平成３０年５月１日 高圧ガス保安協会 東北支部

協 賛 会 会 員 各位

新年度が始まり、ひと月が経過しました。当支部でも今年度上期の講習会がすでに始まっており、これか
ら 7 月にかけて各種講習会が予定されており、現在これらの申込み受付期間中です。受付終了後においても
追加申込みが可能な場合もありますので、支部宛にお問い合わせ下さい。
また、支部協賛会の運営審議会が先日開催され、今年度の事業計画を審議し、例年通り「技術交流会」を
開催すること、また、その交流会の場で高圧ガス保安に貢献した方々に対し協賛会長表彰を行うことなどが
決定されました。
今回の「杜の栞」では、これらのご案内を中心にお届けしておりますので、協賛会員の皆様におかれまし
ては、積極的な表彰候補者のご推薦をお願いするとともに、技術交流会への多数のご参加をお待ちしており
ます。
（この「杜の栞」は、ＫＨＫホームページ（支部サイト：下記アドレス）からもご覧になれますので、こちらからもどうぞ｡）
https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touhoku/siori_bac_num.html

去る４月 24 日（火）に仙台市内において、
運営審議会が開催されました。
お忙しい中、関東東北産業保安監督部東北支
部 武者保安課長にもご出席いただき、審議委
員１0 名のご出席(ほか委任状 8)のもと平成２
が
9 年度の業務報告と会計報告並びに平成 30 年
度の業務計画、収支予算等についてご審議いた
だき、全ての審議議案についてご承認をいただ
きました。
なお、本年度の協賛会運営審議会の委員の
方々は、右表のとおりです。
第１回

運営審議会

議事次第

１．日

時

平成 30 年４月２4 日(火)

１５：００～１６：００
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３．挨
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高圧ガス保安協会東北支部協賛会長 坂本 雅博

３Ｆ「コンベンションルーム」

関東東北産業保安監督部東北支部
保安課長
４．議

武者 透

様

事

（１）
【第１号議案】運営審議会委員の交代等について
（２）
【第２号議案】平成 29 年度 業務報告・収支決算について
（３）
【第３号議案】平成 30 年度 事業計画・収支予算について
①．事業計画
④．収支予算

②．協賛会会長表彰

③．第 30 回技術交流会

（４）その他
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当支部協賛会では、平成 13 年度から、高

◆ 表彰式は、来る７月１３日(金)に開催予定

圧ガス保安に貢献のあった優良事業所及び保

の「第３０回技術交流会」の中で実施しま

安功労者等の方々に対し、会長表彰を行って

す。

います。
表彰の種類は、①優良事業所(製造所、販

売業者、貯蔵所所有者、特定高圧ガス消費
者)、②保安功労者(高圧ガス関係の事業に
携わる事業所の社内及び社外に対して特に
功労のある個人)、③優良製造保安責任者
(製造保安責任者免状を有し高圧ガスに関
する経験が深く安全指導等に模範的な責任
者)、④優良輸送事業所等(輸送事業所、防
災事業所)です。

◆ 表彰の対象は、協賛会会員事業所等で
あって、いずれも過去 10 年以上事故（重
大なもの）の無いことが条件となります。
◆ この表彰の後は、関東東北産業保安監督部
東北支部長表彰、大臣表彰等にも繋がって
いく表彰ですので、ご理解のうえ積極的な
推薦をお願い致します。
是
◆ 推薦のお願い文書をお送りしますので、
非、会員の皆様からの多数の推薦をお待ち
しております（自薦・他薦を問いません）。
◆（問合先）高圧ガス保安協会 東北支部
℡ 022-268-7501

◎新年度を迎え、初めて高圧ガスの業務
に携わる新入社員や新任担当者の皆様
を対象に、わかりやすく高圧ガスの取
扱いに関する基礎知識や高圧ガス保安
法の概要を説明致します。本セミナー
は、本部主催の『高圧ガス保安教育基
礎講習』のカリキュラムを参考に、よ

fax 022-211-0154

りコンパクトで、より参加しやすいよう
アレンジを加えた東北支部主催の半日
講習会です。新入社員教育の一環として
ご活用下さい！！
なお、受講された方々には、
「修了証」
を交付いたします。
支部主催

１．開催日時 ： 平成３０年 5 月３０日(水) １３:０0～1７：００
セミナー
２．開催会場 ： 宮城県建設産業会館（仙台市青葉区支倉町 2-48）
３．定
員 ： ４５名
４．講習内容 ： 高圧ガスの性質・取扱い、高圧ガス事故事例、高圧ガス保安法令他
５．参加料（税込、テキスト「高圧ガス保安教育基礎講習テキスト(2,300 円)」代込） ;
会員 7,０00 円、 一般（非会員） 8,０00 円
６．申込方法 : 同封のチラシをご覧ください。また、支部ホームページでもご案内し
ております。
（https://www.khk.or.jp/aboutus/branch/touhoku/）
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▼ 「第一種販売」講習の申込受付中です。この講習を受講し検定に合格すると、国家試験の
一部科目が免徐されます。
▼ 申込み受付期間 ： Ｈ３０．5． 1（火）～ 5．１３（日）
（郵便振替による場合は５．１１（金）まで）
▼ 申込みは、下記のインターネットからがお得で便利です。
https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/

▼ 講習日時：Ｈ３０．６．５(火)～７(木)
▼ 講習場所：宮城県管工事会館（仙台市青葉区本町３－５－２２ ）
▼ 検 定 日 : Ｈ３０．６．２２(金)（検定会場は、同上）

▼ 「保安係員」講習の申込受付中です。高圧ガス保安法に基づく 5 年ごとの義務講習で、当
支部では毎年 7 月と翌年 1 月の 2 回実施しています。義務講習ですので、受講漏れのない
ようご注意下さい。
▼ 申込み受付期間 ： Ｈ３０．5． 1（火）～ 5．１３（日）
（郵便振替による場合は５．１１（金）まで）
▼ 申込みは、下記のインターネットからがお得で便利です。
https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/

▼ 講習日時：Ｈ３０．７．19(木)～20(金)
▼ 講習場所：宮城県建設産業会館（仙台市青葉区支倉町２－４８ ）

本「技術交流会」は、昭和 63 年から東北
支部協賛会が主催して開催してきました。
平成 23 年度は東日本大震災の影響もあり
開催が見送られたものの、これまで継続して
開催され、今回で 30 回目を迎えます。
概要は右記のとおり、第一部が協賛会長表
彰式、第二部として記念講演を予定していま
す。
記念講演では、
「ブルーインパルスと空の守
り」と題し、元ブルーインパルス（第 11 飛
行隊）隊長 渡邊 弘 氏からお話いただく
こととしています。
パイロット目線から見た飛行技術について
のお話しや航空自衛官として日本を取り巻く
安全保障環境のお話しなど興味深いお話がう
かがえるものと期待しています。
開催のご案内をお送りしますので、是非、
皆様多数のご参加をお待ちしています。
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この度、KHK が出版している出版物を「目
録」としてまとめ、WEB 上及び印刷物として
公開しました。
WEB 上でご利用になりたい方は、下記 URL
にアクセスいただき、PDF ファイルをダウン
ロードの上、ご確認ください。

【お問合せ先】
教育事業部 図書販売
TEL 03-3436-0352
FAX 03-3459-6613
※支部協賛会員の皆様へは、
１部づつお送りさせて頂く
予定にしております。また、
支部においても頒布する予
定にしておりますので、入荷
までもう暫くお待ち下さい。

https://www.khk.or.jp/public_information/
public_introduction/publications/index.html

また、印刷物をお求めの方は、お手数ですが
右記へお問合せ先までご連絡下さい。

去る４月２４日の運営審議会において、平成
２９年度の収支決算及び平成３０年度の収支
予算が承認されました。
これを受けて、協賛会事務局から、協賛会費
請求書をお送りします。
本年度の協賛会事業の円滑な実施に向け、よ
ろしくご協力をお願い申し上げます。
◆（連絡先）高圧ガス保安協会 東北支部 まで

→

協賛会事務局では、会員への連絡、講習会、
出版物のご案内等に正確を期し円滑に情報提
供等のサービスを行うため、把握している会
員情報を定期的に確認させていただいていま
す。
本年度についても、会員各位に確認票をお
送りしますので、ご確認のうえ、訂正のある
無しに関わらず、事務局までご回報くださる
ようお願いします。

なお、協賛会規定により納入期限は５月
末日となっておりますので、大変申し訳ご
ざいませんが、納入遅れや重複納入のない
よう、お手続きをよろしくお願い申し上げ
ます。
やむを得ず納入が遅れる場合は、お手数
でも当支部へご一報ください。
℡ 022-268-7501

fax 022-211-0154

ご確認いただいたデータに
つきましては、高圧ガス保安
協会東北支部協賛会の会員名
簿として当支部でデータ管理
し、必要に応じて運営審議会
委員等に配布する場合がありますが、前記
の目的、用途以外で使用することはありま
せんので、ご協力をよろしくお願いします。

事務局から
プロ野球の選手で、背番号「３」と言えば、長嶋
茂雄巨人軍終身名誉監督を思い浮かべる方が多い
と思いますが、私の場合は、衣笠祥雄氏でした。連
続出場試合記録 2215 を持つ鉄人として有名です
が、私にとっては少年時代の憧れのヒーローのひと
りでもありました。その衣笠氏が先日、結腸がんで
亡くなったとの訃報。あの優しい語り口の野球解説
がもう聞けないのかと思うと残念で仕方ありませ
ん。ご冥福をお祈りします。

さて、この栞が皆様のお手元に届くのは連休明け
かと思います。皆さんの GW はいかがでしたか。
連休疲れで、ぼーっとしてたら鉄人に笑われそう
ですね。気を引き締めて仕事に励みたいと思いま
す。
（松本）
高圧ガス保安協会東北支部
TEL：022-268-7501
Fax：022-211-0154
E-mail：tohoku＠khk.or.jp
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