平成２２年９月６日(月)

高圧ガス保安協会 東北支部

第４８号
今年の夏は異常な猛暑が全国的に続き、東北地域でも連日３０℃を超える日が続きました。 ９月の気温
観測が開始されて 1１0 年経過するそうですが、今年の気温は過去最高を示し、数値上でも酷暑が証明され
ているようです。この猛暑は、さらに９月に入っても続くそうです。皆様体調管理には気を付けて残暑を乗り越え
ましょう！
さて、９月となり、新学期もはじまり子供達の通学を目にしながら夏休み気分を入れ替えて、来る秋の行事
へ本格シフトしていきたいと思っています。
当支部では、これから秋の行事として、「保安活動促進週間」、「保安大会」、２２年度の申込が終了しまし
た「国家試験」等々に向けて、準備に取りかかっています。
なお、既にご案内をしていますが、今月は事務所の引越もあります。新事務所は、来る９月２７日（月）から
業務を開始いたします。駅からも近くなりますので、是非一度は足を運んでください。お待ちしております。
今回の「杜の栞」第４８号は、秋の行事などをお届けいたします。
（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、是非こちらからもどうぞ｡）

http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.html



高圧ガス保安活動促進週間（10／23～29）！

● 平成２２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。
東北支部では会員の皆様に右記のポスター
を１枚お送りいたします。
● 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、追加希望の場合には、以下の料金で販売してお
りますので、本部教育事業部【03-3436-0352】へ
直接のご注文くださいますようお願いいたします。
（ポスターは１枚 150 円(税込)です）
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ＣＥ受入側保安責任者講習の申込中です！

● この講習は、移動式製造設備により高圧ガス
を貯槽（ＣＥ：コールドエバポレータ）又は容
器に受け入れる受入側事業所の「保安責任者」
養成講習です。時間が迫っています。お急ぎく

ださい。
費に関する１年以上の経験を有する者又は高
圧ガス保安協会が行う高圧ガスの取扱いに関
する講習の課程を修了した者を選任すること
が定められています。

● 今年度は、この講習を１０月７、８日に実施
することといたしましたのでご
案内します。

● ＣＥからの受け入れ現場の見学
実習もありますので、多数の方
のご参加をお待ちしております。

平成２２年度

 講習申込： ９月６日（月）～９月１７日（金）
 講

習：１０月７日（木）講習（座学）
１０月８日（金）実習・見学
（大陽日酸㈱多賀城ガスセンター）

 検

● 受け入れる事業所は、高圧ガスの製造又は消



高圧ガス保安協会 東北支部

定：１０月７日（木）

 受 講 料：２７，７００円（一般：課税）
１８，５００円（会員：課税）
 座学講習会場：宮城県管工事会館
（仙台市青葉区本町 3-5-22）
 見学実習会場：大陽日酸㈱多賀城ガスセンター
(多賀城市宮内 2-3-2)

【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

冷凍空調工事保安管理者講習のご案内！

● 冷凍空調施設は、高圧ガス保安法の技術基
準に適合する必要があります。高圧ガス保
安協会では、冷凍、冷蔵ショーケースを初
め、ビルや店舗・工場などの冷凍空調施設
の設置、修理の工事等を実施する事業所の
うち、一定の条件を満たした保安レベルの
高い事業所を対象とした「* 冷凍空調施設
工事事業所認定」を実施しております。
● この認定制度における冷凍空調施設工事事
業所となるには、まず、「冷凍空調工事保安
管理者」を養成する必要があり、この保安
管理者となるには、一定の資格を有し、こと
かつ、今回ご案内するこの講習を修了する

ことが必要となります。

● 当支部では、関係事業所の皆様に東北各県の
冷凍設備保安協会及び冷凍空調設備工業会
のご協力をいただき、別途ご案内いたします
が、会員の皆様、あるいは関係先に於いて、
冷凍空調工事保安管理者の取得を希望して
いる企業・個人等ございましたら、送付先を
ご連絡いただければ直接講習案内をお送り
いたしますので宜しくお願いいたします。
＊ 認定制度の詳しい情報はこちらからどうぞ！
http://www.khk.or.jp/activities/inspection_certif
ication/approval/refrig_engnr_certif.html

＜講習の概要＞
（無資格者 Ａ区分のみ）
・基 礎 講 習 平成２２年１１月２５日（木） ９：００～１７：００
・検
定 平成２２年１１月２６日（金）１３：００～１４：００
（付加講習）
平成２２年１１月２６日（金） ９：００～１２：００
（保安確認講習）平成２２年１１月２６日（金）１４：００～１７：００
（講習・検定会場） 「宮城県建設産業会館」 仙台市青葉区支倉町 2-48

【※ 無資格者のＢ．Ｃ区分につきましては当支部では実施致しませんので東京での受講をお勧めいたします。
】
－ 東京会場のお問合先 － (社)東京都高圧ガス保安協会（東京都中央区湊 3-10-10）
ＴＥＬ ０３－３５５１－９５７１
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高圧ガス保安協会 東北支部

製造保安責任者試験対策法令セミナー開催ご案内!

● 「日本産業・医療ガス協会東北地域本部」

 講習申込： ９月１５日(水)～９月２４日(金)

（JIMGA）では、“高圧ガス製造保安責任
者試験対策法令セミナー”を右記のとおり
開催する予定です。
● 受講を希望されます方々は、以下までお問
い合せください。
●【申込み・問合せ先】
・ 一般社団法人
「 日本産業・医療ガス協会東北地域本部」

 講

習：10 月 2７日(水)13:00～17:00

 参 加 料：一般 5,500 円

会員 4,500 円

（会員等の照会は申込先まで）

 講習会場：
「ハーネル仙台」5F(けやき)
（仙台市青葉区本町 2-12-7）
 定

員：４０名

(JIMGA)

・ 〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-13-24
・ ℡ 022-221-5077 Fax 022-261-5019

※ 案内書を同封しておりますので、ご利用ください。



『第 24 回高圧ガス保安東北大会』開催ご案内！

平成２２年度

● 「第２４回高圧ガス保安東北大会」を来る
１１月１９日（金）
、ホテルメトロポリタン
仙台において開催します。
● 大会では「高圧ガス保安原子力安全・保安
院長表彰式」
「記念講演」
「懇親パーティー
(祝賀パーティー)」などが開催されますの
で、沢山の方々のご参加をお待ちしており
ます。

● 大会日時；平成２２年１１月１９日（金）
１３：３０

～ （１６：１０～ 懇親パーティー）

● 大会会場；ホテルメトロポリタン仙台
（プログラム）
「高圧ガス保安原子力安全・保安院長表彰式」
「記念講演」講師：野 村 克 也 氏 を予定
「祝賀懇親パーティー」

例年この保安大会では、
「高圧ガス保安原子力安全・保安院長表彰式」に続き、「記念講
演」では、有名・著名人や話題の人をお招きしております。
今年度は、昨年の「サッチー」に続いて、ご主人である“東北楽天ゴールデンイーグル
ス”名誉監督「野村克也」氏をお迎えする予定です。
野村名誉監督は、昨年 東北楽天チームをクライマックスシリー
ズに導き、惜しくもリーグ優勝には届きませんでしたが、その
采配には独特なものがありました。今回の講演では、監督時代
の経験談から「野村ポリシー」の一端が聞けると思います。
先日体調を崩されて、一時は心配致しましたが、その後お元気
にしており、全国各地講演会に奔走されていらっしゃると、
伺っておりますので、皆様どうぞお楽しみにしてください。
詳しくは、次回のご案内まで“乞うご期待”ということです。
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平成２２年度

高圧ガス保安協会 東北支部

『高圧ガス保安協会全国大会』開催ご案内！

● 「第４７回高圧ガス保安協会全国大会」開催
・恒例の全国大会を来る１０月２９日（金）、東
京のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東
京において開催します。
・大会では、｢技術講演-梅原克彦氏(私はこんな
事を考えながら「強い町工場」を創りました)｣
「経済産業大臣表彰・高圧ガス保安協会長表彰
式」
「特別講演-川島隆太氏(脳を鍛える)」｢懇親
パーティー｣などが開催されますので、是非ご
参加ください。
・申し込みは、高圧ガス保安協会
（総務部 03-3436-6100）まで

日 時；１０月２９日（金）１０：３０ ～
（１６：５０～ 懇親パーティー）
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

参加料；無料（但し、懇親ﾊﾟｰﾃｨｰ参加は３千円です）

支部事務所移転します。９月２７日(月)から新事務所へ！



江陽グラン
ドホテルの
隣りです！

新住所：〒980-001４ 仙台市青葉区本町二丁目 3-10（仙台本町ビル７F）
Tel ;022-268-7501 Fax; 022-211-0154
（電話＆FAX 番号は､変更ありません。）



１０月１日は高圧ガス保安協会の創立記念日です

大変申し
訳ありま
せん！

来る１０月１日(金)は、高圧ガス保安協会が民間法人化した日を記念
した創立記念日となり、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、何卒ご理解を
いただきたくお願い申し上げます。

栞のつぶやき

昨年、同じ時期の栞の挨拶は
「今年も短い夏でしたね。
」だったのに･･･
な・なんと今年の夏の長いこと･･･長期予報では冷夏も予
想されていたのに、驚きです。
熱中症で倒れる人も続出し、9 月に入った今でも、30
度を超え、夜は 25℃を越える熱帯夜･･異常な夏になって
しまったようです。何を隠そう私までが体調を崩し、点滴
のお世話になってしまいました(＾_＾；)
みんなには鬼の霍乱、休みすぎ等々言われましたが、
その通り･･と思いながらも、いつものように笑ってごまか
しています(＾Ｏ＾)

そうこうしているうちに、我が支部
は引っ越しもあるし、国家試験、保安大会 etc
そして、個人的にはコンサートや締めのディナーショーなど体
力勝負の行事満載!!
倒れてなんかいられない!!もう一度点滴打って、ドリンク剤
を飲んで頑張らなくちゃ!! でも、やっぱり若いってうらやま
しぃ～(-．-；)いやいや･･今より若い日は無いのだ!!
とにかく体調を十分整えて、楽しい秋を見つけなきゃ。
皆さんも楽しい秋見つけてくださいね!! (＾Ｏ＾)／
高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501
E-mail：tohoku@khk.or.jp
Fax 022-211-0154
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