

3. 福井宇部生コンクリート 

  フライアッシュを活用した環境配慮型ひび割れ低減コンクリート 

    「福井宇部FBコン」の研究開発とその実用化 

    

  各社技術発表 午後の部‐② 

1. 金子コンクリート・依田儀一商店 

     リサイクル材料から生まれる新しいコンクリート｢ネオミックス｣ 

    ゼネコン・商社・生コン工場すべてが｢WIN｣になるご提案 

2. スペシャルゲスト 

    
 

 

 

2012 生コン頼んでサッカー親子観戦チケット当てよう!! 

 「生コン頼んで清水エスパルスサッカー親子観戦チケット当

てよう!!」 いよいよ後半戦に突入いたしました。 

まだご応募いただいてない方はお早目に！ 

応募は簡単、生コンご注文時に、「サッカーチケットよろしく」と

言って頂ければOK！です。 

右のスケジュール表をご覧になり、ご希望の試合をご指定下さい。 

※人気の試合は抽選となりますので予めご了承ください。 

 ご応募お待ちしておりまーす! 



　

  

 

「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！」

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

伊豆ってすごいぞ!! 
伊豆半島ジオパークが日本ジオパークに認定!! 
 

   

伊豆長岡温泉の魅力を発見!! 編集長池上の  

よりとも政子バル歩き日記!!  

「伊豆半島には世界的に貴重な地質遺産が多数ある

にもかかわらず、生徒たちはその価値にほとんど気づ

いていない。身近な風景を「当たり前のもの」と思わず、

その価値に気づくことで、「かけがえのないもの」と思っ

てほしい。そして、その「かけがえのないもの」を守り、

活用し、その価値を発信する方法を考えてほしい。 

そしてゆくゆくは「考えたこと」を「行動」に移す大人に

なってほしい。そんな思いでジオツアーを実施していま

す。地域の方々には、本校生徒の活動を支援していた

だく中で、伊豆半島の「価値」について再考していただ

ければ幸甚です。」 

 

2012年9月24日、私たちの住む伊豆半島が、日本ジオパークに認定されました。 

ジオパークとは、地球の歴史や地質現象がよくわかる地質遺産を主な見所とし、地遺産の活用と保全、および地域振興

を目的とする自然の中の公園のことをいい、 伊豆半島の７市６町が認定を目指しておりました。 

伊豆半島ジオパーク推進協議会では、伊豆半島ジオパークとして、メインテーマ「南から来た火山の贈りもの」のもと、伊豆の新

な価値を知り、役立てていくための取り組みを進めています。 

伊豆半島の成り立ち 
約2000万年前、伊豆は本州から数百km南、現在の硫黄島付近の緯度にあった海底火山

群でした。フィリピン海プレートの上にできた海底火山や火山島はプレートとともに北に移動し、

やがて本州に衝突して現在のような半島の形になりました。約60 万年前のできごとです。 

半島となってから約20万年前までは、陸上のあちらこちらで噴火が起き、天城山や達磨山と

いった現在の伊豆の骨格を形づくる大型の火山ができました。 

これらの大型火山の活動が終わると、日本には数少ない単成火山群の活動がはじまり、現

在は「伊豆東部火山群」として活火山のひとつとなっています。また、プレートの動きは現在も

伊豆の大地を本州に押し込み続けていて、地殻変動によりさまざまな地形を作っています。 

こうした二重三重の地質学的特異性が、多くの美しい景観や温泉を有する伊豆半島を形成

しています。伊豆半島は、世界のどこを探しても同種の例を見ない、地球上の特異点とも言

える場所となっているのです。 

 

伊豆総合高校ジオツアーに参加!! 
 伊豆市にある、静岡県立伊豆総合高校では、教育機関として唯一の推進協議会会

員として、伊豆半島ジオパークに取り組んでいます。同校は、2010年4月の開校以来ジ

オパーク教育に取り組んでおり、その活動が認められて、静岡の県立高校で初のユネス

コスクールへの加盟が承認されました。ユネスコスクールは、世界180ヵ国で約9000校

が加盟し、そのグローバルなネットワークを活用し、世界中の学校と交流し、情報や体験

を分かち合い 、地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい教育内容や手法の

開発、発展を目指しています。 

そんな伊豆総合高校で9月25日、伊豆市内のジオサイト（地質遺産）を巡る 

ジオツアーが実施され、NRから編集長池上とフェラーリの2名で参加させて頂きました。 

 

 

今回お世話になった 

上西先生 

今回ジオツアーに参加させて頂き、伊豆半島の成り立ちの中で残

る創大な地質遺産を目の前に、その地球規模のスケールに驚き

ました。自分たちの住む伊豆にこんな素晴らし地質遺産が残って

いるなんて・・・。 伊豆ってすごいぞ! と、改めて伊豆の価値と

魅力を感じました。 

この魅力を少しでも多くの人に伝えたい! 今回の体験で、伊

豆を誇りに思う気持ちが一層強まりました。 

今後も、伊豆の価値や魅力を知り、そしてより多くの人たちに発信

していきたいと思います！             NR池上 

 

・白鳥山 伊豆半島が昔海底だった時代

の「火山の根」 
マグマがゆっくり冷えて固まるときにでた柱状に見える

柱状節理（ちゅうじょうせつり）。ここが昔マグマだった

ことがわかります。 

・船原スコリア丘  伊豆東部火山群の中

で最も古い火山（スコリア丘） 
噴火で吹き出るマグマのしぶきがスコリア。高い温度で空

気と触れ合うと赤くなる、比較的大きな火山弾も見られるこ

とから、火口の中心部に近いことがわかります。 

 

・浄蓮の滝 伊豆東部火山群の「鉢窪山」が
流した溶岩がつくった滝と平地 
滝の右側にはマグマの証、柱状節理が見られます。 

左側の空洞は溶岩のしたの地面が削られてできたのもの。

長い年月の間に崩れ落ちてしまいます。 

9月22日23日の2日間、第一回となる伊豆長岡温泉「よりとも政子バル」が開催されました。よりとも政子バルは、事前に購入した

チケットを片手に参加店を飲み歩くイベントで、温泉地ならではの店舗も多数参加しました。人気店では、行列もできていたとのこと。 

そこで、伊豆長岡温泉の魅力を発見すべく、バル歩き報告をさせて頂きまーす！ by池上 

 

さてさて、 

バルチケット目の前に、

まずは作戦会議。 

今回は連休ということ

もあり、家族でバルを

楽しむことにしよう♪ 

日ごろお酒ばかり飲ん

でいるお父さんの汚名

返上!! 今日はお酒は

飲みません!! 

まずは、お昼ごはんを食べようと、 

陶芸の宿はなぶさのとろろ家をチョイス！ 

開店直後に到着すると、いきなりバル効果？の行列発見!! 

これはお得な証拠! 

店内に入り、バルメニューのとろろ御膳を注文。 

テーブルの上には御膳に付く国清汁（こくしょうじる）の説明が。なんでも、

この国清汁は地元韮山の国清寺の名前から名付けられ、日本精進料

理の一品として珍重されているようで、伊豆の国市の観光振興の名物として

注目されており、学校給食にも登場するとのこと。小学生の子供たちに「父ちゃ

ん知らないのー!」 と言われてしまいました。何とも勉強不足です・・・。  

気になるお味は、これがなかなかの物。わさびとねぎをのせて、ズルズルっと
さっぱり美味しく頂きました。 

国清汁も大き目野菜がゴロゴロ入り、満腹感抜群のとろろ御膳は家族みんな大

満足でした。皆さんも一度行ってみてください。 

お腹も一杯になったところで、次は温泉場ならではの

射的を子供たちに体験させてあげようと、オリオン

遊技場に到着。 

真昼間ともあり、店内は貸切状態。「いらっしゃー

い！」とお母さんが出てきて、射的初体験の子供た

ちに優しく教えてくれました。BGMには演歌が流れ、
温泉場の雰囲気満点。さらにサービス満点のお母さ

んは、「もう一回やっていきな！」ともう一皿づつ
出してくれました。子供たちは大満足！地元にいな

がらなかなか体験する機会のない、温泉場ならでは

のレトロな遊びを存分に楽しむことが出来ました。 

また寄ってみよー!! 
 
 

射的で楽しんだ後は、伊豆長岡温泉

を堪能しなければと、オリオン遊技場

の目の前にある、創業100年の老

舗旅館山田家に立ち寄りました。 

古くは鎌倉時代には源頼朝公が伊豆

に流配の際に、この温泉が気に入り、

たびたび入浴したという歴史ある伊豆

長岡の温泉。 

「団体さんの到着前でよかったです

ね」と教えてもらい、向かったお風呂は

貸切状態。日ごろの疲れを癒し、リフ

レッシュすることが出来ました。 

 

いよいよチケットも残り一枚となり、最後にお

土産を買って帰ることに。 

お土産といえば温泉まんじゅう！ ということ

で、温泉場にある創業大正5年の老舗 

柳月に立ち寄り、美味しいおまんじゅうを
買って帰りました。 

今回第一回目となった「よりとも政子バル」では、美味しいお店をハ

シゴするも良し。私のようにノンアルコールで家族と共に伊豆長岡

温泉を楽しむこともできました。今後、第二回、第三回とこのバル

が続き、このまちの魅力をより多くの方々に味わって頂きたい

と思いました。                    NR池上  

①とろろ御膳で満腹満足!! 

②温泉場ならではのレトロな遊び 射的体験!! ③癒しの温泉を堪能!! 

④お土産に温泉まんじゅう!! 
チケット当選者の方からも 「バル歩き報告」 頂きました!! 

バル行ってきましたー!! 

イャー！バルっていいですね!! 

左から、 

蔵屋鳴沢 地ビール 

松柏 天ぷら 
右、 

雅ヶ丸 串揚げ 

魚武 バルメニュー 

かつら 刺し身盛り 
最高でした!! 

第二回も楽しみにしてまーす! 

by伊豆の国パノラマパーク勤務 丸浜さん 
 
 


