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♪♪ 記念講演にお招きの「あき 竹城」さんには､写真撮影、懇親パーティー参加もお願いしています。♪♪ 

 
● 皆様ご存じの山形県米沢市ご

出身で、東北弁訛りがユニー

クな女優・タレントとして映

画やＴＶドラマでもお馴染み

です。 
 

※ 大会へのご協賛のお願い！ 

・参加申込みは、先日郵送済み

の申込書を事務局までお送

りください。多数のご協力と

ご参加をお待ちしておりま

す。 

◆ 大会プログラム 
 

Ⅰ. 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 

 

Ⅱ. 高圧ガス保安東北大会記念行事 
・大会記念講演 あき 竹城 さん 

テーマ「キラキラ輝く､人生のために」 
 
Ⅲ．祝賀・懇親パーティー 

 

 第５８号   
ことしの夏の猛暑から台風１５号以降一変して、秋を通り越し、東北は一気に冬の気配です。寒い冬の到来といえ

ば、｢インフルエンザ｣の流行も気になるところですが、皆様お変わりございませんか？ 

そんな冬の到来とともにやってくるのが、恒例の高圧ガス製造＆販売の国家試験です。毎年 11 月の第 2 週の日

曜日の開催ですが、今年は 11月 13日です。既に皆様申込みも済み、試験勉強の追い込み真っ最中のことと思い

ますが、急な気温の変化に十分注意して、万全の体制で実力を発揮して戴きたいと願っております。 

また、同じこの時期、「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２８日に東京で開催さ

れます。続いて、来る１１月１８日(金)には「第２５回の高圧ガス保安東北大会」が開催されますが、今年の記念講

演会では、最近ＴＶに引っ張りだこの「あき 竹城」さんをお迎えします。（詳しくはこの後ご案内します。）  

震災以降、対応に追われていることもあって、皆様とお会いする機会が少なく、この保安大会の大成功を契機

に、被災地の復旧・復興をより加速させていければと願っていますので、大会への結集にこれまで以上のご支援・ご

協力を何卒よろしくお願いいたします。 

震災後 7 ヶ月が過ぎましたが、沿岸部の皆様はまだまだ癒えぬ時期と思いますが、｢杜の栞｣58 号はこのような話

題の他、今年度下期の講習案内などをお送り致します。 

（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 回 高圧ガス保安東北大会の最新情報！ 

● 震災の影響が余りにも大きく、 

本大会の開催が心配されており 

ましたが、関係者、団体、行政 

当局などのご理解やご支援など 

により、予定どおり開催する運 

びとなり、過日皆様に、ご案内 

をお送りいたしました。 

改めて関係各位に厚く御礼申し 

上げます。 
 
● 平成２３年度の「第２５回 高圧 

ガス保安東北大会」は１１月１８ 

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「野村監督」 

の後、順番的には女性を予定し、震災もあっ

て、皆に元気を貰えるようなインパクトの強

い方が良いのではと、検討を重ねた結果、「杜

の栞」でもご案内のとおり、ＴＶ等で大活躍

中の「あき 竹城」 さんをお招きします。 
 

http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.html
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           平成２４年度に当支部が実施    なお、本年度東日本大震災の影響 

する講習会の計画です。      により、中止しました「ＣＥ受入側 
           最後のページに一覧表を掲載   保安責任者」講習については、来年 
          しましたので、社内などご回覧   度（24 年度）計画では予定してお 

をいただき、来年度の教育計画   りますが､直近にご確認をお願いし 
の参考にご利用ください。     ます。（現在､実習会場が未確保です。） 

                            
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

講習日時 平成２４年２月２(木)～２月３日(金) ９～１７時 

講習会場 宮城県管工事会館（仙台市青葉区本町３-５-２２） 

申込期間 平成２４年１月５日(木)～１月１３日(金) 東北支部へ書面のみ申込受付です。 

受 講 料 銀行振込申込：１１,４００円 

テキスト 
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）（改訂版）300円、問題集(23.3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。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

講習日時 平成２４年１月１９日(木)～１月２０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２３年１１月２１日(月)～１２月４日(日)、書面申込は１２月２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 11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。 

 

● この講習は、高圧ガス保安法（第 27 条の２

第７項）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。 
 
● 今回は、平成２３年度の第２回目となります。 

● 申込みは、インターネットからの電子申請が便

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 

       E-mail：tohoku@khk.or.jp 

  高圧ガス移動監視者（総合）講習 

 高圧ガス保安係員（一般）  

● 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。 

・ なお、本総合講習は、検定合格により、全て

のガスの移動について監視ができます。 

 

● 

 

【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 

  高圧ガス関係講習計画ご案内（東北支部実施） 

mailto:tohoku@khk.or.jp
mailto:tohoku@khk.or.jp
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Or ドリンクもしっかり付いていますので、かなり満足の

いく内容だと思います。 

そもそも居酒屋さんですので、実は夜が大変お勧めで

す。手頃な値段で結構内容の濃いメニューと豊富な飲み

物、アルコールの持込無料なんてコースもありますので、

幹事さんはこれからの忘年会リストに加えておいても良

いかもしれません。 

間口が狭く、裏口などもあり、やや複雑な配置ですが、

秘密有りのお二人もお忍びで行けそうな隠れ家的お店で 

   すので、是非一度足を運んでみてください。 

(冗談ですよ!!うふふ) 

 

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   

～ 食べ歩き その④ ～ 
 

前回に続き、「本町界隈の食べ歩き」の第４回目 

として、時々出掛ける和食のお店「街道 青葉」を 

ご紹介します。 

当協会支部から歩いて５分位の、仙台の買い物 

通り「クリスロード」の一角にあります。 

入口は、間口が狭く一見お店を通り過ぎてしまい 

そうなところにありますが、入口から階段を上り、 

扉を開くと、正面にレジカウンター、その奥にカウンター席、

左手奥にテーブル席があり、お店の扉や欄間にはステンドグラ

スが施され、大正ロマンを思わせるレトロな感じのお店です。 

特に 3 階は個室のお座敷になっているのでゆっくりランチ 

を楽しみたい時は特にお勧めです。 

メニューは 700 円～1500 円程度で、内容は茶碗蒸しや 

煮物などが付く和定食と言った感じでしょうか？デザート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

講習日時 平成２４年２月１３日(月)～２月１５日(水) 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２４年１月５日(木)～１月１５日(日)、書面申込は１月１３日(金)まで 

受 講 料 インターネット申込：１８,４００円、郵便振替申込：１８,９００円 

テキスト 
高圧ガス保安法（第 11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９次改訂版）3,900円、問題集(23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。 

 

 

 
 

 
 

講習日時 平成２４年２月２２日(水)～２月２４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２４年１月５日(木)～１月１５日(日)、書面申込は１月１３日(金)まで 

受 講 料 インターネット申込：１８,４００円、郵便振替申込：１８,９００円 

テキスト 
高圧ガス保安法（第 11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９次改訂版）2,600円、問題集(23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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

● この講習は、高圧ガス保安法(第31条第3項)

高圧ガスの製造にかかる資格取得の講習で

す。 
 
● 今回は、平成２３年度第２回目となります。 
 
※ 詳しいご案内は、次ページをご覧ください。 

● 申込みは、インターネットからの電子申請が便

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 

       E-mail：tohoku@khk.or.jp 

 

乙種機械 

丙種特別 

 

 

 

 

事務局から     

mailto:tohoku@khk.or.jp
mailto:tohoku@khk.or.jp
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