平成２９年 9 月１日 高圧ガス保安協会 東北支部

協 賛 会 会 員 各位

今年度の高圧ガス製造保安責任者等試験の申し込みが、８月 2１日～9 月１日の間に行われました。正式
な出願者数の発表はこれからとなりますが、東北支部が担当する宮城会場へも例年どおりたくさんの申込を
いただき、誠にありがとうございました。受験日は 11 月 12 日(日)で、まだ 2 ヶ月以上ありますので、今
からしっかりと計画を立て、受験対策に取り組めば、必ずや合格できると思います。皆様方のご健闘をお祈
りしております。
既にご案内しておりますが、本号でも「法令セミナー開催」の紹介をしています。受験される皆様にとっ
ても理解を深めるとても良い機会なると思いますので、ご参加の検討をお願いします。
また、本号ではこれから秋に向け予定されている「保安活動促進週間」、
「保安全国大会」、
「保安東北大会」
等々の保安行事についてご案内していますのでご覧下さい。
（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｡）
http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.html
～保 安 法 の重 要 なポイントを勉 強 したい方 々向 けの 1 日 セミナーです～

● すでにご案内しておりますが、現在「高圧
ガス保安法令セミナー（宮城会場）」の受講
申込みを受付中です。
高圧ガス保安法令の知識を深めたい方、さ
らには高圧ガス製造保安責任者等国家試験
の受験を予定されている皆様方にとっては、
法令の重要なポイントを中心に理解を深め
て頂ける貴重な機会ですので、是非、受講を
ご検討ください。
● お問い合せは、下記まで。

 開催日時：10 月４日(水)10:00～16:30
 参 加 料：会員 9,300 円 一般 10,300 円
 会

場：宮城県建設産業会館
（仙台市青葉区支倉町 2-48）

 定

員：70 名

 受付締切：平成 2９年 9 月２０日（水）
（締め切り迫っております。お急ぎください。）

高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 Fax 022-211-0154
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● 平成２９年度の「高圧ガス保安活動促進週
間」が、今年も１０月２３日から始まります。
会員の皆様には、昨年に引き続き左記のポス
ター1 部を贈呈致します。
是非、保安教育や保安に関する活動などにお
役立てください。
● なお、ポスターの追加を希望されるときは、本

栞に同封したリーフレット裏面の申込書によ
り高圧ガス保安協会教育事業部へ直接ご注文
ください。
1枚

：

申込締切

154 円

(税込)

： 10 月 15 日まで

★お問い合せは、
KHK 教育事業部出版業務課
【電話 03-3436-0352】まで

● また、本年度からポスターのデザインを用いた

シール（大きさ B5 版、1 枚 150 円）の販売を
開始します。
（シールは、大きさが A6 サイズか
ら小さなサイズまでさまざまあり、はがす場合
に跡になりにくい仕様となっています。
）この
機会に是非お買い求め下さい。
（上記お問い合
わせ先へ）
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● 第５４回「高圧ガス保安全国大会」が、来る
１０月２７日（金）
、東京のＡＮＡインターコ
ンチネンタルホテル東京において開催されま
す。

● 大会は、
「経済産業大臣表彰・高圧ガス保安協
「町工場のモ
会長表彰式」の他、技術講演に、
ノづくりへのチャレンジ精神とそれを支える
人づくり」
（青木 豊彦 氏（㈱アオキ 取締役会
「IoT･AI 技術の活用による
長）
）、特別講演は、
データから価値を生む時代」(谷川 民生 氏（産
業技術総合研究所 人工知能研究センター 副
センター長）)を行う予定です。是非ご参加く
ださいますようご案内申し上げます。

● 第３１回「高圧ガス保安東北大会」を、来る１１月

日 時；１０月２７日（金）10:30～18:20
（技術講演：10:30～12:00）
（表 彰 式：13:00～15:00）
（特別講演：15:25～16:55）
（懇親パーティ：17:00～18:20）
場 所；ＡＮＡインターコンチネンタルホテル
（東京都港区赤坂 1-12-33）
申込先；高圧ガス保安協会総務部
〒105-8447
東京都港区虎ノ門 4-3-13
TEL 03-3436-6100 FAX 03-3436-5704
※詳しくは、KHK ホームページをご覧ください。

● 大会日時；平成 2９年１１月 2４日（金）

２４日（金）、ホテルメトロポリタン仙台において

（第一部：表

開催します。（※詳細は、同封の案内書をご覧下さい。）

（第二部：記 念 講 演 14:30～16:00）

● 大会では「高圧ガス保安関東東北産業保安監督部東
北支部長表彰式」、「記念講演」、「懇親パーティ(受
賞祝賀会)」などを行う予定です。

彰

式 13:30～14:30）

（第三部：懇親パーティ 16:00～18:00）

● 大会会場；ホテルメトロポリタン仙台
（仙台市青葉区中央 1-1-1）

● 「記念講演」では、元山形新幹線「つばさ」車内販
売員 茂木 久美子 氏をお招きし、「仕事を楽し
む！元気１００倍の仕事術」と題し、ご講演頂く予
定です。多くに皆様のご参加をお待ちしておりま
す。
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●

例年１０月に実施しております「ＣＥ受入側
保安責任者講習」を、大陽日酸㈱多賀城事業所
の全面的なご協力をいただき、本年度も 10 月
1２日（木）～1３日（金）の日程で実施するこ
ととなりましたので、参加者を募集しています。

▼講習：平成 29 年 10 月 12 日（木）
【座学】
平成 29 年 10 月 13 日（金）
【実習】
▼検定：平成 29 年 10 月 12 日（木）
▼講習会場：
【座学・検定】宮城県管工事会館
仙台市青葉区本町 3-5-22
【実習】大陽日酸(株)多賀城事業所
多賀城市宮内 2-3-2
▼受講料：協賛会会員：１８，５００円
一般
：２７，７００円
▼受講申込：平成 29 年９月 11 日（月）
～９月 22 日（金）
【申込先】高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 fax 022-211-015４

E-mail：tohoku@khk.or.jp

● 協賛会会員の皆様には、毎月発行される KHK

● 具体的には、今年 6 月号から「LP 法の基礎」

機関誌「高圧ガス」をお届けしていますが、同

が、8 月号から「高圧ガス保安法の基礎」が新

誌ではいくつかのシリーズを連載記事として掲

シリーズとしてスタートしています。

載しています。

● LP 法では制定の経緯や改正の沿革等が、高圧法

● 昨年実施した読者アンケートの中から、今後取

ではいくつかのキーワードに関する解説が逐次

り上げて欲しいものとしての要望の多かったテ

掲載されていく予定となっていますので、是非

ーマを取り上げ、新しく連載を始めています。

とも記事をご覧下さい。

休業のお知らせ
来る１０月２日(月)は、高圧ガス保安協会が民間法人化した日を記念した創立記念日にあたり、東
北支部も業務をお休みします。
皆様には何かとご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

事務局から
気がつけば９月。夏休みも終わり、新学期が始ま
りました。皆様の夏休みはいかがだったでしょう
か？楽しい夏の想い出を作ることができたでしょ
うか。
当支部のある仙台市では、7/22～8/27 の 36
日間連日降雨を記録し、これは観測史上最長記録と
のこと。たしかに涼しくて過ごしやすかったのです
が、連日の曇天にはいささかうんざり気味。燦々と
輝く太陽の姿が恋しかった今年の夏でした。
これだけ日照時間が短いと気になるのが農作物
の成長ですが、先日の報道によると、今年の東北地
方の水稲の作柄状況は、「やや良」か「平年並み」

とのことで、ひとまず安心。おいしい新米が店頭に
並ぶ日が楽しみです。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあ
ります。これから秋の観光シーズンを迎えるに当た
り、体調管理には十分気をつけて、東北の秋を満喫
したいものです。皆様もご自愛下さい。
（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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