平成２９年１２月１日

高圧ガス保安協会 東北支部

協 賛 会 会 員 各位

早いもので師走に入り、今年もあと１ヶ月を残すのみとなりました。街もクリスマスの装いを深めつつある
今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。この 2017 年はどのような１年だったでしょうか？
先月は、当支部の大きな行事である「高圧ガス国家試験」と第 31 回「高圧ガス保安東北大会」がありまし
たが、皆様のご支援・ご協力をいただきながら、無事に終了出来ました。改めまして御礼を申し上げます。
高圧ガス保安東北大会では、高圧ガス保安に功績があった１事業所、2 名の方々への関東東北産業保安監督部
東北支部長表彰の授与に続き、記念講演では、元山形新幹線「つばさ」のカリスマ車内販売員の「茂木久美子」
さんをお招きし、貴重なお話を伺うことができ、盛会のうちに終了することができました。
今回栄えある関東東北産業保安監督部東北支部長表彰を受賞されました皆様には、長年のご労苦に対しまし
て心よりお祝い申し上げます。また、今後益々のご活躍を祈念致しますとともに、引き続き後輩へのご指導を
宜しくお願いいたします。
さて、今回の「杜の栞」は、この保安東北大会の話題を中心にお届けいたします。
（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｡）
http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.html

「第一部」【関東東北産業保安監督部

東北支部長表彰式】

● 平成２９年度「第３１回 高圧ガス保安
東北大会」が、１１月２４日(金)１３：
３０よりホテルメトロポリタン仙台に
おいて約１８０名の参加者のもと、盛大
に開催されました。
▼ 当日は、第一部として「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」が挙行されました。
受賞されました方々の安全・保安に対
して積み重ねてこられたご努力に敬意
を表しますとともに、
今後のご活躍をご
祈念いたします。
【写真右】式辞を述べられる保安監督部杉本支部長
【写真下左】表彰状授与の模様
【写真下右】来賓祝辞を述べられる KHK 沼田理事

石油資源開発㈱ 秋田事業所
余目 LNG 基地 様

松浦 政彦 様

鈴木 清秀 様
（代理人 大竹

直

様）
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（敬称略・順不同）

優良製造所
石油資源開発㈱ 秋田事業所 余目ＬＮＧ基地

保安功労者
鈴木 清秀（㈱鈴木冷凍機）

優良製造保安責任者
松浦 政彦 (東邦アセチレン㈱ 生産・技術本部)

受賞おめでとうございます！

【受賞者代表謝辞風景】

【高圧ガス保安関東東北産業保安監督部東北支部長表彰 受賞者の皆様】

「第二部」

【保安大会記念講演】
▼ 第二部の大会記念行事として記念講演会が開
催され、冒頭 本大会の共催団体を代表し、高
圧ガス保安協会東北支部長「坂本 雅博」より、
大会開催へのご協力御礼と保安表彰受賞者へ
のお祝い、さらに参加事業所及び東北地域の
更なる発展を願った挨拶をいただきました。
(写真左上)
▼ 続く記念講演会では、
「仕事を楽しむ！元気１
００倍の仕事術」と題し、元山形新幹線「つ
ばさ」車内販売員「茂木 久美子」さんによる
ご講演が行われ、相手の気持ちを思いやる
様々な神対応の接客の仕方や新幹線乗務時代
の裏話などについてお話しいただき、参加頂
いた皆様方には大変ご好評をいただくことが
できました。
（写真左下、右）
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【懇親パーティー】

▼ 第三部の祝賀・懇親パーティーでは、保安監督部東北支部長表
彰及び先に東京で表彰式のあった経済産業大臣表彰及び高圧ガ
ス保安協会会長表彰の受賞者を囲み､保安東北大会で毎年恒例
となった“ボージョレー･ヌーヴォー”のグラスを傾けて、和や
かな雰囲気の中、懇親を深めました。

▼大臣表彰、協会会長表彰受賞者のご紹介 （敬称略・順不同）
〔経済産業大臣表彰〕
・工藤 良一（㈱工藤酸素店：保安功労者）
・小野 光政（㈱東邦仙台ガスセンター：優良製造保安責任者）
・猿田 薫（秋田製錬㈱：優良製造保安責任者）
〔高圧ガス保安協会会長表彰〕
・相場 栄利（㈱相場商店：保安功労者）
・和田 正雄（元・宮城県冷凍設備保安協会：保安功績者）
・菊地 敏之（㈱菊才商店：保安功績者）

【懇親会でご挨拶される
保安監督部兎澤企画調整官】

【懇親会の模様】

前号の「杜の栞」でもご案内しておりますが、
「高

詳しくは、前号に同封したパンフレット又は高

圧ガス移動監視者」「乙種機械講習」「丙種化学

圧ガス保安協会東北支部のホームページ

（特別）講習」の申込み受付が 1 月５日（金）

（ https://www.khk.or.jp/branch/touho

から始まります。

ku.html#koushu）をご覧ください。

本年度最後の講習となりますので、受講をご
希望される方は、忘れずにお申し込みください。
講習の種類

講習日

検定日

講習・検定会場

高圧ガス移動監視者

H30.1.25～26

H30.2.9

宮城県管工事会館

乙種機械

H30.2.5～7

H30.2.25

宮城県建設産業会館

丙種化学(特別)

H30.2.20～22

H30.3.4

宮城県建設産業会館
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１．日 時：平成３０年３月２日(金) 10:00～16:00
２．場 所：
「宮城県建設産業会館」
仙台市青葉区支倉町２－４８

保安検査とは
･･････････････
･･･････････････

３．内 容：保安検査を担当した県の元高圧ガス担当者が講

･････････
･････････

師となり、保安検査基準(KHKS 0850)に基づき
保安検査の受検又は実施にあたり､基本となる事項､
ポイント､過去事例等を交えながら、今後の保安検
査に役立てるよう、分かりやすく解説します。

４．

保安検査のポイント
･････
･････

平成３０年 2 月１６日(金) （定員：７０名）
※定員になり次第締め切ります。

５．参加費：10,300 円
12,300 円
６．申込先：高圧ガス保安協会 東北支部
&
※ なお、本セミナーは、他に全国５会場（東京、名古屋、大阪、広島、福岡）でも開催予定です。
詳細は、同封したご案内のパンフレット、又は、以下のアドレスからご覧ください。
（http://www.khk.or.jp/

（平成 29 年 6 月発刊）
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太
平洋沖震や、発生が予測される南海トラフの
巨大地震などから構造物耐震設計や耐震補強
への関心が高まっています。そこで、現在は
複数の書籍に掲載されている高圧ガス設備等
の耐震設計基準類を使いやすく 1 冊にまとめ
ました。
耐震設計に携わる方におすすめです！
定価：3,780 円（税込み）
サイズ等：A4 版 約 550 頁、
1 色刷
お問い合わせ先：
高圧ガス保安協会
教育事業部 図書販売係
℡ 03-3436-0352 まで

（平成 29 年 11 月発刊）
圧縮水素スタンドに係る技術基準は、省令、通達、
例示基準、更に KHKS などの 規格も含めて構
成されており、審査する地方自治体及び申請する
事業者もこれらを踏まえた運用や技術基準の適
合性についての統一的な解釈が求められていま
す。こうした実状を踏まえ、圧縮水素スタンドの
安全な設置及び運用の一助となるよう技術基準
を解説したガイドをとりまとめました。
水素スタンド関係者に是非手に取っていただき
たい 1 冊です！

定価：上巻 7,000 円（税込み）
下巻 6,500 円（税込み）
上下巻セット割引
12,500 円（税込み）

事務局から
先日の厚労省の発表では、今年もインフルエン
ザが流行シーズンに入ったとのことで、例年より
やや早めの傾向のようです。ワクチン製造の遅れ
もあり、一部の病院では予防接種を休止している
ところもあるようですが、みなさんはもう予防接
種をお済ませになったでしょうか。
昨年お世話になった病院に電話をすると既に
ワクチンは品切れで、次にいつ入荷できるかは不
明とのことなので、別の病院へ問い合わせたとこ
ろ、まだあるが残り僅かということなので、慌て

て病院へ。なんとか予防接種難民にならずにす
みました。
忘年会、クリスマス、お正月と楽しい行事が
たくさん待っている時期ですので、インフルエ
ンザでダウンということのないよう皆様も体調
管理にはお気を付け下さい。
（松本）
高圧ガス保安協会 東北支部
E-mail：tohoku@khk.or.jp
Tel 022-268-7501
Fax 022-211-0154
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