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（一社）神奈川県高圧ガス

　第4回通常総会は5月12日（木）午後3時より、かながわ労働
プラザにおいて開催されました。
　司会者より総会出席者が正会員132名中112名で定款の規
約を満たし総会が成立したことが報告された。
　ご来賓の県安全防災局安全防災部工業保安課の穂積課長
殿の紹介の後、挨拶にたった河西会長は、一般社団法人と
して3年目の平成27年度の協会活動が県、並びに会員皆様の
ご協力により順調に遂行することができたことに感謝の意
を表し、昨年度は財政改善化特別委員会を開催して財政改
善化を検討し、理事会で承認いただき、今総会に本部会費
の改定を提案するので、会員皆様の特段のご理解をお願い
致したいと述べた。
　議長には河西会長が選出され、議事審議が開始された。
【第1号議案】平成27年度事業報告（案）の承認を求める件
　 　保安事業、容器対策事業、広報事業、財政改善化事業

は各委員長、その他の事業等については専務理事より議
案書に基づき説明がなされ、質問等はなく原案通り承認
可決された。

【第2号議案】平成27年度決算報告（案）の承認を求める件
　 　財務管理委員長より、議案書に基づき収支等の決算に

つき報告があり、当期収支差額は約320千円のプラスであ
った旨報告し、次いで監事より監査結果報告が行われ質
問等はなく、賛成多数で原案通り承認可決された。

【第3号議案】協会年会費改定（案）の承認を求める件
　 　財務管理委員長より議案書に基づき、協会年会費改定

第4回　通 常 総 会 開 催

について説明があり、会費改定による収入の増額につい
ての質問があった。その他の質問等はなく賛成多数で原
案通り承認可決された。

【第4号議案】平成28年度事業計画（案）の承認を求める件
　 　質疑は提案説明後一括して受けるとした上で、各委員

長より議案書に基づき保安事業、容器対策事業、広報事
業の説明専務理事よりその他の事業の説明が行われ質問
意見等もなく賛成多数で原案通り承認可決された。

【第5号議案】平成28年度収支予算（案）の承認を求める件
　  　財務管理委員長より議案書に基づき、平成28年度の収

支予算（案）の説明が行われ、本部会費改定及び消費事業
者保安講習会受講料改定による収入増加で当期収支差額
882千円となると述べ質問意見等はなく賛成多数で原案通
り承認可決された。

【第6号議案】役員の一部変更の承認を求める件
　 　議長は、今総会を以って、木田理事、松岡理事、松嶋

理事が退任されるので理事候補者2名を紹介し、満場一致
で理事候補者2名（川崎支部　渡部　聡氏　東横化学㈱　
横浜西支部　横谷和貴氏　岩谷産業㈱）が選任された。

【第7号議案】その他提案された事項
　 　その他提案事項は執行部、議場からなく、議案審議が

終了した。その後優良従業員表彰として9名（別掲8名出席）
の方々が河西会長より賞状と記念品が授与された。最後
にご来賓の県工業保安課穂積課長殿よりご挨拶が有り（別
掲）第4回通常総会は、午後4時20分に閉会した。

第4回通常総会で挨拶をする河西会長
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河西会長挨拶
・ 本日は、連休明けのお忙しい中、会員の皆様には多数お

集まりいただきありがとうございます。又、穂積課長様
には、日頃大変お世話になっている上、業務多忙の中、
ご出席いただき厚くお礼申し上げます。

・ 平成27年度の事業につきましては、会員、県、関係諸団体、
事務局等のお世話になり、順調に推移しました。消費事
業者保安講習会は、会員の努力、県の後援、支部・保安
委員の協力により多数の受講者が参加し大きな成果があ
りました。又、地震防災訓練は、 2年続けて湘南支部の皆
様に担当いただき無事に終了しました。

・ ホームページによりますと、平成27年暦年の県内の高圧
ガスの事故件数は57件（容器の盗難喪失を除くと48件）
で増加しています。事故を減少させる為には、コンプラ
イアンスの徹底、自主保安活動の継続、ユーザーに対す
る啓蒙活動、老朽化設備の更新が必要であると考えます。

・ 3月11日の東日本大震災から5年経過し、今年4月には、熊
本地震が発生し多数の死者が出ました。亡くなられた方々
に、心より哀悼の意を表したいと思います。

・ 本日の総会では、会費の改定をご審議いただく事になって
おります。当協会の収支状況が悪化しておりますが、昨年
度は財政改善化特別委員会を開催し財政改善化について
検討し、理事会で承認いただき、本部会費の値上げを提案
致します。会員皆様の特段のご理解をお願い致します。

・ 今後も皆様方にとって有意義な協会となるよう努力して
行きたい。

・ 本日は、総会終了後、別の会場で懇親会もあり、長時間
となりますが、宜しくお願い致します。

・ 本総会で退任される理事の皆様、大変ご苦労様でした。又、
優良従業員の皆様、誠におめでとうございます。終わりに、

ご出席の皆様のご健勝、ご多幸を祈念して私の挨拶とさ
せていただきます。ありがとうございました。

県工業保安課　穂積課長殿ご挨拶　
・ 本日は、第4回通常総会にお招きいただ

き、誠にありがとうございます。盛会
に総会が開催されたことに対して心か
らお慶び申し上げます。

・ 河西会長初め、役員、会員の皆様に日
頃高圧ガスの保安にご尽力いただき、厚くお礼申し上げ
ます。又、優良従業員表彰を受けた皆様誠におめでとう
ございます。日頃のご努力に対して敬意を表すと共に、
心よりお慶び申し上げます。

・4月に熊本地震が発生して1ヶ月が経過しますが、依然と
して余震が続いております。神奈川県でも知事を本部長
として災害対策支援本部を立ち上げ、専門チームを現地
に派遣し支援活動を継続しております。

・ 災害に対しては日頃の防災活動が大切ですが、高圧ガス
に対しても、日頃の保安活動、消費事業者への情報提供
が大切です。昨年度は、消費事業者保安講習会に多くの
参加者を集めていただき県としても心強く思っておりま
す。本年度は、是非参加者数を大台に乗せていただきた
いと思います。

・ 又、今年度の高圧ガス地震防災緊急措置訓練は、 10月5日
に川崎市麻生水処理センターで開催します。川崎支部の
皆様、ご協力を宜しくお願い致します。

・ 高圧ガス火薬類保安大会は、 10月21日に県民ホールで開
催予定です。

・ 結びに、流通保安協会のご発展、会員皆様方のご健勝を
祈念し、私達も皆様方と協力して、安心、安全な地域社
会を築いて行く事を誓ってご挨拶とさせていただきます。
本日は、おめでとうございます。

第４回通常総会における河西会長と穂積課長殿の挨拶（要旨）

県工業保安課からのお知らせ
高圧ガス容器の放置は危険 !!

　今年5月に、長崎市の魚市場で酸素の容器が破裂し、市場
の天井のパネルが落下、軽トラックのフロント部分が大破
し、近くで作業していた4名の方が怪我を負う事故がありま
した。
　当該容器は、いけすへの供給用として10年位前から置い
てある状況であり、老朽化していました。
　また、県内においても、 6月に葉山町の長者ヶ崎海岸にて、
砂に埋まった内容物不明の高圧ガス容器が見つかりました。
　容器は、腐食が激しく内容物の情報が不明だったため、（公
社）神奈川県高圧ガス防災協議会の協力のもと、現地から
搬出・処理が行われ事なきを得ました。
　今回起きた事故はいずれも、高圧ガス保安法一般高圧ガ
ス保安規則で、「充填容器等には粗暴な取扱いをしないこと」
と定められているほか、神奈川県高圧ガス容器適正管理指
針においても、高圧ガス供給事業者（販売店）及び高圧ガ
ス消費事業者がそれぞれとるべき措置が次のとおり定めら
れています。

１．高圧ガス供給事業者がとるべき措置（抜粋）
　・ 高圧ガス容器の受け入れ及び引き渡し台帳を備え、常

に自社取り扱い高圧ガス容器の管理を行うこと。
　・ 高圧ガス容器は原則として6ヶ月以上継続して同一の消

費事業所に留置しないこと。
　・ 少なくとも1年間を通じて2回以上消費事業所における

高圧ガス容器の管理状況を調査し、必要な指導を行う
こと。

２．高圧ガス消費事業者がとるべき措置（抜粋）
　・ 事業所には、高圧ガス容器管理台帳を備え、常に高圧

ガス容器の受け払い状況等を管理すること。
　・ 使用済みの高圧ガス容器は、直ちにガス供給事業者に

返却することとし、残ガスのある容器であっても6ヶ月
以上留置しないこと。

　・ 高圧ガスを取り扱う従業員に対して、 1年間を通じて1
回以上高圧ガス保安に関する教育を実施すること。
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ニューマネジメントシステム株式会社

代表取締役　青木文雄
東京都足立区千住中居町 28-5　SN ビル 3F
電話　03 ー 3881 ー 1703
FAX　03 ー 3881 ー 1891
E-mail : aoki@nmsc.co.jp

１．事業内容
　　各業種向けパッケージソフトの開発および販売
　　システム導入に関するコンサルタント、教育、研修　等
２．取扱品目
　　高圧ガス溶材商社向け『スーパーぼん兵衛』
　　塗料販売店様向け『スーパー塗料』
　　魚介卸売会社様向け『スーパー鮮流』
　　その他システム関連製品
３．入会にあたって
　　 弊社『スーパーぼん兵衛』の普及を通じ、溶材商社様

のガス関連ビジネスをサポート、容器保安体制の拡充
や利益の向上実現に寄与して参りました。御蔭様で今
年で設立30周年を迎えることが出来ましたが、この節

株式会社アシスト・ワン

代表取締役　山口武雄
東京都新宿区高田馬場 1-24-16　内田ビル
電話　03 ー 6233 ー 9810
FAX　03 ー 3232 ー 2551
E-mail : yamaguchi@assist1.co.jp

　この度、神奈川県高圧ガス流通保安協会の賛助会員とし
て入会させて頂きました株式会社アシスト・ワンと申しま
す。神奈川県では多くのお客様にご利用いただき誠にあり
がとうございます。弊社は、東京都新宿区高田馬場に本社、
大阪市浪速区難波中に大阪支社を構え、高圧ガスメーカー
様、溶材商社様向けトータル管理システム「怪傑・瓶々丸
シリーズ」を開発・販売・サポートさせて頂いております。
業界向け専用システムを手掛けて約20年、北海道から九州
まで全国にシステムを納入。東京都高圧ガス溶材協同組合
様、大阪高圧ガス溶材協同組合様も賛助会員とさせて頂い

目の年に入会させて頂いたのも何かのご縁と大変嬉し
く存じます。自主保安体制の確立という協会の目的に
微力ではありますがお役に立てるよう、今後も『スー
パーぼん兵衛』の普及に努めていく所存です。会員の
皆様方とも末永くお付き合い頂きたく、ご高配のほど
宜しくお願い申し上げます。

４．「スーパーぼん兵衛」のご紹介
　　 「スーパーぼん兵衛」は、容器／販売管理を主軸に、充

実のオプション機能をリーズナブルな価格でご提案。
販売管理の基本機能も充実しており、コード不要の曖
昧検索、豊富な単価管理、最長19年の履歴参照の他、
業界特有のイレギュラー処理にも対応。見積明細をそ
のまま売上げるダイナミックな連動機能も実現、売上
伝票も99明細まで対応。まさに溶材商社様のためのシ
ステムです。

　　 更に新オプションとして、クラウドシステムやデータ
バックアップサービスなども好評を頂いております。
またタブレットソヒトは、得意先の取引履歴紹介や受
注メモの入力転送をリアルタイムで行え、業務の効率
と精度アップ、生産性向上に寄与する頼もしい営業支
援ツールです。是非一度、デモで実感してみて下さい。

ております。弊社管理システムの特長は、高圧ガス保安法
に添ったシステム構築を基本理念とし、法令順守システム
の提供を継続している点です。容器管理における授受簿の
作成を基本とし、弊社商標登録・著作権・特許活用の最新
の高性能ハンディ（バーコードの他RFタグ処理も可）シス
テムを構築し、現場作業の効率化とミス防止を可能として
おります。保安管理では、周知文書の提供・受領記録、 SDS
文書提供記録、訪問点検記録、取引ガスチェック、貯蔵量
チェック、フロン処理記録、保安台帳作成チェック等の機
能を整備致しました。販売管理と容器管理及び保安管理を
完全連携し効率の良い運用を実現しております。販売店様
扱いの最終消費者様活用の容器管理「怪傑・簡単瓶Uシステ
ム」も好評販売中。ご提案のシステム構成として、単独型・
クラサバ型・センターサーバー活用型がございます。新た
にレンタル方式（ご契約期間ご利用額が一定、システム
VerUP費用込）も提供させて頂きました。これを機会に皆
様でご利用、ご販売頂く事をご提案させて頂きます。今後
ともよろしくお願い申し上げます。

平成28年度に入り、 5社から賛助会員の入会申込がありました。
新規賛助会員のご紹介を致します。

新規賛助会員のご紹介

富士山
（静岡県富士川
からの富士）
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サンロイヤル株式会社

代表取締役　吉野　靖
東京都文京区大塚 5-7-12NK ビル新大塚 8F
電話　03 ー 3942 ー 8611
FAX　03 ー 3943 ー 9993
E-mail : trade@sunroiyal-ltd.co.jp

　この度、賛助会員として参加させて頂きましたサンロイ
ヤル株式会社です。サンロイヤル㈱は昭和54年創業より一
貫して高圧ガス関連機器の輸出を約40年間行っております。
中古ガス機器の輸出のリーディングカンパニーとして業界
内で知られており、今までに中古容器150万本以上、中古
CEタンク500基以上を輸出しております。高圧ガス設備は
何でも（シームレス容器・アセチレン容器・ LGC容器・タ
ンクローリー等）取り扱いしており、充填設備や空気分離
装置（ASU）・ PSA等のガスプラントの輸出も行っておりま

ニツコー熔材工業株式会社

東京支店長　神前直和
東京都大田区山王 4-14-4　東和熱工業ビル 302
電話　03 ー 3776 ー 2253
FAX　03 ー 3777 ー 3545
E-mail : kamimae@nikko-yozai.co.jp

　神奈川県高圧ガス流通保安協会の皆様、この度賛助会員
に入会させていただくことになりましたニツコー熔材工業
株式会社と申します。日頃は弊社溶接材料の販売にご協力
頂き誠にありがとうございます。弊社は溶接材料の総合メ
ーカーとして、アーク溶接棒、フラックス入りワイヤ、CO2
ワイヤはもとより、ステンレス、低合金、硬化肉盛、ニッ
ケル合金、銅合金、コバルト合金、チタンなどの特殊溶接
材料分野の一層の充実を図るとともに、電子ビーム溶接加
工、特殊肉盛加工、自動溶接用ストランドワイヤ、溶射材

吉川金属工業株式会社

川崎営業所長　秋田直人
川崎市川崎区渡田 2-4-1
電話　044 ー 355 ー 2978
FAX　044 ー 355 ー 2086
E-mail : akita@yoshikawa-kinzoku.co.jp

　吉川金属工業株式会社は大正8年創業以来、溶接ひと筋95
年仕事に励んでまいりました。また溶材商としてはいち早
く溶接棒の生産に着手し、業界においても足跡を残してき
たと自負しております。
　当社の沿革は、大正8年の吉川酸素商会にまでさかのぼり
ます。創業者は、酸素カーバイド、溶接器具・材料など販
売に携わる一方、電気溶接棒の開発・製造分野にも取り組み、
昭和16年から生産を始めました。そして戦後間もなく、米
英の関係船級協会の資格を取得、技術的裏付けを確かなも

す。あまり知られておりませんが、中古のみならず新品の
輸出業務も行っており、日本ウエルディングロッド（WEL）
社の溶接棒のタイ向け総代理店、ネリキ（BBB　NERIKI）
社のバルブのアジア向け総代理店業務も行っております。
輸出代行業務も好評を得ており、ユーザー様の海外拠点へ
の高圧ガスや関連設備・部品等の輸出を書類の作成からサ
ンロイヤルで代行しております。
　不稼働ガス機器は保安の面からも早目の整理が必要と考
えます。必要な容器と不必要な容器の選別作業のお手伝い
も行っておりますので不要ガス容器・機器等がございまし
たら弊社までお問い合わせ頂ければ直ぐに検品に伺います。
輸出向けで買い取り出来ないガス機器もございますが、な
るべくコストが掛からない処分方法をご提案し総合的なサ
ービスを行っております。（CEタンクの撤去・廃棄・マニ
ュフェスト発行も行います。）神奈川県高圧ガス流通保安協
会の一員として、ガス業界の保安に貢献出来るよう努力い
たしますので今後とも宜しくお願い申し上げます。

料などあらゆる分野で対応出来るよう営業活動しておりま
す。
　東京支店は、南関東地区・北関東地域を中心に営業活動
しております。神奈川県は自動車関係・建築関係などを中
心にいろんな業種のユーザー様がおられる当社にとっても
魅力のある地域だと考えています。私どもの営業方針とし
て、ただ溶接材料を販売するのではなく、販売店様やユー
ザー様へ定期的に訪問し、コミニュケーションを取らせて
いただき、皆様と一緒にお会社のお仕事の品質向上のため
のご提案やご仕事の合理化を溶接材料から出来ることはな
いかなど、少しでもお役に立てるメーカーでありたいと考
えています。
　そのため、賛助会員にさせていただくことによってなお
一層会員の皆様と親睦が図れることを期待しております。
会員の皆様のご要望に安心、納得いただける提案体制のも
と、今後も鋭意努力して参ります。今後ともよろしくお願
い申し上げます。

のとしてまいりました。被覆アーク溶接棒の製造を開始し
て以来、優秀な技術と不断の研究とにより一意製品の向上
に邁進してまいりました。造船、車両、製缶等関係者各需
要家より絶大なる好評をいただいている「ヨシカワロード」
に加え、新たに弊社オリジナル商品である軟鋼用のFCW

『YFRシリ―ズ』を発売致しました。
　一貫して、産業の基礎素材である鉄に関わりを持つ溶接
材料とともに生き、更に皆さまのご要望により広く応える
べく、海外製の溶接材料の輸入をも手がけてまいりました。
溶材商としての伝統を守り、常に顧客の立場でのサービス
向上に努めてまいりたいと思っております。
　私たちは、これからも日本のものづくりと産業・生活基
礎充実の一翼を担っていることの幸せと自負を忘れること
なく、皆さまの声に機敏に反応・行動し、ご要望の掘り起
こしに努めてまいります。
　何卒、皆さま方のお励ましとご鞭撻を宜しくお願い申し
上げます。
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高圧ガス消費事業者保安講習会　　　　後援：神奈川県
No 地  域 開  催  日 会  場  名 ・ 場  所

1 県　西 9月  8日（木） 小田原市民会館
　JR小田原駅徒歩10分

2 湘　南 9月28日（水） 茅ヶ崎市民文化会館
　JR茅ヶ崎駅徒歩5分

3 三　浦 10月  4日（火） 横須賀市文化会館
　京急横須賀中央駅徒歩10分

4 県　央 10月  7日（金） ハーモニーホール座間
　小田急相武台前駅徒歩15分

5 川　崎 10月14日（金） かわさき保育会館
　京急八丁畷駅徒歩8分

6 横　浜 10月27日（木） 鶴見公会堂
　JR鶴見駅前（西友6F）徒歩1分

平成 28年度
神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練開催

　第11回
　神奈川県高圧ガス・火薬類保安大会開催

講習時間 : 開始時間　13時30分　終了時間　16時30分（予定）
講習内容 : 1．消費に関する高圧ガス保安関係の法令について
                  （県　担当職員）
　　　　  2．各種高圧ガスの安全な取扱いと高圧ガス事故事例
                  （協会専任講師） 

＊�国家試験は11月13日（日）�
　受験申請は8月22日～9月2日� 　　
　この準備講習会への申込みはお早めに

・  同一会場で上段が運送員講習会、下段が運送指導員資格取得更新
講習会の講習時間です。   

・算用数字が運送員講習会、漢数字が運送指導員講習会の回数です。
> 問合せ先：（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会 TEL. 045-212-1454 

第一種販売主任者受験準備講習会　 協会事業   

高圧ガス販売事業者講習会　　県との共催事業  高圧ガス運送員・運送指導員講習会

講  　習　  会　  予　  定

開 催 月 日 開 催 会 場
運　送　員
運送指導員

第 5 回
（第三回） 9月8日（木） 鶴見公会堂

9：30-11：50
12：30-16：05

第 6 回
（第四回） 11月9日（水） 厚木市文化会館

9：30-11：50
12：30-16：05

第 7 回
（第五回） 12月8日（木） 神奈川公会堂

9：30-11：50
12：30-16：05

日　時：平成28年9月30日（金） 
             9：15～16：30（予定）
会　場：万国橋会議センター4階　
　　　　401号室・402号室
　　　　みなとみらい線「馬車道」6番出口徒歩3分
講義１．法令関係
　　　　東横化学㈱　
　　　　管理本部調査役　　内田　純二　氏
講義２．保安管理技術
　　　　大陽日酸㈱　
　　　　関東支社技術部長　新田　義浩　氏

日　時 平成29年3月16日（木）　
　　　　14：00～17：00（予定）
会　場 かながわ県民センター　
　　　　（横浜駅西口徒歩5分）
講習内容
　第一講義　
　　高圧ガス販売主任者の役割と自主保安の推進　
　　　　　　　　　　　　　　県工業保安課担当者 
　第二講義　
　　検討中（平成29年2月初旬に開催案内発送予定）

開催日時：平成28年10月5日（水）13：00～16：00
会　　場 ： 川崎市麻生水処理センター   
　　　　　（小田急線「柿生」駅下車徒歩10分） 

　本年度の訓練は第44回となり、当協会の担当支部は
川崎支部となります。     
　訓練内容は①アセチレンガスの安全器効果実演②ア
セチレン容器発火事故に対する消火訓練です。  
　会員各位の社員の方はもとより顧客の皆様方へご
案内して頂き緊急時の対応の仕方を実際に確認しま
しょう。

開催日時 ： 平成28年10月21日（金）14：00～17：00
会　　場 ： 神奈川県民ホール　小ホール
　　　　　 （みなとみらい線「日本大通り」駅
　　　　　   3番出口 徒歩6分）

　本大会は、県下における工業保安に関する功績者に
対して知事表彰、各保安団体における功績者に対する
会長表彰が行われ、開催記念講演が実施されます。  
　今年度の講演は、神奈川県温泉地学研究所の本間直
樹火山対策調整官の「箱根火山活動の概要」です。  
　皆様お誘い合わせの上多数ご参加下さい。
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湘南地域県政総合センター所長表彰（6月14日）
　高圧ガス保安功労者　　　  黒須　聡［㈱フジプロ］
県央地域県政総合センター所長表彰（6月29日）
　高圧ガス保安功労者　　　  二見喜生［㈱フタミ］
県西地域県政総合センター所長表彰（6月30日）
　高圧ガス保安功労者　　　  小林　仁［平沢商事㈱］
神奈川県安全防災局長表彰（7月11日）
　高圧ガス保安功労者　　　  堀　章一［㈲堀商会］
優良従業員協会会長表彰（5月12日）
　河田拓幸［富士高圧ガス工業㈱］　
　麻生幸子［東ホー㈱］　　　中田博志［関東高圧㈱］
　高瀬善夫［大陽日酸㈱］　　酒井ユキ子［小松川酸素㈱］
　徳舛武美［古河産業㈱］　　山本信行［古河産業㈱］
　青木哲哉［㈱渡商会］　　　清水洋子［横浜ケミカル㈱］

会員名簿変更（敬称略）
脱会会員（永い間ありがとうございました。）
　【横浜東支部】 東亞合成株式会社横浜工場
 東光産業株式会社
　【横浜西支部】 株式会社丸和
入会会員（賛助会員）
　株式会社アシスト・ワン
　サンロイヤル株式会社
　ニツコー熔材工業株式会社
　ニューマネジメントシステム株式会社
　吉川金属工業株式会社
社名変更
　【横浜東支部】 菅沼産業㈱神奈川営業所から
 コイケ酸商㈱神奈川営業所に変更
　【横浜西支部】 IGN 関東㈱横浜営業所から
 東日本イワタニガス㈱横浜営業所に変更
代表者変更
　【横浜東支部】 ㈱渡商会　　　　　　　　　　河西健二
　【横浜西支部】 富士貿易㈱横浜支店　　　　　深田　雄
　【川崎支部】　 日本液炭㈱京浜支店　　　　　賢持善英
　【湘南支部】　 ウエルディング・ガス・
 　サービス㈱湘南営業所　　　中村　顕
　【県央支部】 伊藤忠工業ガス㈱神奈川支店　髙嶋正次
 日本メガケア㈱南関東支店　　江頭淳一
 ㈱渡商会京浜事業部
 　厚木営業所　　　　　　　　河西健二
出先責任者変更
　【横浜東支部】 東ホー㈱川崎営業所　　　　　酒井貴則
　　　　　　　　 ㈱渡商会　　　　　　　　　　河西哲男
　【横浜西支部】 東日本イワタニガス㈱
 　横浜営業所　　　　　　　　佐野宏史
 アキヤマ㈱横浜営業所　　　　相馬　徹
 岩谷産業㈱首都圏支社
 　横浜支店　　　　　　　　　横谷和貴
 ㈱五光商会　　　　　　　　　細川敏博
　【川崎支部】 東横化学㈱　　　　　　　　　渡部　聡
 日本エア・リキード㈱
 　東日本地域本部南関東支店　新井和佳
　【県央支部】 小池酸素工業㈱西関東営業所   中村賢二
 東横化学㈱関東支社
 　大和営業所　　　　　　　　佐久間卓郎
住所・電話番号変更
　【横浜東支部】 東ホー㈱川崎営業所
 横浜市鶴見区鶴見中央 4-42-18
 電話 045-710-0606  FAX 045-710-0607
　【関係団体】 公益社団法人　東京都高圧ガス保安協会
 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3F
 電話 03-3830-0252  FAX 03-3830-0266

受賞者一覧【敬称略】事務局からのご連絡

変更通知のお願い

　社名、住所表示、電話、FAX、担当者等の変更があった場合、お
手数ですが事務局までご連絡下さい。

編 集 後 記　　　　　　　　　　残暑お見舞い申し上げます。

　 5年前の東日本大震災に続きこの4月には熊本県を中
心とした大震災が起きました。被災された皆様のこと
を思うと心よりお見舞いを申し上げずにはいられませ
ん。神奈川にもいつ襲ってくるかは判りません。皆様
には日頃の備えを怠らぬようにご注意をお願いいたし
ます。
　 9月から10月にかけて神奈川県内6ヶ所において消費
事業者保安講習会が開催されます。今年も県から案内
がきていますが、高圧ガス消費者においてこの講習会
は社内保安教育の一環となる開催となります。ひとり
でも多くの方に参加していただきますようお願いいた
します。
　この号が発刊されるころは、まだリオオリンピックの
真っ盛りかと思われます。日本の活躍はいかなものか結
果が楽しみです。次回はいよいよ東京にてオリンピック
が開催されます。このころは特に関東周辺の高圧ガス規
制もますます厳しくなるかと思われますが、日本が経済
的にも活性化されることを祈ってやみません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　【広報委員会】

弔
横浜東支部　丸一輸送興業㈱代表取締役社長森川清二様
のご尊父で相談役森川清造様が4月10日にご逝去されま
した。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。


