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で目粗しした耐震改修接合工法－（改定）《第12-12号改》，

H－CP工法－H形プレストレストコンクリート柱状材を用

いた地盤補強工法－（改定）《第12-22号改》 ───── 154

GBRCニュース

GBRC業務説明会「オイル阻集器の構造と性能試験方法につい

て」開催のご案内，SiTeC（On-Site Testing of Concrete）

コンクリート現場試験技能者認定制度 平成24年度の前

期 登 録 者 に つ い て，LaboTeC（Laboratory Testing of 

Concrete）試験要員認定制度 平成24年度前期の登録者につ

いて ─────────────────────── 151

新技術開発支援室の設立等の組織変更および部門名称の変更，

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務の開始につい

て，平成25年度研修事業開催のご案内，平成24年度 業務・

研究報告会開催報告 ──────────────── 152

SiTeC（On-Site Testing of Concrete）コンクリート現場試験技

能者認定制度 平成24年度後期の登録者について，LaboTeC

（Laboratory Testing of Concrete）試験要員認定制度 平成

24年度後期の登録者について，GBRC業務説明会 開催報告

「オイル阻集器の構造と性能試験方法について」 ─── 153

GBRC業務説明会「改正省エネルギー基準と数値シミュレー

ションの活用」開催のご案内，平成25年度後期研修事業開催

のご案内，お詫びと訂正のお願い ────────── 154

その他

組織の動き・研修情報 ──────────── 151～ 154

GBRC総目次2012年（平成24年） ─────────── 151

平成24年度の事業報告，平成25年度の事業計画，平成24年度

研究活動等報告 ────────────────── 153

編集後記

岩佐裕一・中村隆治・城ヶ原達也・平井義行

 ────────────────────── 151～ 154

GBRC  Vol.39 No.1 2014.1

76




