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神奈川県及び一般社団法人神奈川県溶接協会共催による、平成21年度 (第 52回 )ネ中奈川県溶接技術コ

ンクールは、平成21年 6月 5日 (半 自動溶接第2部 )、 6月 12H(金 )1手溶接及び半自動溶接の第1部 )が

(財 )日 本溶接技術センターに於いて開催されました.

参加者は42名 (手溶接第 1部 9名 )(半 自動溶接第 1部25名 )(半 自動溶接第 2部 8名 )と 、各社から

選びぬかれた代表選手は神奈川県一番 と全国溶接技術競技会代表i塁手を日指 して日頃の練習の成果を

充分に発揮 されました。

この後当日は外観試験判定、後日X線試験判定、曲げ試験判定を行い成績が決まりました。

表彰式は 9月 9H(水 )(財 )日 本溶接技術センターに於いて開催されました。主催者を代表 して神

奈川県商工労働部 佐ll―i昌 子:I:業 振興課長、一般社「」1法 人神奈川県溶接協会村 ヒ秀夫会長初め、入賞

選手 会社代表 来賓 協会役員 i菫手 llき 添い等拘60名 の出席を得て行われました。

第 1部競技課題は、全国溶接技術競技会と同一の課題 となっていますので手溶接及び半自動溶接の

1位 2位の選手は全国溶接技術競技会の神奈川県代表として推薦されます。

第 2部競技課題は」IS溶接技能評価試験 と同一の課題 とし希望者は溶接 コンクールと技能評価試験

を同時に受験できることになっています。

但 し、第 2部の参加者は全国溶接技術競技会の代表にはなれません。

尚 今年の全国溶接技術競技会は北海道旭川市 旭川「IIt業能力開発促進センターで開催されます。

3ペ ージをご覧 ください。

脅部の優勝者 神奈川県知事賞 (団体賞・個人賞)

手溶接第 1部 優勝  吉岡 裕生

団体賞 三菱重工業仰原動lFt事業本部横浜製作所

炭酸ガス半自動溶接第 1部  優勝 中田 幸二

団体賞  三菱重工業Ⅲ原動機事業本部横浜製作所

炭酸ガス半自動溶接第 2部 優勝 鈴木智昭

団体賞 菱電湘南エ レクトロニクス仰

上記の入賞者には他に一般社団法人神奈川県溶接協会長賞 (優秀賞 )、 東部地区溶接技術検定委員長

賞、輸産報賞がそれぞれ贈られました。

僣書れる



手溶接第一部

古同 裕′L li菱■ 11業111横 浜製作所    清水 茂オ 11」 東芝11111'業
''7      

境  高志
「

:菱 重■■‖:ll浜製(11'i

‖II ネ′,次 11。 I II l ll浜 第 11場    松同 辻也 宙 ■L機 システ′、ズ‖o     l寸 井 政十 JFEI:建 ll

三「 : 義徳 111L代 システ′、ス|,u    ■塚  イ |卜 J● 1興 f↑ Ⅲi        ll藤  嵯:'1■ 1て 汗|:“ 1叶 ソく和 :場

第一部 参加者無し

地|」 健ス(劇 : 1■ ‖,i,:J仲
'iヤ

1ヽ1カ ンバニー  ツ:原

1多 4ヽ 次り, 1(2フ ラントシステム|ヽ    二)と

半自動溶接第一部
中  ■■ itti l業 |'J■ 浜製イ乍所    福Ll 康

'こ

 ‖■重F〉tマ リンエンシエアリング‖:1後藤  潔 
“

■
't芝

京浜li業 |'「

I‖ 
政
襟 1肝I忙撃ll舗Fニ

アリ
`型

LI裏出 器尖 件11廿樫サツ撃ヱ、ズlヵ   端 占‖奨 ffllタリ世サ帯ツサll

木11 克巳 |卜 友ilた

''マ

リンエンジ■7リ ング

“

せ 皆サ1 勝己 |'■中■り:銅 |'薔′ヽ|た カンバニー  高橋 fΠ l r 荏原,令熱システノ、1,U

〕‖体 ri, ぃ,(2,t'1li:場 斉I ‖  1〔 JIⅢ由り[JI 1'多 4く   |■  lFEエ ン
'■

●′ 'ン ク111

1 4( ■光 ■■■ :■ ‖‖t l11 1,「 11業本用
'

誠

倒

人

一分

東

lrヽ 1」 行|ヽ システ,、 ‖|

た
「

 ■||口‖「t■,1■ 1'業 本吉: 演野 1真■  =■ i:|■‖口1 1 1111li■ イ(I:

」Ⅲ l「■ 1占i lll「 ‖ ∫

`,1(

イiI )L一  I“  Il1 11に声|し

"li:I
半自動溶接第二部

tl木 袢1“  菱lL汁‖‖エレクトロニクス
「

  石,' 博lL 瑳lL汁‖南エレクトロニクス件  平林 17i也  刀「ケ :葉 ‖:

鎌Ⅲ ‖i介 4鳥 :業 ‖。         宮
「

 り:  ■十イ(titに た        プ(島 千ftよ 十IⅢ ‖li震 作ⅢI

`,「

 | : 町「t「 ■lt         '(イ  ヽ■也 ■性|サ  た||

入賞者及び参カロ者一覧 (成績順)

ノti',tて :‖ :イ オた|サ を|る 佐藍 :業 1'i興 Fllこ

′、li檜

IJ I`、 長かザ,`り めての優勝

":を

受 すた li司 7卜 1:`′ t
11■ ■ 

「
を■ 1京 ろ■た■ :■ ■1■ ,,11↑ Ⅲir,世〕

=′
t

神奈|り ltヤ、接 協会は以前から

i山|し ていた念駆1の 制奈川県i容

接1支‖Tコ ンクー,レ σ),近 17rわ :を イ乍

リセしましたのでお知らせします

ただしこのL勝
":は

第 1部のみ

の優勝llで す 第 2‖
`は

競技言It

題が,■ いますので今のところ優

勝わ:は あ ,ま せん
「 |

‐
,|



〈3)

平成21年度 (第55回)全 国溶接技術競技会

北海道旭川大会
平成21年 度 (第 55回 )全国溶接1支術競技会は主ll岬 )日 本溶接協会 ti道地 κl‐接 l・ 絵 連絡会

旭川溶接協会、共催 (社 )北 海道溶接協会で下記 日程で Tli■ されます .神 奈川県からは今年度の神奈川県溶接技術コン

クール手溶l‐ 第 1‖
`、

半自llJ溶接第 1部で各々 1位 211に な
',れ

た下記の 4名が神奈川県代表として参加 します.

開  会  式 平成21年 10月 11日 (H) 旭川市民文化会館

競  技  会 平成21年 10月 12日 (月 ) 旭川職業能力開発促・●センター

参 加 選 手 手溶接 56名 半自動溶l‐ 56名

神奈川県代表選手

◎手 溶 接 吉岡 裕生 三菱重工業 ll横浜製作所 清水 茂寿 Ⅲ東芝京浜事業所

中田 幸二 三菱重::業は,横浜製作所 福田 康元 住友重機械マリンエンジエアリング(榊◎半自動溶接

西丹沢の紅葉と名物蕎麦 ‐
l lllプ ランテック1カ 志賀啓介

すっか ,秋めいてきましたが皆 1求 は如何お,Lこ して しょうちヽ そろそろ日頃の疲れを解消に、おL葉 でも観て癒された

いと計画中の方もいらっしゃるかと思います そこで今回|ま 、紅葉のお薦めのホイントを紹介させて頂きます .

小生、横 ■L「 育ちで、学生の頃から友人とハ イキングがてら山lli員 によく車で遊びに行っていました.今では70歳 を

過 ぎた両親を連れ添い紅葉見物、名物の喬麦を食べに行くのが例年の行]iと な ,ま した,横浜1黄 須賀道路 港南台lCを

人 )、 東名高速 横浜‖]」 IC経 由、途中、富士山をチラリと見ながら人リト松田ICで 高速道路は終了.大リト松日JICは 、小

さいながらトイレ体想もできるので、お年寄 りがいても安心です.

一体み後、L道246を 山へと約30分たらせると、名水百選、かながわの景勝50選 、日本の滝由選にす王ばれた「ll水 の

itJの案内が左手に現れ、最後の トンネルを  、篭
=

抜けて右に出がるとお薦めの「丹沢‖l 千代

の沢国地Jに到着です

空気が澄んでいるときは、写真 (平 成19年

ll月 上旬)の ように真っ赤に燃える紅葉を縫

つて頂 きに雪を被った富士山を拝むことがで

き、紅と自のパランスが非常に絶妙できっと

感動されるかと思います.

時間に余裕のある方は、月沢湖を抜けてさ

らに15分程度ハンドルを撮っていると左手に

樹佗 000年 、世ltt i 45m、 胸高周囲120mの
「中川の帯杉Jが迫ってきます.その根っこ

付近にお蕎麦屋さんがあり、これまた絶 71を

味わうことができます 例年のlli葉 の見呼1の

時期は、11月 上旬から中イリだつたと思います.

是非、こ計画の
「 、天然の紅と自の景観をお

楽 しみ下さい.

Ttttの JtHJ也 から宮 : |を ■4む

原稿を募集しています 自社の紹介や 技術関連 簡単な旅の話 写真 面白いエピソードなど.

写真は左から 福田さん、中出さん、占司さん、清水さん  平成21年 10月 2H



平成22年度から神奈川県溶接技術コンクール第 1部競技課題が下図のように変わります。これは平成22

年度全国溶接技術競技会の競技課題が変わることによりそれにあわせて神奈川県は第 1部のみ変更します。

尚、第 2部の競技課題は変わりません。

ベト細 注:支お村llはベベル角30に
加工したものを支綸する。

凛:0支 織材料の日発は :型とする。
②目先の形状は :型 V型 レ型 のいずれても良い
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中板競技材と邪魔板

東部地区溶接協会連絡会は関東甲信越高校生による溶接コンクールの開催を計画 しています。この催 し

は平成22年 4月 21日 ～24日 の 4日 間開催される2010年 国際ウエルディングショーの会場内において下記によ

り開催することになりましたので概要をお知らせいたします。詳細は(社 )ネ申奈川県溶接協会へ問い合わせ

ください。

期  日  平成22年 4月れ日 (土 )

会  場  東京ビックサイト (東京国際展示場 東京都江東区有明3211)
競技課題  被覆アーク溶接 中板 (9t)V形開先付 き合わせ溶接裏当金あり下向き

参 カロ費  無料

溶接適格性証明書には登録年月日 (発行年月日)と 有効期限が記載 されています。サーベイランス

とは書類のみの手続 きで試験はあ りません。有効期限の 3ケ 月前から期限の日までに手続 きをしてく

ださい。必ず有効期限の 3ケ 月前に通知を出しています。最初 (1回 目)のサーベイランスをしない

と2回 目のサーベイランスの通知は行 きません。サニベイランスは2回です。

サーベイランスを2回 されます と、次は更新試験 (再評価試験)に なります。実技試験を受け直 し

て合格されますと新 しく証明書が発行されます。但 し、 1回 目のサーベイランス又は 2回 目のサーベ

イランスをされませんと更新試験の案内も行きませんのでご注意 ください。

円

L‐約160m■ (手澤機)
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)

薄板競技材

000000
更新試験 (再評価試験 )について

①更新試験の受験期間が次のようになつています。

更新試験の受験期間は技術資格の有効期限が切れる8ヶ 月前

から2ヶ 月前までに試験を受けなければなりません。

②更新試験に合格した場合は資格の登録日が現在資格の有効

期限に合わせて登録されるようになっています。

③上記期間外に受験する場合は有効期限内であっても、新

規試験 (学科試験免除)で基本級も受験しなければなりま

せんのでご注意ください。

④更新試験と同時に新規種目も受験出来ますが、この場合

は新規試験 (学科試験免除)扱いとなり左記②の扱いは

受けられません。

2の扱いを受けようとする場合は新規試験及び更新試験

それぞれ試験申込書を別にしてください。

こ登録年月日と有効期限が同じで証明書番号が異なる別々の

資格を一枚の試験申込書で申し込んで受験する場合は現在

のところ更新試験の扱いにはなりません。

新規受験になつてしまいますのでご注意 ください。

更新試験の扱いを受ける場合は、申込書を別々にして

下 さい。

⑥試験 結果 の発表 は、毎 月の15日 以前 の試験 は翌 月

末の発表です。

16日 以降の試験は翌々月末の発表です。


