
令和4年9月22日（木）三居沢電気百年館構内の東北電気関係事業功労者慰霊碑前において，
「令和4年度東北電気関係事業功労者合祀慰霊祭（大祭）」をしめやかに執り行いました。本年は，
5年に一度の「大祭年」にあたり，慰霊祭にはご遺族代表2名と祭主・増子支部会長をはじめ当協会
の運営委員や合祀祭神申告会社・団体の代表者および労働組合の代表者25名が参列し，玉串を奉
奠して故人のご冥福をお祈りいたしました。慰霊碑は，昭和15年に東北各県の電気事業者が相寄り，

「東北の電気事業の発展に寄与し，草創期に苦心された先人の方々の不滅のご功績に報いるととも
に御霊をお慰めする」ことを目的に，東北電業会館所在地の旧庭（現「セントレ東北」）に建立されまし
た。その後，様々な遍歴を経て，昭和63年に東北電力三居沢発電所の「三居沢電気百年館」完工とと
もに同敷地内緑地帯の現在地へ移転されたものです。碑建立以来，当協会では，東北の電気関係事
業の発展に尽くされた先輩諸氏の功績をたたえ，そのご偉業を回顧し，ご遺徳を偲び奉るため，毎年9
月に慰霊祭を執り行っております。

（令和4年度祭神247柱　累計12,586柱）
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■祭文を奏上する増子支部会長

【参列者（祭神申告会社・団体の代表者）】東北電力㈱ 樋口取締役社長社長執行役員，東北電力ネットワーク㈱ 坂本取締役社長，㈱ユアテック 
太田取締役社長社長執行役員，東北発電工業㈱ 山本取締役社長，東日本興業㈱ 長谷川取締役社長，(一財）東北電気保安協会 春浪理事長，北
日本電線㈱ 田苗取締役社長，㈱トインクス 八代取締役社長，通研電気工業㈱ 竹原取締役社長，東北電機製造㈱ 千葉取締役社長，東北計器工
業㈱ 藤原取締役社長，東北自然エネルギー㈱ 佐々木取締役会長，東北緑化環境保全㈱ 林取締役会長
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裏表紙

■ご遺族代表による玉串奉奠（上）合祀慰霊祭参列者（下）

令和4年度 東北電気関係事業功労者 合祀慰霊祭（大祭）
～故人の冥福を祈りしめやかに挙行～
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令和4年9月8日（木），「関東東北産業保安監督
部東北支部（支部長 福原和邦）と電気安全東北
委員会（委員長（一財）東北電気保安協会理事長 
春浪隆夫）」の合同開催により，仙台市内のホテル
で令和4年度電気保安功労者表彰式を開催し，2
事業場と個人18名を表彰しました。

冒頭の式辞であいさつした，福原支部長は「長
年にわたり電気保安に格別な努力を重ね，他の模
範となってきた。たゆまぬ努力に対し深く敬意を表
する」とし，春浪委員長は「新たなエネルギーのイノ
ベーションを追求していくため，今後も電気の保安
確保は重要であり，さらに激甚化する自然災害の早
期復旧対応とともに使命感を果たしていかなけれ
ばならない」と，受賞者への敬意と更なる電気事業
への発展への期待を述べられた。

その後，福原支部長および春浪委員長より，受賞
者一人ひとりに表彰状が授与され，あわせて電気
安全東北委員会と（公財）東北電業会（理事長 佐
竹勤）より記念品が授与されました。

また，来賓を代表して（一社）日本電気協会東北
支部の増子支部会長より，「電気保安の社会的意
義を十分に認識し，長きにわたり地道な活動・努力
を重ねてこられましたことに敬意を表する」と祝辞
があり受賞者をたたえました。

その後，受賞者を代表して，大宮勉氏が「図らず
も電気保安功労者として表彰の栄誉に浴すことが
できました。これもひとえに関係機関各位のご指導
ご支援の賜物であり，身に余る光栄と存じ，受賞者
一同深く感謝申し上げる」と謝辞を述べられた。

■式辞を述べる電気安全東北委員会 春浪委員長 ■関東東北産業保安監督部東北支部 福原支部長(左)より表彰状の授与

令和4年度 電気保安功労者表彰
◇電気保安の功績を称え20の団体や個人を表彰◇

《受賞者・団体》 （敬称略）
1. 関東東北産業保安監督部東北支部長表彰
（1）工場等の部（電気事業者の営業所 2事業場）

工場等の名称 所在地
東北電力ネットワーク株式会社
酒田電力センター 山形県酒田市

東北電力ネットワーク株式会社
仙台南電力センター 宮城県仙台市

2. 電気安全東北委員会委員長表彰

（2）個人の部（主任技術者 2名）
氏　　名 所属事業所の名称 住　　所

大宮　　 勉 宇都宮化成工業株式会社 宮城県柴田町

菅原　 広明 株式会社一条工務店
宮城栗原事務所 岩手県一関市

（3）個人の部（電気工事士 4名）
氏　　名 所属事業所の名称 住　　所

伊藤 壽太郎 株式会社金沢電気 岩手県大船渡市

荻原　 昌彦 株式会社ユアテック
エンジニアリング本部 宮城県多賀城市

佐々木 誠悦 株式会社ユアテック 東京本部 千葉県船橋市
藤田　 幸司 株式会社ユアテック 塩釜営業所 宮城県仙台市

（4）個人の部（電気保安関係永年勤続者 3名）
氏　　名 所属事業所の名称 住　　所

河村　 孝一 河村電気管理事務所 新潟県新潟市
田中　 正人 田中電気管理事務所 新潟県新潟市
村山 美代二 株式会社村山電機商会 岩手県宮古市

（1）個人の部（主任技術者 1名）
氏　　名 所属事業所の名称 住　　所

柴　　康二 柴電気管理事務所 福島県須賀川市
（2） 個人の部（電気工事士 3名）

氏　　名 所属事業所の名称 住　　所
佐藤 日登志 株式会社イノマタ電工 山形県真室川町
広沢　 成夫 広山電設工業株式会社 福島県福島市
渡邊　 輝朋 テクノメタル株式会社 福島県福島市

 （3） 個人の部（電気保安関係永年勤続者 5名）
氏　　名 所属事業所の名称 住　　所

伊藤　　 勝 株式会社ユアテック下越営業所 新潟県聖寵町
原　　 隆恒 原電気管理事務所 新潟県糸魚川市
深川　 宙運 深川電気管理事務所 宮城県気仙沼市

山本　 正雄 株式会社ユアテック
盛岡営業所 岩手県盛岡市

横山　 弘文 株式会社コイデン 新潟県魚沼市
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7月6日（水）～15日（金）の期間，新潟県を含む東
北7県（7会場）において，感染防止対策のもと電気
安全講習会を開催しました。

これは「電気使用安全月間（8月）」の準備期間
と位置付けた7月に，電気工事業者や事業場の電
気担当者など幅広い関係者に参集いただき，電気
関係法令の遵守と電気使用者の自主保安の更な
る意識高揚による電気災害防止を目的として開催

しているものです。
今年度も関東東北産業保安監督部東北支部

からの後援のもと，関係団体（電気安全東北委員
会，（一財）東北電気保安協会，（一社）東北電気
管理技術者協会，（公財）東北電業会，東北電力ネ
ットワーク（株），（一社）日本電気協会東北支部）と
共催し，総勢470名余りが参加，電気安全の高揚を
図りました。

電気使用安全月間

■令和３年度の電気事故について
（関東東北産業保安監督部）

■配電線の事故防止対策について
　（東北電力ネットワーク株式会社）

■令和３年度の立入検査結果について
（関東東北産業保安監督部）

■送電線の事故防止対策について
（東北電力ネットワーク株式会社）

１．「電気安全講習会」の開催
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■高校生ものづくりコンテスト2022東北大会 （電気工事部門）
　兼 第22回高校生ものづくりコンテスト全国大会予選会

高校生ものづくりコンテストは，工業高校生の技術・技能向上と相互交流を目的に例年開催され
ています。その東北大会が東北地区工業高等学校長会の主催により，今年度は令和４年７月２８日

（木）から２９日（金）にかけて，青森県青森市内の青森県立青森工業高等学校で開催されました。
各県代表者は東北大会の優勝と全国大会へのキップをかけて，これまでの準備期間における鍛錬
の成果を遺憾なく発揮し，甲乙つけがたい作品を完成させるなど，熱く真剣な実技競技が行われました。

TOPICS

県代表者の学校名 結果

青森県
青森県立十和田工業高等学校 第３位
私立弘前東高等学校

岩手県 岩手県立福岡工業高等学校
宮城県 仙台市立仙台工業高等学校
秋田県 秋田県立秋田工業高等学校 第１位
山形県 山形県立山形工業高等学校
福島県 福島県立平工業高等学校 第２位

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

令和4年度 施設見学会《原子力発電所などを見学》
会員研修の一環として，エネルギー問題への取り組みを実際に見学し正しい理解を図ることを目

的に，原子力発電所や被災地の復興状況などについて見学しました。
●第1回 施設見学会

令和4年8月26日（金），参加者16名により女川地域の視察および東北電力㈱女
川原子力発電所を見学しました。女川駅周辺では東日本大震災の津波被害の
状況などの説明を受け，その後，駅前商店街を廻り，復興状況を実感することがで
きました。東北電力㈱女川原子力発電所PRセンターにおいて，原子炉の仕組み
について説明をいただいた後，女川原子力発電所に移り，安全対策工事の進捗
状況を見学しました。その後，ゴーグルを装着した２号機内のバーチャル見学は，普段見ることができない建
屋内を見学でき，非常にわかりやすく有意義であるとの声が参加者からありました。
●第2回 施設見学会

令和4年9月28日（水），参加者17名により福島水素エネルギー研究フィールドお
よび東日本大震災・原子力災害伝承館を見学しました。福島水素エネルギー研
究フィールドにおいては，事業概要の説明を受けた後, 展示室を自由見学し，水
素製造施設や貯蔵タンクなどを外観より見学しました。見学後の質疑応答では
参加者より多くの質問があり，水素社会への期待と関心の高さが伺えました。東
日本大震災・原子力災害伝承館においては，映像や展示，バスに乗車しての被災地現状見学を通して，被
災地の継続した復興支援の必要性と，防災・減災の取り組みの重要性を改めて認識しました。

■女川原子力発電所
   PRセンターの説明

■福島水素エネルギー研究
フィールドにて　　  　
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令和4年 7月
1. 第一種電気工事士定期講習（法定講習）

月　日 開催地 場　所 受講者数
7月  9日 新潟市 新潟ユニゾンプラザ 91名
7月15日 山形市 山形テルサ 62名
7月28日 秋田市 フォーラムアキタ 46名

2. 高圧ケーブル工事技術講習会　
月　日 開催地 場　所 受講者数
7月5日
  ~6日 弘前市 ユアテック弘前営業所 18名

7月12日
～15日 鶴岡市 （株）渡会電気土木 本社 20名

7月26日
～29日 秋田市 秋田県立秋田技術専門校

職業訓練センター 32名

1. 令和4年度東北電気関係事業功労者合祀慰霊祭（大祭）
9月22日（木）,三居沢電気百年館構内の東北電気関係事業

功労者慰霊碑前において，ご遺族代表をはじめ当協会の運営
委員や申告会社の代表者および労働組合の代表者25名参
列のもと実施。

※P1に詳細掲載

令和4年 9月

2. 第一種電気工事士定期講習（法定講習）
月　日 開催地 場　所 受講者数
9月13日 仙台市 東京エレクトロンホール宮城 103名
9月21日 盛岡市 岩手県民情報交流センター 106名

3. 第一種電気工事士筆記試験受験準備講習会
月　日 開催地 場　所 受講者数
9月1日
～ 2日 仙台市 東京エレクトロンホール宮城 11名

4. 高圧ケーブル工事技術講習会　
月　日 開催地 場　所 受講者数
9月13日
～ 14日 八戸市 青森県立八戸工科学院 18名

9月21日
～ 22日 花巻市 ポリテクセンター岩手 21名

9月27日
～ 30日 長岡市 ポリテクセンター新潟 46名

3. 電気安全講習会（電気安全東北委員会関係,保安監督部後援）

月　日 開催地 場　所

7月  6日 会津　
若松市 会津若松市文化センター

7月  7日 新発田市 新発田市生涯学習センター
7月  8日 酒田市 酒田市総合文化センター
7月12日 弘前市 アートホテル弘前シティ
7月13日 大仙市 大曲市民会館
7月14日 盛岡市 岩手県民情報交流センター
7月15日 石巻市 石巻市河北総合センター

4. 高校生ものづくりコンテスト東北大会
令和4年7月28日（木）から29日（金）にかけて,青森県青森市

内の青森県立青森工業高等学校で高校生ものづくりコンテス
ト東北大会が開催されました。

※P4に詳細掲載

3. 電気工事士技能指導者研修会
若手の電気技術者育成のため,県高等教育研究会工業

部会とともに,指導者となる工業高校教師を対象に研修会を
開催。（岩手は生徒も参加）

月　日 開催地 場　所 受講者数
8月  4日 郡山市 福島県立郡山北工業高等学校 21名
8月19日 大仙市 秋田県立大曲工業高等学校 10名
8月25日 北上市 岩手県立黒沢尻工業高等学校 14名

4. 電気安全街頭キャンペンーン
8月1日（月）に予定しておりましたが,7月中旬以降のコロナ感

染拡大の状況を鑑み,主催である（一財）東北電気保安協会
様の判断により中止といたしました。

1. 第一種電気工事士定期講習（法定講習）
月　日 開催地 場　所 受講者数
8月  4日 奥州市 奥州市文化会館（Zホール） 60名
8月  5日 奥州市 奥州市文化会館（Zホール） 56名
8月22日 新潟市 新潟ユニゾンプラザ 86名

令和4年 8月

2. 高圧ケーブル工事技術講習会　
月　日 開催地 場　所 受講者数
8月 9日
～ 10日 盛岡市 岩手中央職業訓練協会 12名

8月23日
～ 26日 郡山市 県南電気工事協同組合 24名

5. 令和4年度電気保安功労者表彰式
9月8日（木）,仙台市内のホテルにおいて,2事業場と個人18名

を表彰。
※P2に詳細掲載

5



令和５年実施の
各種表彰ご推薦のお願い

1. ご推薦いただきたい表彰の種類

2. 推薦要領

3. 推薦方法

４． 留意事項

５． 推薦書・調書の提出先・お問合せ先

東北支部では，下記の４表彰について，令和５年も例年同様実施することとしております。
つきましては，別添「令和５年実施各種表彰推薦要領」をご参照の上，表彰対象者をご推薦いただき

ますようお願い致します

記

（1）傘寿功労者表彰　　　　　　　　（3）永年従事功労者表彰
（2）米寿功労者表彰　　　　　　　　（4）善行功績者表彰

 別添「令和5年実施各種表彰推薦要領」（次ページ参照）をご覧下さい。

（1）各表彰に対応する推薦書または調書に必要事項を記入の上，提出期限までに日本電気協会
　　 東北支部まで提出してください。
（2）推薦書様式は，事務局からお送りしますので，担当者までご連絡をお願い致します。

（1）推薦書・調書に記載された漢字表記のとおり賞状や芳名簿を作成しますので，誤字や脱字の
　　 ないよう十分にご注意下さい。
（2）記念品代等の一部として，表彰対象者に応じた負担金を別途ご請求させていただきます。
　  （負担金は各表彰で異なります。担当者までお問合せ下さい）
（3）ご記入いただいた個人情報につきましては，各表彰を実施する目的のみに使用し，他の用途に
　　 使用しません。

（一社）日本電気協会東北支部　　　［担当］若松
 〒980-0021　　仙台市青葉区中央二丁目9番10号
　　　　　　　　　　　　　　　　セントレ東北8階
　　　　　　　 ＴＥＬ．０２２－２２２－５５７７
　　　　　　　 ＦＡＸ．０２２－２２２－６００６
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令和5年実施 各種表彰推薦要領

表
彰
別 傘寿功労者表彰 米寿功労者表彰

趣
　
旨
　
等

3月25日の電気記念日は，日頃の電気の恩恵に感謝し，
また電気利用の道を切り開いた先人達の努力を想起す
る日であります。

昭和2年の記念日制定以来，毎年各種の記念行事が
実施されておりますが，日本電気協会では，電気記念日の
趣意により，昭和61年より，電気関係事業に永年従事され
た会員の方々に感謝の意を表するため「傘寿功労者表
彰」を実施しております。

毎年，電気記念日（3月25日）式典行事として｢傘寿功労者
表彰｣を行っておりますが，その後も益々元気にご活躍されて
いる方が大勢おられることから，米寿（満88歳）という節目を
とらえ，あらためて電気関係事業に永年従事された会員の
方々に感謝の意を表するため「米寿功労者表彰」を実施し
ております。

対
　
象
　
者

（１）日本電気協会の個人正会員
（２）日本電気協会の法人正会員又は法人会員である
　  事業体の役・職員又は役・職員であった方
　 上記の方で，昭和18年（1943年）12月31日以前

生まれ〔令和5年中に満80歳（傘寿）〕で，電気事業
またはその関係事業に30年以上従事された方

［注］
（イ）「電気事業またはその関係事業」とは，電気事業，電気

機器材料製造業，電気工事業，電気鉄道事業のほか，
例えば工場，事業所の電気保安監督業務あるいは

　 電気に関する行政，教育等に従事された方を含みます。
（ロ）「30年以上従事」とは，同一会社，事業所の継続在職に
　　限定せず，転社，転職，中断（長期病欠・出向等）等の場
　　合も通算します。

原則として，傘寿功労者表彰を受賞された方で，昭和10年
（1935年）12月31日以前生まれ〔令和5年中に満88歳（米
寿）〕の方

［注］
傘寿功労者表彰の未受賞の方でも，同等の功労のあっ

た方（法人会員の企業に30年以上従事された方）も対象と
しています。

表
彰
内
容

令和5年3月24日（金）電気記念日式典にあわせて感謝状
および記念品の送付

令和5年5月25日（木）第77回支部大会にあわせて感謝状
および記念品の送付

推
薦
書
の

提
出
期
限

令和4年11月11日（金） 必着 令和4年12月9日（金）　必着 

提
出
物

令和5年 電気記念日傘寿功労者推薦書 令和5年 米寿功労者推薦書

表
彰
別 永年従事功労者表彰 善行功績者表彰
趣
旨
等

日本電気協会東北支部「表彰規程」に基づき実施しており
ます。

日本電気協会東北支部「表彰規程」に基づき実施しており
ます。

対
象
者

令和4年12月31日現在，25年以上法人会員の事業に従事
し，忠実精励な方

　令和4年中に，電気に関する重大事故の未然防止等に功
績，または他の亀鑑となる善行のあった方
　個人会員にあっては，善行功績表彰に該当し，運営委員
会で適当と認められた者

［注］
　「他の亀鑑」とは，業務を通じて人命救助，防火活動等に
貢献し，法人会員の本・支店（支社）の長もしくは公的機関

（自治体・警察・消防等）から表彰された等を言います。
表
彰
式

（
予
定
）

令和5年5月25日(木)
第77回支部大会・山形市
　表彰状および記念品贈呈

令和5年5月25日(木)
第77回支部大会・山形市
　表彰状および記念品贈呈

推
薦
書
の

提
出
期
限

令和4年12月9日（金）　必着 令和5年1月6日（金）　必着

提
出
物

令和5年 永年従事者調書 令和5年 善行功績者調書
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１．考案・研究テーマの推薦

２．推薦書　

３．推薦の締切り

４．推薦書送付先

５．その他　

令和４年度東北電気関係事業考案・
研究発表テーマ推薦のお願い

（1）考案・研究発表テーマ
電気に関する有益な発明,発見,考案,または改良（電気に関する省エネ・省資源も含む）をなし,

その効果が顕著であったもの。
a.当該年度中に発明考案されたもの又は以前のものであっても当該年度において効果のあった

もの。
b.理論やアイデアだけでなく,実用に供したもので企業又は業界ならびに経済・社会にかなり貢献

したもの。
（2）考案・研究者

考案・研究者がグループの場合は5名以内とし,代表者および発表者名を明記する。
（3）推薦者

所属会社または団体の長とする。

「発明・発見・考案者調書」に次の資料を書類として添付する。
また,資料の電子版（ファイル形式は,エクセル,ワード,PDFのいずれか）をCDもしくはDVDへ転写

したものを別添する。
（1）業績の概要（約2,000字程度,A4サイズ2～3貢以内）
　  * 発表当日出席者に配布します。

（2）参考資料（（1）を補足するものでA4サイズ5～6貢程度）
　  * 発表当日選考委員に配布し,審査の参考資料とします。

（3）様式は，事務局からお送りしますので，担当者までご連絡をお願い致します。

令和4年12月9日（金）必着とします。

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番10号　セントレ東北8階

（一社）日本電気協会 東北支部　山野辺宛（TEL.022-222-5577,FAX.022-222-6006）

（1）考案功績者の選考について
令和5年2月予定の東北電気関係事業考案・研究発表会を行った後,同日開催予定の東北電

気関係事業功績・功労者選考委員会において選考する。
（2）表彰について

令和5年5月開催予定の日本電気協会東北支部の支部大会後に引続き表彰式を行い,賞状
及び記念品を贈呈する。
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東北支部これからの講習予定
（令和4年11月〜令和5年3月開催）

新型コロナウィルスの影響などにより,講習会の日程や場所・定員等が変更となる場合がありますので,あらかじ
めご了承ください。

講習会の詳細については,開催の約2ヵ月前に東北支部のホームページに掲載いたします。また,当支部会員の皆
さまへ案内をお送りいたします。

なお,一部,対面型とオンライン型を併用したハイブリッド方式で実施いたします。
※受講料の会員とは,当支部会員および講習会の共催団体・後援団体等の加入者です。

１． 第一種電気工事士定期講習
電気工事士法第4条の3に基づき,第一種電気工事士免状の交付を受けた方を対象とした自家用電気工作物の保安に関する講習会です。

県別 開催地 開催月日 講習会場

福島県 福島市 11月9日（水） とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）

青森県 八戸市 11月22日（火） ユートリー

福島県 郡山市 12月14日（水） 郡山ユラックス熱海

宮城県 仙台市 1月17日（火） 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

宮城県 仙台市 2月 7日（火） 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

青森県 青森市 2月15日（水） リンクステーションホール青森

２． 第一種電気工事士試験受験準備講習会
開催月日 講習会場 定員 講習内容 受講料（テキスト代別途）

技能（1回目）
11月5日（土）
  ～6日（日）

松風公園集会所
（仙台市） 16名 「第一種電気工事士試験（技能）」（12月11日）の受験予定者

を対象に、2日間で試験合格に必要な技能を高めていただくた
めの講習会です。

会員  26,840円
一般  30,360円技能（2回目）

11月19日（土）
  ～20日（日）

松風公園集会所
（仙台市） 16名

3.第二種電気工事士技能試験受験準備講習会
開催月日 講習会場 定員 講習内容 受講料（テキスト代別途）

12月3日（土）
   ～4日（日）

ポリテクセンター宮城
（多賀城市） 20名

第二種電気工事士試験（技能）」（12月24・25日）の受験予
定者を対象に,2日間で試験合格に必要な技能を高めていた
だくための講習会です。

会員 28,000円
一般 32,000円

５． 低圧電気取扱特別教育（開閉器操作のみ）
開催月日 講習会場 定員 講習内容 受講料

11月30日（水） 新潟ユニゾンプラザ
（新潟市） 24名

労働安全衛生法第59条および同規則第36条に基づき,低圧
電気取扱業務従事者への特別教育を事業者に代わり実施
します。なお,実技は開閉器の操作のみとなります。修了者
には修了証を発行します。

会員  8,140円
一般 10,450円

12月21日（水）

セントレ東北
（仙台市）

24名

 1月12日（木） 24名

 1月25日（水） 24名

４． 第三種電気主任技術者試験基礎講習会
開催月日 講習会場 定員 講習内容 受講料（テキスト代別途）

2月10日（金）
 ～11日（土）

PARM-CITY131
（仙台市）［対面］・

オンライン講習会の併用

各科目
50名

第三種電気主任技術者の資格取得を目指している方を対
象に,2日間で試験に必要な数学の基礎知識,電気理論の基
礎を理解していただくための講習会です。

（2科目計）
会員 13,200円
一般 17,600円
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６． 高圧ケーブル工事技術講習会
講習会は2日間で実施します。（1日目 9：00～17：00,2日目 9：00～15：30）　受講料：34,630円
（今年度の講習会は各会場とも定員に達したため,受講申込は締め切りとなりました。）

県別 開催地 開催月日 講習会場

福島県 福島市
11月 8日（火）～ 9日（水）

ポリテクセンター福島
11月10日（木）～11日（金）

山形県 山形市
11月29日（火）～30日（水）

（一財）東北電気保安協会総合技術センター
12月 1日（木）～ 2日（金）

岩手県 花巻市 12月15日（木）～16日（金） ポリテクセンター岩手

７． 高圧受電設備規程講習会
開催月日 講習会場 定員 講習内容 受講料（テキスト代別途）

12月16日（金）
PARM-CITY131

（仙台市）［対面］・
オンライン講習会の併用

60名

「高圧受電設備規程」は,高圧受電設備の設計,施工,維持
,管理に関する技術的事項を具体的かつ詳細に規定した民
間規格です。講習会では重要事項他について,わかり易く解
説します。

会員 5,500円
一般 8,800円

8． 内線規程講習会
開催月日 講習会場 定員 講習内容 受講料（テキスト代別途）

3月17日（金）
PARM-CITY131

（仙台市）［対面］・
オンライン講習会の併用

50名

「内線規程」は,電気工作物の工事や維持および運用に関
し,保守上守るべき技術的事項を定めた民間規格です。電気
工作物の設計・施工・維持管理に従事される方を対象に,重
要事項他について,わかり易く解説します。

会員 5,500円
一般 8,800円

9． 電気関連法規セミナー
開催月日 講習会場 定員 講習内容 受講料

1月19日（木）
PARM-CITY131

（仙台市）［対面］・
オンライン講習会の併用

50名

電気関連業務（特に電気設備の保守・管理）に従事されて
いる方々を対象として,職務上必要とされる法令（電気事業
法,消防法,省エネ法等）について,最近の改正状況を含め解
説します。

会員 6,600円
一般 8,800円
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注文書

日本電気協会 東北支部 行
FAX 022-222-6006 （TEL 022-222-5577  〒980-0021 仙台市青葉区中央2-9-10 セントレ東北8F）

ご注文部数 DVD 新・低圧電気取扱の基礎知識 全5巻 　　　　本
DVD 　　　　本

貴社（団体）名・部署

ご送付先住所  〒

ご担当者名
ご連絡先  TEL　　　　　　　　　　　E-mailアドレス

連  絡  欄
本会発行図書のご案内をダイレクトメールやEメールでお送りさせていただく場合がございます。
ご不要な場合は □ を付けてください。⇒ □
▶︎本と同封で請求書・振込用紙を送付いたしますので，代金は到着後お振込みください。
なお，ご注文の内容等により，代金の前払いをお願いする場合がございます。またご注文後のキャンセルはお受けできません。
▶︎送料は全国一律600円（税込）を頂戴いたします。
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（一社）日本電気協会 東北支部 会報 特別号 第330号（R4.10.27） 会員無料配布 非売品
編集発行人●青野　浩文　●電話／022-222-5577　FAX／022-222-6006
発行所●（一社）日本電気協会 東北支部　　仙台市青葉区中央二丁目9-10　セントレ東北 8F

 2022年10月1日よりJR只見線全線開通 ～只見線沿線のおすすめスポット～

【縁結びスポット（三石神社）】
南会津地域には,数多くの縁結びスポットがあります。中でも,只見町の「三石神社」は,

三つの岩を御神体とすることから三石神社と呼ばれていて,縁結びの岩といわれる三の
岩の小さい穴（孔）にこよりをつけた5円玉を通して結ぶことができれば,縁が結ばれると
いわれています。
問合せ：
交　通：

只見町インフォメーションセンター　☎0241-82-5250
JR只見線「只見駅」から参道入口まで徒歩で約10分（約450m）

【早戸温泉つるの湯】
開湯1200年の歴史があり,白鶴が湯につかり傷を癒したという伝説を持つことから,

古くから湯治場として親しまれてきました。源泉かけ流しの天然薬湯は熱めのお湯で,体
を芯から温めてくれます。露天風呂からは只見川を間近に臨み,ゆっくりと流れる時の中
で,ついつい長湯してしまいます。
問合せ：
交　通：

早戸温泉つるの湯　☎0241-52-3324
JR只見線「早戸駅」より徒歩約10分（約750m）　※送迎有（要事前連絡） 

※画像は全てイメージです。※上記の内容は予告なく変更される場合があります。

福島県の観光公式サイト「ふくしまの旅」では，県内の観光スポットから，温泉や宿泊，祭り，イベント，グル
メ，日本酒，アクティビティ体験まで，様々な情報を紹介しています。

その他にも，季節に合わせた特集ページに，県内スポットや施設の最新ニュースなど，タイムリーな情報を随
時掲載していきます!　

福島県の観光情報について詳しくはこちら!▶ 検　　索 　ふくしまの旅

【奥会津ビューポイント　かねやまふれあい広場】
水面に迫る集落,川沿いを走る只見線が生み出す風景は,まさに日本の原風景を感じ

られる絶景です。特に雨上がりの川霧に沈む集落や,冬の雪景色の中を走る列車の風景
は幻想的です。
問合せ：
場　所：
交　通：

金山町観光物産協会　☎0241-42-7211 
金山町大志字谷地田
JR只見線「会津川口駅」から徒歩で約10分（約800m）

【JR只見線：第一只見川橋梁ビューポイント】
福島県の会津若松から新潟県の小出まで,約135kmを結び,景観の美しさから全国

にその名を知られるローカル路線です。季節によって違う山間部の風景と,人工物の橋
梁のコラボレーションが魅力で,特に「第一只見川橋梁」が有名です。
問合せ：
場　所：
交　通：

三島町観光交流舘からんころん　☎0241-48-5000
福島県大沼郡三島町大字川井字天屋原
JR只見線「会津宮下駅」より徒歩で約40分（約2.6km）
　※「三島町観光交流館からんころん」電動アシスト付きレンタサイクル有（会津宮下駅より徒歩で約2分）
　[有料：500円（4時間），1,000円（1日）]


