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マーボーの豆知識：

今や日本で定番の食べ物「カップヌードル」これって大阪発祥って知ってました？チキンラーメンの日本国外進出を目指しアメリカバイヤーに売り込んだ際、箸や丼の無いこれらの人達が、砕いたチキンラーメンを紙コップに入れて、熱湯を注ぎフォークで食べていたこと
がヒントになったようです。更に、世界初の一般向け市販レトルト食品として販売されたボンカレーも大阪発祥なんだって。大阪スゲー！

0.5㎥に魂を燃やせ！　0.5㎥に魂を燃やせ！　0.5㎥に魂を燃やせ！

発行部数：1500部
毎月月末発行

   

生コン頼んでJリーグサッカー  チケット当てよう!! 
                                       

NR恒例ファン感謝企画 「生コン頼んで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。まだチケット応募していないそこのあなた！早くしないとチケットなくなっちゃいますよ！ 

生コン注文時「サッカーチケットくださいな」 と編集長池上にお伝えください。  

尚、人気の試合は抽選となりますのでご了承ください。 

ご応募ドシドシお待ちしておりまーす！ 

 

NRが家族の時間をプレゼント！ 

Vol.81    

 H25.9月号 

GNNこと私たち元気な生コンネットワークでは、8月2日GNN技術

勉強会を西の大都市大阪にて開催致しました。 

第7回目となる技術勉強会では、日本建築学会近畿支部材料施

工部会様後援のもと「大阪の熱い生コン」をテーマに、海外1社を

含む10本のプレゼンと講評が繰り広げられました。 

勉強会には、GNN会員はもとより全国各地から総勢150名もの皆

様にご参加頂き、埋め尽くされた会場は熱狂に包まれました。 

今回のホスト工場、寝屋川コンクリート社ほか、ご協力頂いた工

場様お疲れ様でした！ 

 

勉強会終了後行われた懇親会にも、100名を超える皆様にご参加頂

き、様々な情報交換の場となりました。 

今回勉強会でGNNが西の大都市大阪に巻き起こしたGNN旋風と、もた

らした経済効果は計り知れないものとなりました。 

最高気温34℃の猛暑の中、大盛況となった第7回GNN技術勉強会、

まさに「大阪が熱く燃えた」一日でした。 

 

 

次回、第8回GNN技術勉強会 GNN一大イベント！ 

第2回GNN技術発表会東京大会開催！ 
日程：2013年11月8日（金） 

時間：10:00～17：00 

会場：グランパークプラザ3F大会議室 

    (東京都港区芝浦3丁目4－1） 

テーマは「世界の国から生コンニチハ」 
海外5か国6企業＆国内プレゼン多数 

パネルディスカッション2本予定 「ここが変だよ日本の生コン」他 

11.8元気な生コンネットワークが、日本列島を熱く燃え上がらせま

す。ぜひ世界最先端の技術をご覧ください。 

詳しくは、GNN事務局 池上までお気軽にお問合せ下さい！ 

 

「大阪の熱い生コン」第7回GNN技術勉強会プレゼン 
① 残コン・戻りコン有効利用・回収骨材ＷＧ活動               地域：大阪 

   寝屋川コンクリート    山路氏                       

   大阪兵庫工組回収骨材ＷＧ主査  栗延氏（阪南産業） 

② 建築基準法など法律とＩＷＡ粒状化物質（再生骨材）          地域：大阪 

   建築学会近畿支部 材料・施工部会 幹事 岩清水氏（竹中工務店）     

③ 生コン工場集約化 メガソーラー事業活用事例               地域：長野 

   炭平コーポレーション  鷲澤氏   

④ MAPEI社の技術紹介                                                地域：イタリア 

   マルセル・スミット氏  （同時通訳 宮本氏） 

⑤ 生コン輸送中の自動計測（スランプ・容積・温度）システム（ＰＪＴ）     地域：全国 

   信州生コン  小林氏                          

⑥ 打ちっ放しコンクリート色合わせ補修 杉板・本実模様復元実演     地域：静岡 

   長岡生コンクリート  小松氏                     

⑦ 簡易透水性コンクリート舗装（ヒートアイランド抑制）            地域：山梨 

   フッコー  杉山氏                      

⑧ ドラム塗装による暑中コン対策 各種塗料実験報告             地域：大阪 

   光洋機械産業  坂本氏                       

⑨ 暑中コンクリート工事における対策マニュアル                  地域：大阪 

   建築学会近畿支部 材料・施工部会 副主査 山崎氏（淺沼組）     

⑩ 講評：建築学会近畿支部 材料・施工部会 

   主査 中村氏（大阪工業大学建築学科）           

 

超満員の会場は熱狂に包まれました。 

懇親会も大盛況！凄い経済効果です！ 

GNN 8.2 大阪が熱く燃えた！ 
第7回GNN技術勉強会 「大阪の熱い生コン」に150人が熱狂!!  

尾崎組 足立様 

新東工業様 

終身雇用や愛社精神といった、日本が昔から持っていた独特の企業と従業員の関係が薄れていく一方で、”happiness 

at work（職場での幸福感）”という新たな価値基準が生まれ、社歌が再度見直されるなど企業と従業員の関係が新たな

時代に移ったともいえる今日この頃。画期的な福利厚生システム”ベネフィット アルファ”のご紹介です！ 

ベネフィット・ステーションなら、リゾートホテルから温泉旅館、レジャー施設、育児サービスまで、豊富なサービスを会員特別料金で利用可能です。 

特 集 だから、ベネフィット・ステーション直営施設 
優雅に楽しむくつろぎの空間    全国８施設 
くつろぎの部屋、きめ細やかなおもてなしと四季折々の自慢の料理を納得のプ

ライスで！ご家族や大事な方と大切なひとときを、心ゆくまでお楽しみ下さい。 

ベネフィット・ステーション 蓼科の森 

鳥の囀りと高原の爽やかな風に 

誘われ深呼吸を味わう贅沢な時間 

和室 素泊まり 

２名以上１室／お１人様 平日・休日 

    ４，５００円 
※休前日・特定日は２食付のみ８，４６５円～ 

会 

員 

特 

典 

ベネフィット・ステーション 熱海伊豆山 

熱海の高台から相模湾の絶景

に酔いしれる寛ぎの空間 
 

和室・洋室 素泊まり 

２名以上１室／お１人様 月～木 

   ５，０００円 
※休前日・特定日は２食付のみ９，２６５円～ 

会 

員 

特 

典 

TOPIX ベ ネ フ ィ ッ ト ・ ス テ ー シ ョ ン な ら で は の メ リ ッ ト 

全国の宿泊施設を旅の目的・予算で選べる 

国内提携施設：約３０，０００施設 ※beneじゃらん含む 

海外提携施設：約２６０，０００施設 

宿泊料金が安い！ 

一般価格からさらにお安い料金でご提供！ 

万が一ベネ・ステの料金が高ければさらに割引！ 

 

                     
 

１２，７３４円～ 

会 

員 

特 

典 

東京ディズニー

シー・ホテルミ

ラコスタ 

 

               
 
 

         ８，９２５円～ 

会 

員 

特 

典 

 

              
 

５，０００円～ 

会 

員 

特 

典 

箱根小涌谷

温泉 水の音

（水月の庄） 

ホテル京阪  

ユニバーサ

ル・シテイ 

スポーツ 

◆セントラルスポーツ 全国３６５店舗 

◆コナミスポーツ 全国５８０店舗 

◆ティップネス 全国５９店舗 

◆ルネサンス 全国９８店舗 

都度利用料金 

８４０円～２，１００円／回 

会 

員 

特 

典 

都度利用料金 

 １，５００円／回 

会 

員 

特 

典 

都度利用料金 

１，５７５円／回 

会 

員 

特 

典 

フィットネスクラブ 

１４０社と提携。自宅近くのフィットネスクラブもご利用いただけます。 

ベネ・ステフリーeラー

ニング 充実の全１４０講座ラインナップをすべて無料にて受講可能！ 

※１ＩＤにつき年間１０講座まで 

①居宅サービス補助金 

最大５０,０００円補助/月 

◆◆介護サービス補助制度◆◆ 

※ベネフィット・ワン提携介護事業者

のサービスを、介護保険の支給限度

額を超えて利用した場合 

②介護用品購入補助金 

最大１０，０００円補助/月 

※ベネフィット・ワン提携介護事業

者が提供する●紙おむつ ●防水

シート ●尿取りパットを購入した

場合 

都度利用料金 

５２５円～２，１００円／回 

会 

員 

特 

典 

学ぶ 

介護 

人気宿泊施設の一例 

《ベネフィット アルファご利用料金》 

契約期間は一年間です。更新月以外の解約は契約解除料10,000円（不課税）をお申し入れいたします。 

【お問合せ】 株式会社ハローコミュニケーションズ 担当：大友 

TEL:03-5956-6583  Eーmail : Gorou_Ootomo@po.hikari.co.jp 

GNN 11.8 東京が熱く燃える ! 



　

  

 

　

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！」

地元をみんなで盛り上げよう！ 

地域おこしイベント「 」参加！ 

   

僕と一緒にダイエットしませんか？ 友達募集中!! 

こんにちは！小松です。5月号から始まったこの連載、今回で第5回目を迎えました！みな

さん、けっこう気にしてくれているのか、さげすんでいるのか、進捗を伺って頂けることがあ

ります。「や、やせてますようえへへへ」という謎の返答しかできておりませんが、少しやせ

ております。熱いからですね！あついときは無理しちゃいけないってお母さんに教わりまし

た。来月から本気だす！！ 

詳細は私個人のフェイスブックページに随時掲載していきますので！ 

一緒にダイエット坂を上っていただける方は是非友達申請ください！！ 

8月27 日 

身長168cm 

体重69.1kg 

B88 W85 H98  太腿56 

5月1日 (企画スタート） 

身長168cm 

体重71.2kg 

B95 W87 H99 太腿58 

2.1kg減 

子供も大人もみんな泥まみれ 

子供たちに大人気乗車体験 

休耕田を利用して泥遊びを楽しむ地域おこしイベント「でろ祭」

が、伊豆の国市江間イチゴ狩りセンター周辺の休耕田で行われ、

子供から大人まで泥まみれになって楽しみました。 

でろ祭メイン競技「でろRUNアタック」には、地元のおやじたちを

はじめ、県内外から合わせて109人が出場。山あり泥プールあ

りの特設コースを地元の名産イチゴの形をしたビーチボールを片

手に、泥まみれになりながらゴールを目指しました。 

別会場では、子供たちが自由に遊べる「でろ広場」が設けられ、

普段ではできない泥んこ遊びを思いっきり楽しんでおりました。 

今年で3回目となるこのイベントは、昨年を1000人上回る約

3000人が来場しました。 

 

 競技コースに隣接する特設会場では、 

伊豆の国市建設業協会伊豆長岡支部の 

皆様による建設機械乗車体験が行われ、 

子供たちに大人気となりました。 

今回のでろ祭特設コースやでろ広場は 

建設業協会の皆様が何日も前からこのイベントの為に作ってきたものです。 

さらにこのイベントでは、地元消防団のご協力による、放水サービスなど地

元の様々な人たちの協力のもと、みんなが楽しめるイベントとなりました。 

そんな地域おこしイベントに、NRもいろいろと参加させて頂きました。 

 

NR＆伊豆長岡温泉事業協同組合コラボレーション企画 

泥んこだらけになった皆さんに、伊豆長岡温泉をお届け

しよう！と地元伊豆長岡温泉事業協同組合様のご協

力のもと、NRミキサー車で温泉を運搬し、まちの魅力で

ある温泉を楽しんで頂きました。 

NRでは以前より「子供たちの憧れでもあるミキサー車

を使い何かできたら・・・」と温泉運搬プロジェクトを進め

て参りました。 

また、会場内ブースでは、子供たちに思い出をと、生コ

ン手形の作成も行いました。 

地元の様々な人たちの参加で盛り上がったイベントに、

私たちも参加することが出来たことを嬉しく思います。 

今後も様々なイベントに参加していきます。 

 

温泉で泥を洗い流してくださーい！ 

～ヴェネツィア会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、同じ夢に向かいまちの魅力を再発見していくことを目的としております。 

伊豆の国の清流「狩野川」の素晴らしい自然にふれあい、市民ベースでの交流を深めようと毎

年行われる市民交流イベント「狩野川川遊び大会」が今年も開催されました。 

このイベントでは、狩野川イカダ下りをはじめ、地元建設業協会若手の会による建設機械乗

車体験や、商工会青年部による鮎のつかみ取りなど様々な団体が参加するイベント。 

そんななかわたしたちヴェネツィア会も市民交流広場にて、ヴェネツィアの文化を皆さんに知っ

て頂こうと「ヴェネツィアカーニバル仮面づくり体験」をブース出展して参りました。 

 

 

 

イタリアヴェネツィアは毎年カーニバルが行われ、

たくさん市民が煌びやかな仮面や衣装を身にまと

いまちに繰り出します。そんな素敵な文化を皆さん

に体験してもらおうと、世界で一つだけのオリジナ

ル仮面つくりを体験して頂きました。 

当ブースには、大人から子供までたくさんの皆さん

が訪れ、絵の具や装飾品を使い、自分だけのオリ

ジナル仮面を完成させました。 

子供たちが真剣に取り組む姿、そして完成したとき

の喜ぶ笑顔にとても癒される一日でした。 

ヴェネツィア会では、今後も伊豆の国とヴェネツィア

の交流を深めていくことで、まちの発展に繋がって

いくよう、いろいろな企画を行っていきます。 

 

あなたもヴェネツィア会の一員になろう！ 

詳しくはヴェネツィア会事務局池上まで 

お気軽にどうぞ！ 
 

親子の時間、おとうさんも夢中に・・・。 

出来上がり！ハイポーズ！ 仮面の下から笑顔がこぼれます！ 

男の子に大人気!建設機械乗車体験！ 

こちらも大人気! 鮎のつかみ取り。 


