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高 l‐■溶接コンクール参加者

個越同校生潜捜3」ンターーllby 圃僣
平成22年 4月 24日 (十 )第 1回関東甲信越高校生溶接コンクールが下記の要領で開催された。

この催 しは 4月 21日 2ヽ4Hに かけて開催された2010年 国際ウェルデ ィングショー 特設イベント 技能伝承プ

ラザの新企画として開催されたものです。

●主  催 :東部地区溶接協会連絡会 (横 円文夫委員長 )

●後  援 :社団法人日本溶接協会

●特別協力 :国際ウエルディングショー事務局 (産報出「
tll式 会社 )

参加者は神奈川県 東京都 (2溶接協会)千 葉県 埼Ji県  茨城県 栃木県 山梨県 長野県 群馬県 新

潟県の11溶接lliJ会 から推薦された高校生各2名 計22名
`内

女子高生 3名 、男子 商生19名 ,が参加された,

神奈川県代表選手は神奈川県立磯子工業高牛学 1交機械千卜2年の小川拓輝 |お がわひろき
' 

くん、高橋克弥 (た

かはしかつみ)オ|の 二人が参力 した.

競技課題は JIS溶接技能評価試験 手溶接 A-2 FI‖ え暉 9 mm ド向き 裏当全あ )|と 同じで言+価は当日判

定及び表彰という時間の制1約 があ )クト観試験のみで半り定された :

最優秀賞は茨城県立下館工業高校機械科 3年の仁平菜月さん,他に優秀賞 5名 、優良賞 5名 が横田委員長から

表章
'さ

かた

だ1 今後この催 しをlt続するか否か こついては 6月 23Hに 開催する東‖:地 区溶接協会,菫絡会で検討することに

なっている .

以 卜は表彰選手一覧です。
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埼玉県立狭山工業高等学校

千葉県立茂原樟陽高等学校

東京都立府中工業高等学校

日本工業大学 駒場高等学校  機  ll. 科  3年

新l HJ県立 |‐r津工業高等学校  | マイスター科 2年
理 数工学科 3年
総 合 学 科 3年

機 械 科 3年
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山梨県立韮崎工業高等学校

長野県中野立志館高等学校
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平成21年度 (第 55回 )全国溶接技術競技会開催

溶接技量 日本一を競 う平成21年度 (第 55回 )全国溶接技術競技会は (社 )日 本溶接協会 北海道地区溶接協

会連絡会 旭川溶接協会の主催により平成21年 10月 11日 (日 )に 開会式 競技説明会を開催、12日 (月  祝 )

には競技会が旭川職業能力開発促進センターにおいて開催 された。参加選手は被覆アーク溶接の部56名 、

半自動溶接の部56名 合計112名 の選手が全国都道府県代表として溶接日本一獲得を目指 して技を競った。神

奈川県代表は平成21年度神奈川県溶接技術コンクール被覆アーク溶接第 1部、半自動溶接第 1部でそれぞ

れ 1位 2位 になられた各 2名合計 4名の選手が参加 した。

神奈川県代表の成績は以下のとお りです。残念なが ら一位獲得にはなりませんで したがす玉手の皆 さんは

大変健闘されました。被覆アーク溶接で 2人 とも優良賞に入 り、炭酸ガスアーク溶接では 1人が優秀賞一

人が優良賞に入り4人全員が入賞 しました。

平成18年 の被覆アーク溶接優勝 と平成19年 の炭酸ガスアーク溶接優勝の後、此処 2年優勝から遠ざかっ

てしまいましたが全員入賞された選手の健闘を讃え、また今年度の大会に期待 したいと思います。

平成2141度の優勝選手は下記の通 りです

被覆アーク溶接の部   愛知県代表

炭酸ガスアーク溶接の部 愛知県代表

被覆アーク溶接の部

吉岡 裕4i    優良賞 12位
三菱重工業中横浜製作所

清水 茂寿    優良賞 13位
船東芝京浜事業所

炭酸ガスアーク溶接の部

福田 康元    優秀賞 7位
住友重機械マリンエンジエアリングIll

中田 幸二    優良賞 20位
三菱重工業Ⅲ横浜製作所

(社 )日 本溶接協会神奈川県支部は平成21年 4月 1

日から一月l社団法人神奈川県溶接協会 として法人登記

され再出発 しました。これを契機にシンボルマークを

制定 し活用することになりましたのでお知 らせいた し

ます。右はシンボルマークの基本形です。

洋 爛豊田自動織機 高浜工場

樹雄 仰豊田自動織機 高浜工場
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平成22年度は10月 23日 24日  滋賀県大津市 (独 )雇用 能力開発機構滋賀センターで開催されます。

一般社団法人神奈川県溶接協会シンボルマーク

(ロ ゴマーク)制定のお知らせ

選手を円んで付き添いの皆さんと

前列左から福Πさん 中円さん、書岡さん、清水さん、IJ上 会長
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餘部(あまるべ)鉄橋 見聞録 神奈川県溶i7協 会理事 半野賢治

平成19年 12月 (約3年前)に餘部鉄橋を見に行きました。

餘部鉄橋は、 JR山陰本線鎧駅と餘部駅の間にかかる高さ415m、 長さ3107mの鉄橋で、 トレッスル式と呼ばれるIll材

をやぐら状に組み上げた橋脚が特徴で、この種の鉄橋では日本一の規模を誇 ります。

明治42年 12月 若工.ア メリカより輸入した鉄材を使用し、機械力の乏 し

い前近代的工法の中にあつて、当時最高の技術を駆使.明治45年 1月 に完

成しました。1:事 には、33万 1000円 の費用 (現在地に現橋梁と同じもの

を建設する場合の1:手費用概算 :42億 円)と 工夫25万 人を要 したとのこと

です.

なぜ、 3年前にわざわざ見に行ったかというと、平成19年 3月 から架け

替え■手が始まっており、工事足場や新設のコンクリー ト橋梁により、「餘

部鉄橋の全体の雄姿J力 =見 られなくなるためです
.

,こ や、城崎温泉に行 くついでに、架け替え工事前の鉄橋を見たいという

ことで行きました,そのため、あまり期待もせず、予備知識も持たずに行

ったのですが、鉄橋を見た瞬間、その雄姿 優美さに圧倒されました。

さらに、バンフレットを見ると、明治のIIlt i、 輸′、すti'(|`=二 たも

ないところで建設現場まで1笙揚げし、さらに高さ4r mま で組み上げていく、

1足場は九太 ′,その困難さを想像 して、なお、一層感心 しました.

いつの時代でも、技術の粋を集め、困難な工事を乗 り越えた末に完成さ

れた構i=物 は、光り輝 くものがあると感じました.llに 鉄製の構造物は、

一種の芸術品にも成 りえると思います。溶接に携わるものとして、後世に

残るものを造っていきたいと考えています。

なお、現在の餘部鉄橋は、架け替え工事が進み、残念ながら全体の雄姿

が見られないようです.(参考資料 香実町、香住観光協会ホームページ)

見学会・請演会の報告

去る 3月 12日 、恒例の神奈川県溶接協会の見学会は茨城県鹿嶋市にある住友金属工業111鹿 島製鉄所および那珂郡東海

llの 原子力研究開発機構原子力化学lll究所を訪問した

この見学会で特にrl象深かったのは住友金属工業|十の熱間圧延工程であった 普段、製鉄に縁のない私たち-11人 に

とっては別世界の出来事のような感 じすらするほとの目を見張らせる壮大なものでした.ま たl・ 大な量の水の再生ゃス

ラブなどの再利用等、資源の循環を最大限考えた会社の方針等にとても感t、 させられました.

また 3月 17日 の講演会は

'洛

接 熱切断の安全仕1上_に ノ́tて 、 `[,日 本洛接 I・ IJ会 の安全衛生委員会の協力を得て 8

名の講師による講演会と安全保護具などのメーカー 61卜の民示会とを併せて同時開催 した,安全街生は生産に直結 しな

いので参加者は集まりにくいなどという声もある中で62名 の参加があ り大変有意義な催 しであった,

架け普え工事前の計書:鉄 橋

現在の鉾..III・ 1隣 が架け替え中の新橋脚)

見学会 住友金属工業(Hl 講演会

原稿を募集しています 自社の紹介や 技術 F‐5連  簡単な旅の話 写真 面白いエピソー ドなど。
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①適格1生証明書に記載された氏名、生年月日、自宅住所、勤務先名の変更は記載事項変更手数料1.050円 がかかり

ます.

従つてサーベイランス料金 1260円 +記載事項変更手数料 1.050円の計2,310円 となりまう,

②サーベイランス時に、紛失、破損による再発行中請が伴う場合は記載事項変更手数料は不要です。従って、サー

ベイランス料金 1.260円 +再発行手数料 3,150円 の計4,410円 となります。

③サーベイランス時以外の時期に記載事項変更と再発行を行う場合は再発行手数料 3.150円 となります。

④勤務先住所の変更及び通知先変更は、手数料は無料です。

尚、従来サーベイランス連絡葉書に赤ペンなどで書いた変更は出来なくなりました。

個人情報のプライバシー保護が厳 しくなります。

手続きは、所定の用紙に記入 して本人が直接東部地区溶接技術検定委員会に手数料1,050円

を添えて郵送または持参 してください。後日手紙でお知らせするようになっています。

成績開示を受ける方は上記の検定委員会 (0442993541)へ 申し込んで下さい。

◎ 試験申込書に添付する写真について

写真は、試験申込書の写真貼り付け欄に黒い影で顔の大きさが描いてあります。

その大きさの顔写真を貼 り付けてください。最近 6ケ 月以内に撮影 したものです。

写真が小さい場合は受付できませんので注意 してください。

また、写真が添付されていない場合も受付できませんので必ず添付 してください。

(写真全面貼付 )

最近6ヶ 月以内に脱帽で
1半身を撮影したもの。

写 真 の サ イ ズ

諭● 5cm× 横3 5cm

パスポー ト用

証明書の写真になるの
で、上記サイズを厳守
すること。なお写真貼
付に際 しては、必ず右
肩を用紙に合わせて枠
内に貝占ること

更 新 試験 (再 評 1面 試 験 )に つ い て

3更新試験の受験期間が次のよう こなっています .

更新試験の受験期間は技術資格の有効期限力湖 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。

[の扱いを受 |す 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。

⑤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。

0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   新規受験になつてしまいますのでご注意ください。

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   更新試験の扱いを受ける場合は、申込書 を別々に して下

でご注意 ください。                      さい。

①更新試験 と同時に新規種日も受験出来ますが、この場合は新  ⑥試験結果の発表 は、毎 月の15日 以前の試験 は翌月末の

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   発表です。

ません。                           16日 以降の試験は翌々月末の発表です。

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ヶ 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 H)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。サーベイランスは 2同です。

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。


