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甲般社団法人黎 網
(社 )日 本溶接協会神奈川県支部は、平成20年 12月 1日 に施行された「一般社団法人及び一月1財団法人

に関する法律Jに 基づき、平成21年 3月 10日 に臨時総会を開催 しました。臨時総会の決議に基づ き、平成

21年 4月 1日 から(社 )日 本溶接協会神奈川県支部を解散 し、一般社団法人神奈川県溶接協会として発

足することとなりました。

総会では、(社 )日 本溶接協会神奈川県支部の会員及び財産、また、すべての事業は、一般社団法人神奈

川県溶接協会に引き継 ぐことが議決されてお ります。

大 きな事業である溶接技能評価試験は、(社 )日 本溶接協会指定機関として、従来どお り何 ら変わるこ

となく続けてまいります。また、その他の各種事業についても変わることなく運営を続けてまい ります。

会員各位におかれましては、今後も引き続 き神奈川県溶接協会にご支援 ご協力を賜 りますようお願い

致 します。

会 長 挨 拶

日頃より当協会の事業活動に多大なご協力を賜 り、厚 くお礼申し上げます。

さて、当協会は平成21年 4月 1日 に一般社団法人神奈川県溶接協会として法人登

記申請が完了 しましたことをご報告いたします。

従来、当協会と(社 )日 本溶接協会との法的関係は商法による代理商であ り、法人

格 としては別人格 となっていましたが、公益法人改革等によリー層の透明性が求

められていることから、支部名称の変更と法人化への対応を要請されていました。

今後は(社 )日 本溶接協会指定機関の (社 )神奈川県溶接協会として事業運営を行っ

ていくことになりますが、活動内容は従来と大きくかわるものではあ りません。

今般の法人化にともない新たに定款を策定 し、当協会の目的として「溶接 接合技術に関する技術お

よび技能の維持 向上ならびに教育 普及を図 り、会員相互の交流、支援、連絡および指導育成に関する

業務を行うとともに溶接 接合技術に関する知識 と情報の提供、溶接技能評価試験業務を通 して設備製

造における安心 安全の確保に貢献 し、もって地域産業の健全な発展に寄与することJと定めました。

この目的に沿った事業活動を従来と同様に推進 してまい りますので、皆様の更なるご指導 とご鞭撻

をお願い申し上げます。

平成21年4月 6日  村上秀夫
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代表理事(会長) 村上 秀夫
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一般社団法人神奈川県溶接協会 設立時理事及び監事名簿

3月 10日 の臨時総会において以下の方が設立時理事及び監事として就任されました。

石橋令之助  1枷荏原製作所 事  川中 i青貴

+呼 賢治 石川島格麻重工業 lll横 浜第 1工場 原田 川口雄

平成21年3月 101

lL,神 奈川県洛接協会 理事 関島工業巾  大関 邦明イージス艦見学記

先日、平塚市中小工業会の視察旅行で海 卜自衛隊

の横須賀地方隊を見学 してきました。海上自i・l隊 の

組織や活動などの説明を聞いたあと、お日当てのイ

ージス艦「こんごうJを 見学 させていただきました。

最近ニュース等でも話題になっている艦船ですが、

現在 イージス艦は日本では 6隻保有 しているそう

です.

この数値はアメリカに次 ぐ第二位の保有数にな

ります。ちなみにアメリカは75隻 とのことです。私

自身はじめての自術艦の見学でしたが、想像 してい

たよりはるかに巨大で驚 きました。

写真撮影は禁止かと思っていましたが、米軍基地

の方を撮 らなければOKと のことで、1監内も許可区域

は自由に撮影でき、操舵室やブリッジにも案内 して

いただきました,ま た、隣には砕氷1監「 しらせJや米

鑑船への燃十肺 給問題で有名になった補給1監「とき

わ_も 停i自 していました。案内していただいた自衛官のかたの話で、一度航海へてると6か月戻れない時もあるとのことで

最前線で働いている自衛官の方々のご苦労を感 じました.私 は職業柄 どうしても艦体の構造や溶接部などに日がいってし

まいましたが、短時間の見学でしたので機会があればまた見学 したいと思います.

見学会の報告

去る3月 13日 、恒例の神奈川県溶接協会の見学会

は定員オーバーの47名 の参加者で開催した
=

今年度の見学先は千葉市中央区川崎町の JFE
エンジニアリング巾建設本部千葉 :1:場 (ジ ヤケツ

ト製作 )お よび羽田空港D滑走路拡張工事の見学

をした.

今日|の 見学会は羽田空港D滑走路拡張工事に伴 う

ジャケット製作現場 とそれを使用 して建設されて

いるD滑走路の建設工事の見学を実施したものです。

空港拡張工事は全体の3分の2程度は海面の埋め

立てで行い、残 り3分の1は 多摩川の河 1に 近いため

多摩川の流れを阻害しないように鉄滑 (ジ ヤケツト)

を使って桟橋構造として建設されています。埋め立

て部2020m、 桟橋部1100mで す。

完成すると現在の飛行機発着回数296万 可から

407万回に1曽 えるそうです。 ジャケットをバックに全員の記念写真

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。
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Fi芭 格性証明書に記11さ れた氏名、■年 lj‖ 、自宅住
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ll務先名の変更は.・L載事項変更

「
数料1050円がかかり

ます

従ってサーベイランスト全12601[卜 |せ 1文事項変TF手数+1050円 の計2310円 となります

●サーベイランス時に、紛失、破損による rl発行中請が伴う場合は記載J「項変更手数料は不要です。従って、サー
ベイランス料金 126011+Ti発 行手数料3150円 の計4410円 となりますで,

J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「1と なります。

I勤務うし住所の変更及びi」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ベンなどで書いた変更は出来なくなりました:

1国 人情報のプライバシー保護が厳しくな ,ま す :

手続 きは、i斤定の]litに 1こ 入して本ブ、カゴ1接東部地区溶Jオ技術検定委ケt会 二千数+1105011
を添えて郵送または持参してください 後‖手紙でお力

',せ
するようにな フ́てtは す :

成Fiド‖/1.を 受ける方は li記の検定委jl会 0442993541 へ中しi■んで下さい
:

◎ 試験申込書に添付する写真について

写真は、試験中込書:の写真貼 り付けllに Jl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 サ111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 )

11近 6ケ 月以内にll d‖ 1で

L十身を撮影したもの

写 真 の サ イ ズ

縦4 5cmX横 3 5cm
パスポー ト用

証り∫書の写真になるの
で、上記サイズを厳守
すること。なお写rtWi
付に際 しては、必ず右
肩を用紙に合わせて枠
内に貼ること。

1を キ|11111i再 評 |■ ‐■|■   =′ ■

i更 ll i試 験の受験舟l問 が次のようになつています

更‖il・・の■駿期間は技llj資 1各の有効期限がtlれる8ケ 月前から

2ケ 月1'ま でに討敵 を'そけな ナオtばなりません

'更
剰i試験に合格 したjl・ イ、は資格の登録Hが現治:資 1各 の有効期

限に合わせて登録されるようになつていま‐
3■

1,1■ J‖ 問外に受験するllJ合 は有効期限内であっても、新規i武

験 (学 科試験免除,C,t本級 も受験 しなければなりませんの

でご注意 ください .

1■新試験 と同時に新規ネF日 も受験出来ますが、この場合は新
It,t験 (学科試験免除,扱いとなり左記 2の llkい は受けられ

ません.

Pの扱いを受けようとする場イ)は ‖i'見 試験及び更新試ルたそれ

それ試5矢 中iム書をり1に してくださ。ヽ

うOi7年 月IIと 有効力1限が同じで訓:明「:格 号が異なるり1々 のFi

格を一枚の試脚 込書で中し込んで受験する場合は
'り

と在のと

ころ更■献 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薄i■ ください.

更新試験の扱いを受ける場 合は、中込書 を別々に して ヽ

さい .

o試験結果の発表は 毎 月の 15日 以前の試験 は+1月

'く

の

発表です .

16日 ll降の試験は■|々 月末の発表です

溶接適格1■証ワli年 には登録年月‖ (発 行年月日)と イ「効期限が記載 されています:サ ーベイランスとは苦

類のみの手続 きで It験 はあ りません イ「効期限の 3ケ リj前から■]限の‖までに手続 きをしてください. Zず

有効‖J限 の 3ケ 月前に

'重

知を出しています.最初 (111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い |です.

サーベイランスを2回 されます と、次は更新試験 (1り 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 り1書が発行されます=但 し、 111‖ のサーベイランス又は 2同 H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
:


