平成２２年１１月１日

高圧ガス保安協会 東北支部

第４９号
暑い夏から一変して、秋を通り越し、先日は、蔵王山頂から初冠雪の便りが届けられ、街ゆく人々はコート
を身にまとい、東北は一気に冬の気配です。皆様お変わりございませんか？
この急な冬の到来に、職員は昨年の｢新型インフルエンザ｣による国家試験の準備の苦労が頭をよぎりま
すが、試験勉強追い込みの真っ最中の皆様には、急な気温の変化に十分注意して、来る１１月１４日（日
曜日）に実施される試験には万全の体制で臨んで戴きたいと願っております。
また、毎年恒例の「高圧ガス保安活動促進週間」と連動して高圧ガス保安全国大会が去る２９日に東京
で開催されました。東北からは経済産業大臣表彰３件、ＫＨＫ会長表彰４件が受賞されました。
そして、来る１１月１９日(金)には「第２４回の高圧ガス保安東北大会」が開催され、保安院長表彰に合わ
せて、記念講演として東北楽天ゴールデンイーグルス名誉監督の野村克也氏をお迎え致します。
今回の「杜の栞」第４９号は、このような話題の他、今年度下期の講習案内などをご案内いたします。
（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

 第２４回 高圧ガス保安東北大会のご案内！
● 平成２２年度の「第２４回 高圧ガス保安東北大会」が、
１１月１９日(金)１３：３０よりホテルメトロポリタン
仙台にて開催いたします。

● 今年の記念講演は、昨年の“サッチー”こと野村沙知代
様に続き、旦那様の東北楽天イーグルス名誉監督でいら
っしゃる「野村 克也」様が、満を持しての登場です。

※ 大会へのご協賛、参加申込みは１０月２９日までと
なっておりましたが、お申し込みをお忘れの方は、まだ
間に合いますので是非お申し込みください。
◆ 大会プログラム
1. 高圧ガス保安原子力・安全保安院長表彰式
・式辞 ・表彰 ・来賓祝辞 ・謝辞
2. 高圧ガス保安東北大会記念行事
・大会記念講演 野村 克也 氏「～野球と人生～」
3．祝賀・懇親パーティー

♪♪ 皆様ご存じの東北楽天イーグルス名誉監督です。これ
までの数々の経験から、野村野球のポリシーとともに、
楽天の選手のお話や今期結果について、また来年の新監
督の星野氏の采配予想等々、楽天球団の盛りだくさんの
貴重なお話をしていただけることと思います。♪♪
【問合先】高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 fax 022-211-0154
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22 年度（第 2 回）高圧ガス保安係員（一般）講習

● この講習は、高圧ガス保安法（第 27 条の２

● 申込みは、インターネットからの電子申請が便

第７頄）に基づく第一種製造事業所において
保安係員に選任されている者を対象にした義
務講習です。

利でお得ですが、同封の書面による申込みも受
付しております。

● 今回は、平成２２年度の第２回目となります。

【問い合わせ先】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

講習日時

平成２３年１月２７日(木)～１月２８日(金) ９～１７時

講習会場

宮城県建設産業会館（仙台市青葉区支倉２-４８）

申込期間

平成２２年１１月２２日(月)～１２月５日(日)、書面申込は１２月３日(金)まで

受 講 料

インターネット申込：９,６００円、郵便振替申込：１０,１００円

テキスト

高圧ガス保安法（第 10 次改訂版予定）4,700 円（会員:4,230 円）
高圧ガス製造保安係員講習テキスト（一般ガス）
（第３次改訂版）2,000 円

※ 受講料には講習に使用するテキストは含まれておりませんので一緒にお申し込み下さい。

22 年度（第 2 回）
乙種機械・丙種化学(特別)製造保安責任者講習


● この講習は、高圧ガス保安法(第 31 条第 3 頄) ● 申込みは、インターネットからの電子申請が便
高圧ガスの製造にかかる資格取得の講習で
す。

製造責任者 講習

● 今回は、平成２２年度第２回目となります。

利でお得ですが、同封の書面による申込みも受
付しております。
【問い合わせ先】高圧ガス保安協会東北支部
022-268-7501 fax 022-211-015４

乙種機械
講習日時
講習会場
申込期間
受 講 料
テキスト

E-mail：tohoku@khk.or.jp

平成２３年２月８日(火)～２月１０日(木) ９～１７時
宮城県建設産業会館（仙台市青葉区支倉２-４８）
平成２３年１月４日(火)～１月１６日(日)、書面申込は１月１４日(金)まで
インターネット申込：１８,４００円、郵便振替申込：１８,９００円
高圧ガス保安法（第 10 次改訂版予定）4,700 円（会員:4,230 円）
中級高圧ガス保安技術（第８次改訂版）3,900 円、問題集(22 年度版)3,500 円

※ 受講料には講習に使用するテキストは含まれておりませんので一緒に申し込んでください。

丙種特別
講習日時
講習会場
申込期間
受 講 料
テキスト

平成２３年２月１６日(水)～２月１８日(金) ９～１７時
宮城県建設産業会館（仙台市青葉区支倉２-４８）
平成２３年１月４日(火)～１月１６日(日)、書面申込は１月１４日(金)まで
インターネット申込：１８,４００円、郵便振替申込：１８,９００円
高圧ガス保安法（第 10 次改訂版予定）4,700 円（会員:4,230 円）
初級高圧ガス保安技術（第８次改訂版）2,600 円、問題集(22 年度版)3,000 円

※ 受講料には講習に使用するテキストは含まれておりませんので一緒に申し込んでください。
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 高圧ガス移動監視者（総合）講習
● この講習は、高圧ガス保安法（第 23 条関係）
に基づく高圧ガスの移動について監視する資
格の取得講習です。

講習日時
講習会場
申込期間
受 講 料
テキスト

● 申込み案内を同封しましたのでご利用ください。
【申込＆問合先】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
平成２３年２月３(木)～２月４日(金) ９～１７時
宮城県管工事会館（仙台市青葉区本町３-５-２２）
平成２３年１月４日(火)～１月１４日(金) 東北支部へ書面のみ申込受付です。
銀行振込申込：１１,４００円
高圧ガス移動監視者テキスト（22.2 最新改訂版）2,100 円
高圧ガス保安法（抄）（最新改訂版）300 円、問題集(22.3 最新版) 1,800 円

※ 受講料には講習に使用するテキストは含まれておりませんので一緒に申し込んでください。

 第４７回

『高圧ガス保安全国大会』開催！

平成２２年度

高圧ガス保安全国大会

● 去る１０月２９日(金)「第４７回
高圧ガス保安全国大会」が開催
されました。

● 日頃の保安に対するご努力とご功績に対しま
して、心よりお祝いを申し上げます。今後と
もご活躍をご期待申し上げます。

● また、東北地域からは、経済産業大臣表彰３
件、高圧ガス保安協会長表彰４件の次の方々
が受賞されました。

“おめでとうございます”！！

〔経済産業大臣表彰〕
・ 優良販売業者 株式会社 三田商会（岩手県ＬＰ）
・ 保安功労者
佐藤 健一（佐藤鉄工産業株式会社）
（福島県一般）
佐藤 俊明（佐藤酸素株式会社）
（宮城県一般）
〔高圧ガス保安協会長表彰〕
・ 保安功労者
岡本
豊（岡本冷機工業株式会社）
（宮城県冷凍）
月田 與三郎（有限会社月田商会）（宮城県ＬＰ）
・ 保安功績者
阿部 勝司（カメイ株式会社）
（宮城県ＬＰ）
八島 巧雄（斎藤高圧株式会社）
（宮城県一般）
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 青森県高圧ガス地域防災訓練(10/2１)
◆ 輸送時における事故発生等を想定した訓練実施
・日時；H22.10.２１(木)１３:３0～
・場所；八戸市内《グランドサンピア八戸》
・訓練想定；

訓練開会式

①移動中における LP ガス容器損傷によるガス漏れ事故
対策措置訓練、②移動中における LP ガスタンクローリ
ー車事故対策措置訓練、③移動中におけるアセチレンガ
ス容器損傷によるガス漏れ事故対策措置訓練、④アセチ
レンガス・LP ガス燃焼、消火実験、⑤LP ガスカートリ
ッジボンベ燃焼、爆発実験

ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ燃料実験

ＬＰｶﾞｽｶｰﾄﾘｯｼﾞ
燃焼・爆発実験

 宮城県石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等防災訓練(10/27)
◆ 宮城県沖（M7.0）の地震想定防災訓練実施
・日時；H22.10.２７(水)9:00～12:00
・場所；塩釜市内

製 造 責
・訓練想定；
任
①ガス漏洩着火防止･負傷者救出救護訓練､②臨時救護所設
置･負傷者救護訓練､③陸上流出油防御訓練､④海上流出油防
除訓練､⑤海中転落者救出訓練､⑥石油タンク火災防御訓練 者
(一斉放水)､⑦広報･通信通報、本部設置運営訓練
講
事務局から
習

救出救助訓練

《塩釜地区石油コンビナート等特別防災地区》

災害本部運営訓練

陸上･海上一斉放水訓練

皆さん既にご存じの通り東北支部

は 9 月 27 日に、晴れて仙台のど真ん中に移転し、
早いもので一ヶ月経ちました。
移転当初は繁華街のネオンと雑踏に、田舎のネズ

移転以来、通りすがりに多くの皆様にお立ち寄り頂

き、職員一同とても喜んでおります。
まだ、お越し頂いていない皆様は、是非一度お立ち寄
り下さい。リニューアルして美しく変身した支部では、

ミが都会に来たような気恥ずかしさもありました

「
以前と変わらぬ年を重ねた顔馴染みの職員が、
皆様のお

が、(どれだけ前の場所は田舎だったの？･･実際は

越しを心よりお待ち申し上げております。

そんなに田舎じゃ無いのよ。気持ち･･あくまで気持
ちです。)最近ではランチタイムのお店探しや仕事
帰りの立ち寄り先など、日々新しい発見に、職員そ
れぞれ楽しみも増えてきました。

高圧ガス保安協会 東北支部
E-mail：tohoku@khk.or.jp
022-268-7501
Fax 022-211-0154

また、移転先が街のど真ん中と言うこともあり、

事務室より
入口方面→

↑
入口受付

口

←閲覧室

←会議室
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