平成 28 年 2 月吉日

「どえりゃあ元気な愛知の生コン」
GNN 第 16 回技術勉強会 in 名古屋
製造者と施工者の共創「共に創る」
成長する生コン工場アライアンス（全国 90 社）GNN5 年目 16 回は初の東海・名古屋での技術勉
強会。5 年間の蓄積を、使い手施工側の目線から紹介。作る人・売る人・使う人が三位一体とな
った新しい業界秩序では、多くの付加価値が日夜創造されています。

主催：元気な生コンネットワーク（GNN）
日時：平成 28 年 2 月 27 日（土）
開場

12:00（受付開始）

13:00 ~ 17:20

勉強会

場所：TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター

懇親会

17:30 ~ 19:00

(名古屋市中村区名駅 2-41-5

CK20 名駅前ビル)

費用：8,000 円 / 名（テキスト代、懇親会代含む）※つり銭のないようご協力下さい。
※定員 250 名（ドレスコードなし）
〆切：平成 28 年 2 月 13 日

お申込みは GNN 事務局又は名古屋大会実行委員㈱伊藤商店まで

※締切前でも定員となり次第申込み受付を終了させて頂くことがございますのでご了承ください。

ホスト工場：㈱伊藤商店／㈱毛受建材／㈱坂井工業所／石川屋建材㈱

会場案内
場所：TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター
住所：名古屋市中村区名駅 2-41-5

CK20 名駅前ビル

アクセス：

・最寄駅

JR 東海道本線 名古屋駅 桜通口 徒歩 5 分

TEL：052-238-3526

プログラム（案）

1. 開会あいさつ

13:00～13:05
株式会社伊藤商店

2. 特別講演

取締役

伊藤 大司

氏

～日本のトンネル施工の第一人者～

「小嵐トンネルの安全管理」
元鹿島建設株式会社

13:05～13:45
関東支店

三遠南信小嵐トンネル調査杭工事事務所
技術士

所長

労働安全コンサルタント

山田 謙二

様

T-CIM/Concrete」

13:45～14:25

3．～施工者からコンクリート製造者への提言～
「ICT を活用したこれからのコンクリート工事
大成建設株式会社

土木部

土木技術部

技術・品質推進室

次長（CIM 担当 TL）

技術士

休

憩

北原

剛

様

14:25～14:35

4．「GNN の歩みと生み出した技術紹介＆土木関連団体（YDN・みんなのどぼく）との連携
14:35～16:05
有限会社長岡生コンクリート
株式会社正治組
株式会社建設システム
事例紹介

専務取締役

宮本 充也

氏

部長

大矢 洋平

氏

広報責任者

鈴木 千晴

氏

土木部

広報・企画制作部

（製造者＆施工者より）

① 「生コン屋からの省力化・省人化」
② 「6 時間で強度発現」
③ 「レトルト生コン」

超速硬コンクリート
俺ナマ ／

④ 「GNN 生コン屋のゴミ解決
⑤ 「福島除染で大活躍

スラモル／グラウト

繊維コンクリート

ゼロミッションの実現」

国を助ける」

休

IWA／エコプロジェクト

セルドロン

憩

16:05～16:15

5．愛知県特別枠講演
「マイナス 6 億円からの再生」

16:15～17:15
三竹生コンクリート株式会社

代表取締役

6. 閉会あいさつ

村山 雄司 様

17:15～17:20
株式会社毛受建材

懇親会

代表取締役

毛受

進 氏

17:30～19:00

当日プレゼン者及びプレゼン内容や順番に変更の場合がございます。予めご了承ください。

「どえりゃあ元気な愛知の生コン」
GNN 第 16 回技術勉強会 in 名古屋
製造者と施工者の共創「共に創る」

参加申込書
主催：元気な生コンネットワーク（GNN）
日時：平成 28 年 2 月 27 日（土）
開場

12:00（受付開始）

勉強会

13:00 ~ 17:20

場所：TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター

懇親会

17:30 ~ 19:00

(名古屋市中村区名駅 2-41-5

CK20 名駅前ビル)

費用：8,000 円 / 名（テキスト代、懇親会代含む）※つり銭のないようご協力下さい。
※定員 250 名（ドレスコードなし）
〆切：平成 28 年 2 月 13 日

お申込みは GNN 事務局又は名古屋大会実行委員㈱伊藤商店まで

※締切前でも定員となり次第申込み受付を終了させて頂くことがございますのでご了承ください。

ホスト工場：㈱伊藤商店／㈱毛受建材／㈱坂井工業所／石川屋建材㈱

貴 社 名：
ご 住 所:
お 名 前：
ご連絡先：
ご紹介者：
申込み返信先
GNN 事務局
株式会社 GNN オフィス 担当:池上 信（いけがみまこと）
〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 781
Tel:055-947-0049
Fax:055-947-0052
nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp
又は
GNN 名古屋大会実行委員
株式会社伊藤商店
担当:伊藤 大司（いとうたいし）
〒477-0032 愛知県東海市加木屋町白拍子 90－2
Tel: 0562-33-0633
Fax: 0562-33-3177

司会者プロフィール
佐藤 倫子
NORIKO SATO

生年月日

： 1983 年 4 月 11 日

趣味特技

：ヨガ・バレエ・ゴルフ・絵画鑑賞

ライセンス：シヴァナンダヨガ正式指導者・博物館学芸員
ジュニア野菜ソムリエ・ジュニア食養生コーディネーター

大学を卒業後、アナウンサーとしてメ～テレ（名古屋テレビ放送）に入社。
毎週生放送でオンエアされた情報番組の MC を 5 年間に渡り担当、土曜午前の顔は「サトノリ」の愛称と
ともに広く浸透した。在局中は、報道、バラエティ、スポーツと各ジャンルで実力を発揮、やわらかで心
地よい語り口と、愛くるしい笑顔で世代を問わず支持層を広げる。 2012 年 3 月末で同局を退社後に北米
に留学。帰国後、以前より造詣のあったヨガを極め、資格を取得し現在はヨガインストラクターとしても
活動する。 2014 年 4 月より、CBC テレビ「ゴゴスマ」火曜レギュラーとして出演、2014 年 10 月からは、
セントラルジャパンに籍を置き、多方面のエンターテイメントに更に活躍の場を広げている。

テレビ
・東海テレビ「競馬 BEAT」MC 毎週（日）15:00～
・CBC「ゴゴスマ」
（CBC テレビ）
・メ～テレ「ラブちぇん」
（3 代目 MC）
・メ～テレ「UP!」
（PickUP コーナー担当）
・メ～テレ「START UP」
（メインキャスター）
・メ～テレ「昼まで待てない」
（メイン MC）
・メ～テレ「サタあはっ！」
（メイン MC）
・メ～テレ「WAYAYA あはっ！」（メイン MC）
・メ～テレ「WAYAYA 丼」
（情報リポーター）
・メ～テレ「ドデスカ!」
（情報リポーター、麺ロードコーナー担当）
・メ～テレ「アナ ch!」
（レギュラー出演）
・メ～テレ「アナ誕」
（レギュラー出演）
・メ～テレ「バグルー」
（初代ナレーション）
・メ～テレ「30 人 31 脚」
（特番メインリポート）
・メ～テレ「ニッポンど真ん中遺産」
（メ～テレ 50 周年特番リポート）
ラジオ
・CBC ラジオ「つぼいノリオの聞けば聞くほどっ！」アシスタント
・CBC ラジオ「丹野みどりのよりどりっ！」アシスタント

他

