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神奈川り〕t及 び一般社同|よ 人神奈川りlt溶持協会共イ11に よる、平成22年 1主 1第 53い

'神

奈川県溶接技イ11コ ンクールは

第 1吉「 第 2部それぞれ別々の日に llll‖ されました.

第 1部 l ll覆 アークイヽ接及びl‐ ll・ カスアーク溶接 )は 6月 11‖ 1令 ,、 第2部 1被 社アーク溶l・ 及び炭酸ガスアーク

溶1■ ,ま 6「14日 (全 )に (1財 ,日 本i容接オ支‖寸センターに力0い て開1岸 さ′しました

参力1者 は被在アーク溶1■ 第 1部 16名 炭酸カスアータi容接第 1部 29名 、枝社アーク溶:去 第2部8名  りti唆 ガスアー

ク溶接第 2部 6名 と、各社から選びぬかれた59名 の代ソti■手は神奈川県 喬と全国溶J■技 ll雌技会代表i■手を |

1旨 して日頃の練習の成果を・ L分 に発|ド されました

この後ギ1日 はクト●1試 t貪判,L、 後 H Xllli武 朽炎|じと、旧ず,ヽも貪判ケLを 行いム#:力 りヽtま ,ま した

表彰式は 9'J7 11火 |(H」 ,日 本溶接オ支lTセ ンターに於いてド]llさ イしました

il‖ 者を代表 して神奈川県商 :労 lrlllぅ  ll井省二産業1支術諜長、一月七‖:に 法人神奈川県溶接協会 |」 112T‐ 大会

長初め、人賞す■手 会社代フt 't賓  協会役 lt i± 千付き添tt■約60名 の|11lfを 得て行われました

第 1部競技 1果 ;[は 、全FIイド接技術競技会と同 の課題となっていますので被在アーク溶J■ 及び炭酸ガスアーク

溶接の 1位 2位の選手は全国溶接技術競1支 会の‖奈川りlt代 フtと してll薦 されます

第 2部批技千1t:[は JISギ
'接

オ支能評価謝

'tと

同一のI‖ tlこ とし、希望者は溶接コンクールと1支能言1:mi試験を同‖キに受

ち貪できることになっています.

これにより第 2部の参加者は全
「

|ヤ縦 技術競技会の代.lに はなれません

尚、今niの 全二溶接技術批技会は滋賀県 大津市 雇用■ヒカ開発機lll滋 賀センターにて開1社:さ れます

3ベージをこ覧ください.

各部の優勝者 神奈川県知事賞  (団体賞・個人賞)

被覆アーク溶接第1部 優勝 長谷川 優

団体賞 三菱重工業巾船舶 海洋事業本部

被覆アーク溶接第2部 優勝 鈴木 智也

団体賞 日揮工事(抑

炭酸ガスアーク溶接第1部 優勝 後藤 潔

団体賞 喘。東芝京浜事業所

炭酸ガスアーク溶接第2部 優勝 佐藤 英雄

団体賞 関島工業 lll

卜記の入賞者には他に一般社日1法 人刊奈川県溶 l―

~lJl」

会長賞 1優秀賞 優良賞 )、 東i5地 林 接技術検

定委員長賞、 (1朱 )産報賞がそれぞれ贈られました ,



(2)

入賞者及び参加者一覧 (成績順 ) 入11者
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神奈 |り 1[ヤ1接協会は機供1紙 春 号でお力 ら

せ しましたようll以 前から∴山中の神奈川

県溶l・ 協会のシンボルマークを作 りました ,

それにより刊奈1噺 1溶 接協 会fllを

`与

:真 の

ように作成しましたのでお力II,せ します .

今後この場:の 卜、 会興各|卜 の ;さ 塩tは もと

よ ,‖ 奈川11溶 接 務会のます ますの発 ttと

向 11を ‖指 したいと思います
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平成22年度 (第 56回 )全国溶接技術競技会は (社 )日 本溶接協会 関 lt地区溶接 ltl」 会,■絡会 滋賀県溶接協会主催で下記 日

fTで FTDltさ れます.

神奈川県からは今年度の神奈川県溶接技aiコ ンクール被覆アーク溶接第 1部、炭酸ガスアーク溶接第1部で各々 1位 2

位になられた下記の 4名 が本中奈川県代表として参 l」 |し ます

開会式 平成22年 10月 23日 (土 )

人津プリンスホテル

競技会 平成22年 10月 24日 (日 )

独立行政法人

雇用 能力開発機ll■l滋賀センター

参加選手 被覆アーク溶接   56名

炭酸ガスアーク溶接 56名

神奈川県代表選手

被覆アーク溶接

長イト川 優 三菱重工業巾横浜製作所

境  高志 三菱重工業1カ横浜製作「
Ir

炭酸ガスアーク溶接

後藤  潔 1+東芝京浜事業所

IL田  智大 宮十電機システムズ叶カ

神奈川県清川村探訪 神奈川県溶接lli」 会ll事 堀切 キ夫

神奈川県唯一の|」 を紹介 します.清川村は県北部の丹沢山地に位

置 し自然豊かな山間のllで 、煤ケ谷村と宮ケ瀬llが 合併 し、 (現 )清

川村となったのち1998年 に宮ケ瀬ダムが建設され宮ケ瀬湖が誕生 し

たとのことです

そろそろ、官ケ瀬ダムの同j]は 紅葉を迎えます 見どころはlTの

大橋や洲叫ウト周道から丹沢山系と湖畔に映えるこの時期が素晴 らし

いと思います.ま た、12月 は高さ約30メ ー トルのクリスマスツリー

と湖畔の飾られたイルミネーションが美 しい.

名物 (?)か分かりませんが、宮ケ瀬
・
水の /Fll商 店街

‐
や煤ケ谷

｀
清

流の館
・

で販売 されている
‐
清川恵水 (め ぐみ)ポ ーク特製味 1曽 漬け

(山 1養 豚 )・ はltく だけで絶品.肉 と味噌の合性が美味いので食し

てみてください。

アクセスは、車なら東名厚木インターから1時間、電車なら小田急

(本厚木〕()か ら宮ケ lII行 きで約 1時 間で行けます.

1青 1恵水ポーク特製味 1曽 漬け

写真はス:か
', 

藤 さん、後藤さん 長谷川さん 境さん

111ケ 漸洲1畔 の和:葉

ク
'ス

マスン
'一

とイルミネーション

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。



0神奈川県工業高等学校教師・生徒研修について

一般社団法人神奈川県溶接協会と(財 )日 本溶接技術センターは共同で平成
"年

度(第 2回 )神奈川県高校生溶接コン

クール及び平成
"年

度(第 2回 )関東甲信越高校生溶接コンクールに向けて神奈川県工業高等学校教師 生徒に対し

溶接技能の研修会を開催しました。

実習内容は溶接技能評価試験のA2F(板厚 9 mm裏当て金あり下向き)です。

期間は平成22年 8月 18、 19、 20日 (3日 間)10時 ～16時真夏の暑い盛 りでしたが先生も生徒も皆さん大変熱心に取り

組んでおりました。参加者は4校から教師4名、生徒 8名が参加しました。

●平成22年度 (第 2回)神奈川県高校生溶接コンクール

平成22年度 (第 2回 )神奈川県高校生溶接コンクールは下記

要領により開催します。

主催 :(社 )ネ申奈川県溶接協会

共催 :(財 )日 本溶接技術センター

会場 :(財 )日 本溶接技術センター

期日 :平成22年11月 13日 (土 )

競技課題 :溶接技能評価試験のA2F
(板厚 9 mm裏 当て金あり下向き)

参加者 :神奈川県工業高等学校 7校から生徒13名が参加します。

*こ のコンクールで上位 2名の方を平成23年度 (第2回 )関東

甲信越高校生溶接コンクールに神奈川県代表として推薦し

ます。

●平成23年度 (第 2回)関東甲信越高校生溶接コンクール

平成23年度 (第 2回 )関東甲信越高校生溶接コンクールを下

記により開催することになりました。

期日 :平成23年 4月 23日 (土 )

会場 :(社 )日 本溶接協会 東部地区溶接技術中央検定場01崎市)

このコンクールは東部地区溶接協会連絡会 (関東甲信越地区)

の11溶接協会から (各 2名以内)推薦された選手が参加します。

神奈川県の代表選手は11月 13日 に開催される神奈川県高校生

溶接コンクールで上位2名の方を予定しています。

第1回 関東甲信越高校生溶接コンクール参加選手

神奈川県工業高校生の糸東習

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力切 れる8ケ 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つています。

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。

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。

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。

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 日)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。


