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（一社）神奈川県高圧ガス

第9回　通 常 総 会 開 催

第9回通常総会で挨拶をする佐波会長 ご来賓各位

　第9回通常総会は5月28日（金）午後3時00分より、横浜市開
港記念会館の講堂において開催された。
　司会者より総会出席者が正会員の過半数以上で定款の規
約を満たし総会が成立したことが報告された。（正会員総数
124名の内、出席者36名、委任状67名、合計103名出席）
　司会者が、県並びに3政令指定都市の消防局からの来賓者
を紹介した後に、佐波会長よりコロナ禍の中で参加頂いた
来賓並びに会員に謝辞を述べるとともに、役員改選期であ
ることと定款の一部変更の議案があるので参集してもらう
形での開催としたことを説明し、短時間での審議に協力頂
きたい旨の挨拶があった。
　議長には佐波会長が選出され、議事審議が開始された。
【第１号議案】令和2年度事業報告（案）の承認を求める件
　�　各委員長より保安事業、容器適正管理事業、広報事業
について、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】令和2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
ついて説明があり、当期収支差額は4,386千円のプラスで
あった旨報告され、次いで監事より監査結果報告が行わ
れ質問等はなく、原案通り承認可決された。

【第３号議案】役員改選に関する件
　�　議長は、本年度は役員改選期なので「指名推選」の選出方
法について了承を得た上で、理事候補25名、監事候補2名を
紹介し、25名の理事、2名の監事が満場一致で選任された。

【第４号議案】定款の一部変更の承認を求める件
　�　議長は、一般社団法人に移行した際に見落としのあっ
た二つの条項を一部変更したい旨を説明し、質問等はな

く満場一致で原案通り承認可決された。
【第５号議案】令和3年度事業計画の報告の件
　�　各委員長より保安事業、容器適正管理事業、広報事業
について、その他の事業等については専務理事より令和3
年度事業計画の報告がされ、質問意見等はなく満場一致
で了承された。

【第６号議案】令和3年度収支予算の報告の件
　�　財務管理委員長より令和3年度収支予算の報告がされ、
当期収支差額は497千円との説明に質問意見等はなく満場
一致で了承された。

【その他提案された事項】
　　その他提案事項は議場からはなく議案審議が終了した。
　�　その後、優良従業員表彰として3名（別掲）の方々に佐波
会長より賞状と記念品が授与された。最後にご来賓の県
くらし安全防災局防災部　工業保安担当課長の内山和子
様よりご挨拶（別掲）があり、第9回通常総会は、午後4時
04分に閉会した。

【臨時理事会開催】
　�　総会終了後、臨時理事会が開催され以下の三役が決定
し報告された。
　　会長　　　佐波　充　　再任　　㈱サナミ商会
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役
　　副会長　　武　浩一　　新任　　大陽日酸㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　執行役員関東支社長
　　　　　　　中島敏晴　　再任　　東ホー㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長
　　専務理事　野畑雄幸　　再任　　㈱ノックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役
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【退任役員への記念品贈呈】
　�　最後に、本総
会で退任された
役員に佐波会長
より記念品が贈
呈された。総会
に出席された谷
屋監事、河西理
事、吉岡理事、
柳田副会長から
それぞれご挨拶
頂いた。

佐波会長挨拶
　昨年はコロナに尽きる1年でした。総会も1ヵ月延期しま
した。今年は書面方式も考えましたが、役員改選と定款の
一部変更がありお集まりいただきました。ご来賓の皆様に
もご多忙中ご臨席賜りお礼を申し上げます。
　状況は良くなっている訳でもありません。経営環境とし
ては厳しいものがあります。この夏にはオリンピック・パ
ラリンピックが開催されますが、物流のウェイトが高い高
圧ガス業界にとって不安です。
　コロナ禍で廃業または休業、ベテランの方が引退される
ケースが増える中で、古い容器が仕舞い込まれたままとか、
休止設備の安全装置を閉めてしまう事による事故も心配で
す。ユーザーを熱心に巡回するのにも制限がかかる状況で
すが、幸いなことに県下では大きな事故もなく推移してお
り、日頃の会員の皆様の啓蒙のおかげと感謝申し上げます。

神奈川県くらし安全防災局防災部　
工業保安担当課長　内山和子様ご挨拶
　一般社団法人神奈川県高圧ガス流通保
安協会の皆様には、神奈川県の高圧ガス
流通業界及び消費事業者を対象に高圧ガ
スの自主保安活動を積極的に展開してい
ただくとともに、本県の防災行政あるい
は工業保安行政に、御支援、ご協力をい
ただいておりますことを、厚くお礼申し上げます。
　新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りつつ、事業活
動を継続することについて、不要不急の外出自粛など、感
染拡大防止対策の徹底に協力頂いております。県では、「人
との接触機会の削減」という視点から、郵送等による届け出
書類の受付も行っております。
　また、国における押印廃止の流れを受け、本県の高圧ガ
ス関係の県様式においても、押印を廃止しております。代
表者の方からの事務委任など、改めて検討いただければ、
と存じます。
　放置容器については、貴協会員の皆様の御努力により、
迅速に回収されていること、改めて御礼申し上げます。
　こうした取組みに加え、毎年行っている高圧ガス消費事
業者保安講習会や高圧ガス販売事業者講習会についても、
高圧ガスの基本的な事項をお互いに確認する事は、高圧ガ
スに係る事故の防止に大きく役立ちますものと考えます。
保安教育の場として積極的に活用頂けるよう、県としても
継続して協力させていただきたいと思います。
　最後に、一般社団法人神奈川県高圧ガス流通保安協会の
益々の御発展並びに会員の皆様方のさらなる御活躍を祈念
いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

　本要綱は、以前は単なる行政指導として様式を定めていた
届出を整理し、平成30年1月に要綱として整備したものです。
　その後、細かな修正を行ってきましたが、次の理由から、
「かながわ県民意見反映手続き」（パブリックコメント）を行
い、次のとおり改正しましたのでお知らせします。
１　�精神の障害を有する状態になったことに関する届出の
追加

　令和元年9月に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置
の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施
行され、高圧ガス保安法においても
　①高圧ガスの製造の許可を受けた者
　②容器検査所の登録を受けた者
　③�法人であって上記の許可又は登録に係る業務を行う役
員

が精神の障害を有する状態となり、許可又は登録に係る業
務の適正な実施が困難となったときの届出が施行規則に定
められました。
　一方で、同改正に伴う届出については様式が規定されて
いないため、届出の際の参考様式を「県様式第8」として定め
ました。

２　�高圧ガス貯蔵所における届出要件の適正化（第7条及び
県様式第5号）

　本要綱第7条では、高圧ガス貯蔵所における貯蔵量の増加
又は減少及び貯蔵する高圧ガスの種類の変更について届出
を求めていました。
　しかし、単に容器をストックするための貯蔵所においては、
貯蔵する高圧ガスの貯蔵量が、日々の需要に応じて変化す
ることを考慮し、貯蔵量の増加又は減少については届出を
不要とし、高圧ガスの種類についての届出に改めました。
３　様式の適正化（県様式第2号、第5号、第6号、第7号）
　本要綱第4条で、特定変更工事とならない変更の工事の届
出を求めていますが、様式に冷凍保安規則に係る記述が漏
れていたため、追加しました。
　また、第7条から第9条で定めている様式に「国際相互承認
に係る容器保安規則」に係る記述が漏れていたため、追加し
ました。
　この改正により、特に貯蔵所を所有されている販売事業
者の方々について、ガス区分（可燃性ガス、毒性ガス、酸素
など）ごとの貯蔵場所に変化がなければ、貯蔵する量に関す
る届出は不要になりました。

総会における佐波会長の挨拶

	 神奈川県高圧ガス保安法事務処理要綱の改正について
≪県消防保安課からのお知らせ≫

退任役員への記念品贈呈



流　保　協　会　報 第62号　（3）令和3年8月

	 副会長再任にあたって
　このたび先の総会にて、副会長
を仰せつかりました東ホー株式会
社の中島でございます。
　引き続き伝統ある当協会の建設
的な活動に微力ながら貢献すべ
く、今回新た就任された武副会長
と共に佐波会長を補佐してまいる
所存です。
　またこの度、新型コロナウィル
ス感染症に罹患された関係者の
方々の一日も早いご快復はもとよ
り、事態の収束を心よりお祈り申
し上げます。
　さて県内の高圧ガスに関連する
災害事故は後を絶たない様です。

装置における主たる要因は経年劣化や誤操作による噴出漏
えいであり、容器においては長期滞留や放置が要因での破
裂事故です。
　また最近では産廃業者による容器の誤った処理による、
負傷事故も発生しております。
　当協会ではご承知の通り、販売・消費者に対する保安点
検や高圧ガスの安全管理の周知徹底、また高圧ガス保安法
の遵守を目的とした高圧ガス消費事業者講習会や高圧ガス
販売事業者講習会、そして高圧ガス地震防災緊急措置訓練
などの保安事業及び容器管理事業活動に積極的に取り組ん
でおります。
　今後とも会員の皆様のご理解とご協力を賜りながら、ま
た行政機関のご指導を仰ぎながらこれら最重要課題に取り
組んでゆく所存ですので何卒宜しくお願い申し上げます。

中島 敏晴

　この度の総会におきまして副会
長を仰せつかりました大陽日酸株
式会社の武でございます。佐波会
長、中島副会長を補佐し、神奈川
県高圧ガス流通保安協会の更なる
発展に向けて微力ながら鋭意努め
てまいります。
　また、会員各社様におかれまし
ては新型コロナウイルス禍により
様々な制限が加わる時世下におか
れましても保安確保に向けて日々
取り組んでおられますことを衷心
より敬意を表します。
　さて、神奈川県では高圧ガスの

事故原因の分類を「設備」「システム」「人」という視点か
ら分類されております。設備の老朽化の改善、また設備に
対する保安管理や取扱い手順等の最適化、そして取り扱う
人の操作、判断への教育といった留意すべき事由が、この
コロナ禍で影響を受けているものと推測されます。こうし
た環境下であるが故に当協会が取り組んでおります保安講
習会や停滞容器の回収促進、また会員各社様が推進されて
おられる自主保安の向上や消費事業者への保安点検のご指
導やご提案などは一段と大きな役割を担っており、重要度
が増していると捉えております。
　「安全は全てに優先される」という気概を高め会員各社様
のご協力、ご理解を賜り、また皆様のご意見を承りながら
更なる保安確保に向けて取り組んで参りますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

	 副会長就任にあたって

武　浩一

　この度の総会におきまして、引
き続き会長に再任されました株式
会社サナミ商会の佐波でございま
す。これで3期目となります。微
力ながら三役（武副会長、中島副
会長、野畑専務理事）のお力添え
を得て、協会の発展に尽力して参
ります。
　さて、今年度より横浜西支部と
三浦支部が合併し、6支部から5支
部となりました。新たに就任され
た三島横浜東支部長、村橋広報委
員長、益子財務管理委員長と共に
新体制にて協会業務をしっかり執
行して参ります。

　監督官庁の権限移譲も落ち着きが見られ、神奈川県およ
び横浜市、川崎市、相模原市の消防局との連携も順調に推
移しております。
　しかしながら、今般のコロナ禍においては、保安活動や
会議のあり方を考えさせられる1年でした。オリンピック・
パラリンピックの開催後の状況にも不安が有りますが、バ
ブル崩壊や二度の大震災を経験した我々は、知恵と努力に
より必ず乗り越えられるはずです。
　どんな状況下においても保安の確保が第一です。危険物
を扱う団体として社会的責任を果たす為、高圧ガスの保安
に勤め、事故発生を防ぎ、安定供給により快適、安心にガ
スを利用していただき、業界の地位向上に尽力して参る所
存です。今後とも会員の皆様に一層のご支援、ご協力を賜
りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

会長再任にあたって

佐波　充
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	 専務理事再任にあたって  
　先般の総会におきまして、前期
に引き続き専務理事を拝命するこ
とになりました株式会社ノックス
の野畑でございます。新たに就任
された武副会長と共に三役一丸と
なり協会の発展のため尽力して参
りたいと思います。
　昨年は支部再編、支部規約等検
討特別委員会の委員長として、横
浜西支部・三浦支部の合併という
問題に取り組みました。コロナ禍
で皆さんと顔を合わせての意見交
換ができない中、横浜西支部の堀

支部長及び支部会員の皆さん、三浦支部の益子支部長及び
支部会員の皆さんのご協力により無事合併の運びとなりま
した。改めてお礼申し上げます。
　本年度より新たに5支部体制のスタートを切る訳ですが、
まだまだ沢山の課題があろうかと思います。三役、事務局、
各支部連携を取りながらスムーズな運営を行って参りたい
と思います。私の個人的意見でございますが、やはり協会
は支部会員中心、支部中心が本来の姿であると思っていま
す。会員の皆さんの意見を聞き本部がまとめ役となり、会
員皆さんの為になる組織となれるよう共に取り組んでいく
所存です。どうぞ一層のご支援ご協力を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。

野畑 雄幸

　この度、先の理事会におきまし
て木田前委員長の後任として広報
委員長を拝命することになりまし
た伊藤忠エネクス株式会社の村橋
でございます。当社は県央支部会
員として活動させて頂いておりま
す。私自身、財務管理委員長とし
て前任の残りの任期1年を務めさ
せて頂きました。今回は新たに広
報という重責を担う事となりまし
た。何分、広報として経験もなく、
会長を始め会員の皆様及び事務局
の方々のご協力のもと、微力では
ございますが精一杯務めさせて頂

きますので何卒、宜しくお願い申し上げます。
　さて、広報委員会担当事項として①広報事業として協会
報（年2回発行）を通じて、会員の皆様に協会の活動を広く
PRし、理解と関心を高め積極的な参画を推進、協会が行う
各種事業の紹介、行事開催報告、業界情報等の提供②福利
厚生事業として保険（全溶連事業としての共済福祉団体生
命保険及び高圧ガス賠償責任保険）の加入促進③ホームペ
ージ（内容の更新）による法人としての情報開示、新たな
情報提供を行っています。
　新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、広報事
業としての活動も制限された状況にあります。WEB、デジ
タル化等の新たな方法による広報活動も検討し、情報を提
供して参ります。これからも会員の皆様のご理解とご協力
を賜ります様、お願い申し上げます。

村橋 正之

広報委員長就任にあたって

　先般の理事会におきまして、財
務管理委員長を務めさせていただ
くこととなりました株式会社三春
商会の益子でございます。まずは
前任の村橋前委員長にはコロナ禍
での度重なる緊急事態宣言による
活動自粛要請の中、当協会の財務
管理業務にご尽力いただきました
こと、感謝を申し上げます。
　私は平成24年度から9年間、当
協会の三浦支部役員として副支部
長、支部長を経験させて頂きまし
たが、このような本部の委員長と
いう大役を受けるにあたり身の引
き締まる思いでございます。

　積極的かつ継続的な協会活動をするためには、先ず健全
な財務体質を保持しなければなりません。今年度もコロナ
ウイルスの影響を受け続けると思われますので、財務管理
委員会として健全な財務体質を維持できるよう努めてまい
ります。また他委員会の活動をさらに後押しできるよう保
安講習会や防災訓練、容器対策管理、広報活動等の周知に
も注力し、当協会の活動目的である高圧ガスの災害防止や
公共の安全確保活動を強力に推進すべく力を入れていきた
い所存です。
　今年度は支部の再編や役員改選があり、各支部新しい会
計担当が誕生しましたので、財務管理委員会として情報共
有できる場を設け各支部会計及び事務局と連携しながら、
当協会の更なる発展に貢献していく所存でございますので、
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

益子 陽一

財務管理委員長の就任にあたって
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＊�国家試験日は11月14日（日）、
　国家試験受付は8月23日～（KHK）

・�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。
※コロナ禍の影響で定員数には変更の可能性があります。
＞問合せ先：（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会�TEL.045-212-1454
　ホームページ http://www.kanagawa-bousai-hpg.or.jp/�

高圧ガス運送員・運送指導員講習会

今後の講習会等の予定

運送員
開�催�月�日 開�催�会�場

運　送　員 定員
（変更後）運送指導員 運送指導員

第７回
（第五回） 10月20日（水）

茅ヶ崎市民
文 化 会 館

9：30-12：10
180

13：00-16：00

第 8回
（第六回） 11月10日（水） 藤沢市民会館

9：30-12：10
200

13：00-16：00

第 9回
（第七回） 12月��9日（木） 鶴見公会堂

9：30-12：10
200

13：00-16：00

日　時　令和3年9月24日（金）
� 9：15～16：30（予定）
会　場　万国橋会議センター　4階　405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　大住　智幸　氏

日　時　令和４年２月中下旬
� 14：00～17：00（予定）
会　場　未定　
講習内容
　第一講義　行政からのお知らせ
　　　　　　　　　　　　��（県消防保安課�担当者）
　第二講義　�検討中（令和3年12月下旬に開催案内

発送予定）

高圧ガス消費事業者保安講習会　　　　
No 地��域 開��催��日 会��場��名�・�場��所

1 県　西 9月28日（火） 小田原アリーナ研修室
　小田急　螢田駅・富水駅　徒歩15分

2 県　央 10月��7日（木） 相模原南市民ホール
　小田急　相模大野駅　徒歩10分

3 三　浦 10月12日（火） 横須賀市文化会館
　京急横須賀中央駅　徒歩10分

4 湘　南 10月21日（木） 茅ヶ崎市民文化会館
　JR茅ヶ崎駅　徒歩5分

5 横　浜 10月27日（水） かなっくホール
　ＪＲ・京急　東神奈川駅　徒歩１分

6 川　崎 11月��2日（火） かわさき保育会館
　京急八丁畷駅徒歩8分

講習時間　開始時間　13時30分　終了時間　16時00分（予定）
講習内容　1．行政からのお知らせ（行政担当職員）
　　　　　　　DVD上映「酸欠を防止しよう」（JIMGA制作）
　　　　　2．�各種高圧ガスの安全な取扱いと高圧ガス事故例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（協会専任講師）
（注）コロナ感染症防止対策に施設側と協力して取組みます。マスク着用等にご協力下さい。

高圧ガス販売事業者講習会　　 

第一種販売主任者受験準備講習会　 協会事業   

第16回　
神奈川県高圧ガス・火薬類保安大会開催

賀詞交歓会

2021 年度（第 49 回）
神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練開催

開催日時：令和3年10月14日（木）13:00～16:00
会　　場：�川崎市麻生水処理センター（ふれあいの広場）
　　　　　（川崎市麻生区上麻生6－15－1）　
【交通手段】小田急線　柿生駅下車徒歩　10分

当協会の担当支部は川崎支部となります。
訓練内容は昨年に準じて以下を予定しています。
　①アセチレンガスの安全器効果実演�
　②カートリッジ缶破裂燃焼実験

※�コロナ感染症対策を講じた上で実施されます。（訓練内
容、見学等の詳細はホームページでお知らせします）

開催日時�：�令和3年10月26日（火）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
表彰が行われます。
※�尚、今年は、コロナ感染症拡大防止のため、記念講演
も祝賀パーティも中止です。

開催日時�：�令和4年1月12日（水）�18時から�
会　　場�：�ローズホテル横浜

後援：神奈川県
横浜市消防局・川崎市消防局・相模原市消防局

後援 : 神奈川県
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下記の方々が表彰されました。心からお慶び申し上げます。
優良従業員協会会長表彰（5月28日）

　田中一滋　［富士高圧ガス工業㈱］　
　三井　亮　［㈱渡商会］　　
　堀込信司　［横浜ケミカル㈱］
県央地域県政総合センター所長表彰（6月17日）

　高圧ガス保安功労者　米元　斉［㈱鈴木商館］

会員名簿変更（敬称略）

退会会員（永い間ありがとうございました。）
　【横浜東】� 東ホー㈱　川崎営業所
　【横浜西】� ㈱ウエキコーポレーション　横浜営業所
　【県央支部】� 日本エア・リキード（同）西関東・甲信支店
　【賛助会員】� KGKサービス㈱本社

社名変更�
　【県央支部】� 変更前　関東エア・ウォーター㈱
� 変更後　エア・ウォーター東日本㈱　

代表者変更
　【横浜東】� コイケ酸商㈱神奈川営� 大久保義孝
　【横浜西・三浦支部】
� 東京産業㈱横浜営� 上野竜彦　
　【川崎支部】� 大陽日酸㈱� 永田研二
　【川崎支部】� 東京産業㈱川崎営� 上野竜彦
　【湘南支部】� 高圧ガス工業㈱神奈川工場� 黒木幹也
　【湘南支部】� 東京産業㈱湘南営� 上野竜彦
　【湘南支部】� 東和高圧㈱� 伊藤　修
　【県央支部】� ㈱エム・エイチ商会� 畑野誠央
　【県央支部】� 東京産業㈱相模原営� 上野竜彦
　【賛助会員】� 高圧昭和ボンベ㈱� 杉岡孝雄

出先責任者変更
　【横浜東支部】� ㈱イワサワ� 二本木正志
　【横浜西・三浦支部】
� 岩谷産業㈱首都圏支社
� 横浜支店� 下田眞啓
　【横浜西・三浦支部】
� 東京ガスケミカル㈱
� 神奈川営業所� 福崎乃輔
　【横浜西・三浦支部】
� バイタルエア・ジャパン㈱
� 横浜営業所� 後藤達拡
　【横浜西・三浦支部】
� 高砂産業㈱横須賀支店� 狩野　隆
　【横浜西・三浦支部】
� 東陽実業㈱　� 大塚康規
　【川崎支部】� 小池酸素工業㈱関東支社
� 京浜営業グループ� 保々賢次
　【川崎支部】� 昭和電工ガスプロダクツ㈱
� 南関東支店南関東営業所� 小野壮太
　【川崎支部】� 鈴木商館㈱南関東支店
� 南関東営業所� 並木大輔
　【川崎支部】� 大陽日酸㈱関東支社� 武　浩一
　【川崎支部】� 東横化学㈱� 井上　康
　【川崎支部】� 日酸TANAKA㈱関東支店� 前田勝也
　【湘南支部】� 岩谷産業㈱厚木支店� 松川憲司
　【湘南支部】� 島田酸素㈱� 島田　孝
　【県央支部】� ㈱ウエキコーポレーション
� 関東支店相模原営業所� 守谷　功
　【県央支部】� 日本メガケア㈱南関東支店� 芝野秀直

受賞者一覧【敬称略】

事務局からのご連絡

弔
・�当協会の元会長で理事の東京産業株式会社　代表取締
役会長上野英雄様が令和3年3月20日にご逝去されま
した。
・�県央支部　株式会社冨士山　取締役会長　大宮末松様
が令和3年3月29日にご逝去されました。

　心よりご冥福をお祈り申し上げます。

編 集 後 記
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で1年延期と
なっていました2020東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催することになりました。東京への４回目の緊
急事態宣言で無観客開催となりますが、テレビ画面を
通しての日本選手団の活躍を応援したいと思います。
開催による感染再拡大がないことを願うばかりです。
ワクチンの接種も進み、新型コロナウイルス感染も収
束に向かうことと思いますが会員の皆様には今一度、
感染防止に向けた対応をお願いします。
　9月～11月にかけて神奈川県内6会場で高圧ガス消費
事業者保安講習会が開催されます。昨年もコロナ禍の
中、多くの高圧ガス消費者の方に参加して頂きました。
保安に関する意識の向上のため、今年も一人でも多くの
方に参加していただきますよう働きかけをお願いします。
　広報委員会として引続き、会員の皆様に行政、法改正、
最新の事故事例等の有益な情報を提供してまいります。

＜広報委員会＞

　【賛助会員】� 東邦アセチレン㈱関東営業所�近藤陽介
　【賛助会員】� ニッコー熔材工業㈱� 西山昌輝

住所・電話番号等変更
　【横浜東支部】� ㈱横浜アクセス
� 横浜市神奈川区神之木町 1-5 プラザ大口 402 号
　【横浜西・三浦支部】
� ㈱竹山メディカルサービス
� FAX　045-489-7170
　【川崎支部】� 小池酸素工業㈱関東支社京浜営業グループ
� TEL　048-222-5121　FAX　048-222-5340

変更通知のお願い
　�社名、住所表示、電話、FAX、代表者名、出先責任者名（メー
ルアドレス）等の変更がありましたら、お手数ですが、
事務局までご連絡ください。

残暑お見舞い申し上げます。


