平成２３年９月２９日(木)

高圧ガス保安協会 東北支部

「第５７号」
東日本大震災から半年を過ぎました。特に津波被害地域は、未だにガレキの撤去さえも当時の状況のま
まになっている地域も多くあり、震災復興への本格的な支援政策措置の実現が望まれていますが、追い打
ちをかけるように大型の台風１５号による被害が東北地域や震災被害地に襲いました。
被災地の皆様にはこの事態にめげずに、前を向いて進んでいただき、一日でも早い復旧・復興を心からお
祈りいたします。
さて、季節は移り、９月も終わろうとしています。ここにきて急に涼しくなり、このあと足早に訪れる冬気配に衣
替えや冬支度の準備などを迎える時期となりますが、季節の変わり目にはくれぐれも気をつけてください。！
間もなく、１０月を迎え秋の協会行事として、「保安活動促進週間」、「保安大会」、２３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。国家試験では、震災の影響などもあって、
昨年度の申込の約▲２３％減少（速報値）になる見込みです。支部実施の宮城会場では、これまで実施し
ておりました「仙台育英学園高校」校舎が震災被災により取り壊しとなり、急遽会場を変更しましたので、受験
されます皆様は、試験案内などをご覧になり注意してください。
今回の「杜の栞」第５７号は、秋の行事などを中心にお届けいたします。
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２３年度の「高圧ガス保安活動促進週間」が、
今年も
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前月
号に同封してます。
● 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、本部教
育事業部へ直接のご注文くださいますようお願いい
たします。
【03-3436-0352】まで
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● 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は
じめ、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。

を受講し修了すること必要となります。

● 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。

● 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、今回ご案内する講習を受
講し、検定に合格すること。又は一定の資格
を有し、かつ、この講習の一部カリキュラム

＊
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２３年１１月２４日（木） ９：００～１７：００
・検
定 平成２３年１１月２５日（金）１３：００～１４：００
（付加講習）
平成２３年１１月２５日（金） ９：００～１２：００
（保安確認講習）平成２３年１１月２５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


● 「日本産業・医療ガス協会東北地域本部」
（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。

 講習申込： 申込受付中
 講

習：10 月 2７日(木)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）

● 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

 講習会場：
「ホテル法華クラブ仙台」４F(藤の間)
（

 定

員：４０名

「 日本産業・医療ガス協会東北地域本部」
(JIMGA)

・ 〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-13-24
・ ℡ 022-221-5077 Fax 022-261-5019
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● 「第２５回高圧ガス保安東北大会」を来る
１１月１８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２３年１１月１８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：あき 竹城 さん 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、女優・タレントなど TV でも大活躍している「あき 竹城」さんをお迎えします。
「あき 竹城」さんは、山形県米沢出身の東北弁キャラクターが受け
てバラエティー、ドラマ、映画、TV、コマーシャルに出演し大人気
です。
最近では、NHK 大河ドラマ「天地人」のレギュラー出演の他、朝の
TV ドラマ「どんど晴れ」
、「秘密のケンミンショー」や CM「ソフト
バンク」などにも出演しており、TV では顔を見ない日がないくらい
大活躍されています。
演題は、
「キラキラ輝く、人生のために」と題して、ユニークで楽しいお話が聞けると思い
ます。皆様どうぞお楽しみにしてください。


● 「第４８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２８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。
・｢技術講演：平 朝彦氏(海洋立国日本～防災に
立脚した新しい資源大国へ～)
・「経済産業大臣表彰・高圧ガス保安協会長表彰
式」

日 時；１０月２８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

・「特別講演：芳賀 繁氏(失敗の心理学～脳を鍛

全国大会
に足を運
んでくだ
さい。

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。

「杜の栞」

第４８号

3

平成２３年９月２９日(木)

高圧ガス保安協会 東北支部


● ご案内をしております「ＣＥ受入側保安責任者

● CE 受入側保安責任者講習の実施予定会場

講習」の中止については、ご迷惑をお掛けして
おります。
講習受入事業者様の震災被災により、実習施設
や設備が冠水し、復旧の目処が立たないため、
大変申し訳ありません。
● 受講のご準備をされている事業所におきまし
ては、次の他会場をご利用いただきますようお
願い申し上げます。

・北海道
・東京都
・愛知県
・大阪府
・広島県
・熊本県

10／6～7
10／12（座学）
、実習は 13､20
10／6～7
10／6～7
10／5～6
10／12～13


来る１０月３日(月)は、高圧ガス保安協会が民間法人化した日を記念

大変申し
訳ありま
せん！

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。

事務局から
～食べ歩き その③～

そもそも居酒屋さんですので、カツの他にもメニューが豊
富です。夜の本番は、季節ごとの海の物や山の物等々、美味

このところ震災に関する記事が多くなっていましたので、今月

しい食材が盛り沢山あります。
（新鮮なお魚料理もいけます）

号は、暫く中止しておりました「本町界隈の食べ歩き」を復活し

ランチお勧めのカツのお味は、柔らかでサクサクしたカ

ます。

ツと盛り沢山のキャベツに味噌汁も付いて、私たちも

当協会支部から歩いて２・

「午後からもう一踏ん張り！」という時には、ついつ

３分のところにありますリー

い暖簾をくぐっていますので、支部近辺にいらした時

ズナブルで“おいしいカツの
お店”
「居酒屋 くろ川」をご
紹介します。

は、是非一度ご賞味ください。
（青葉区本町 2-4-14）
022-211-0096

お昼のランチときは、いつも近くのサラリーマン・ウーマン
で混んでおり、少し 昼を過ぎると、

これから国家試験試験、保安大会等秋の行事が建て込ん
でいますので、スタミナ付けて、乗り越えていきます。！！
皆さんも美味しい ”秋”を楽しんでください。

(^_^;)/~ ~

５～１０分ぐらい待ち時間がありま
すが、座敷もあって、昼どきの一時
くつろげる場所です。(＾Ｏ＾)

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
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