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理事会 開催
10月26日岐阜電気会館にて理事会を開催しました。
出席者は、２６名（理事２３名、監事３名）でした。
●第１号議案 平成28年度会計中間報告
●第２号議案 承継加入の承認
支部
東濃支部

●第３号議案
・日 時
・場 所
・新年会

区
中津区

商社名
ショウデン 勝 好直 → 株式会社ショウデン

次回理事会の開催について
平成29年１月16日（月）
岐阜電気会館
グランヴェール岐山（協力会と合同開催）

●第４号議案 青年部活動報告
・11月12日関市内において、岐阜県青年部交流会を開催する。
・高校生との交流事業を積極的に進めていく。
●第５号議案 定期調査事業の実施結果
電気安全サービスのセンター長から平成28年度上半期の実施結果について説明した。
●報告第１号 電気使用安全月間事業実施結果
実施結果資料配布。飛騨支部においてはチラシを作成し、新聞折り込みにて頒布した。
●報告第２号 組合員異動
・代表者変更届出者
支部
西濃支部
西濃支部
中濃支部
飛騨支部

区
養老区
大垣南部区
関 区
古川区

商社名
日皓電気㈱
ユニフル㈱
㈱日発電工
㈱ヨシキ

旧
水野 年康
渡部 一夫
加藤 文男
下原 宣幸

新
水野 貴雄
渡部 哲司
加藤 正和
牛丸 武司

●その他
（１）中部電気工事業厚生年金基金の代議員会結果
・解散予定日
平成30年３月31日
・資金運用リスクを避けるため、責任準備金のうち130億円を平成28年6月に前納した。
・平成27年度は４億円の黒字であったが、まだ30億円の不足金がある。
・解散時には１人当たり28万円の不足金が見込まれる。
（２）第三者損害賠償事例
平成28年度上半期の事故事例４件を紹介する。
（３）第一種電気工事士定期講習
定員190人に対して、現在130人を越える申し込み
があるので、予定者は早めに申し込むよう説明する。
・平成28年12月7日(水) ふれあい福寿会館
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青年部正副会長会議 開催
１０月２６日岐阜電気会館にて正副会長会議を
開催しました。
１．高等学校との交流事業の現状報告
岐阜支部…岐南工業との交流事業を検討中
西濃支部…11/1大垣工業との交流事業開催
中濃支部…12月関商工と交流事業予定
東濃支部…次年度多治見工業との交流事業
２．岐阜県青年部交流会の計画
・開催日時
11/12（土）15：00～
・開催場所
式典（関商工会議所）
懇親会場（みね家）
・事業内容
1部 講演会 中電お客様営業グループ 佐藤様
2部 各支部PRタイム 15分程度×4支部
・現状の活動状況・地元の観光情報など
３．第2回全国青年部会員大会
・開催日時
11/26（土）11：15～受付開始
・開催場所
TFT東京ファッションタウンビル

全電気人ゴルフ大会 開催
１０月２８日ぎふ美濃ゴルフ倶楽部にて全電気人ゴルフ大会を開催しました。
あいにくの天候の中、５２名が
参加されました。
結果は下記のとおりです。
<チーム>
優 勝 西濃Ａチーム
準優勝 中濃Ｄチーム
第３位 中電Ｂチーム
<個 人>
優 勝 梅田浩隆さん
準優勝 井手秀雄さん
第３位 藤田 保さん
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中部 経営セミナー 開催
10月19日グランヴェール岐山にて中工連の経営セミナーを開催しました。今回の第４０
回セミナーは、岐阜県電気工事業工業組合が主管となり細川特任教授のスライドを使用
した講演は、非常に内容の濃い有益な話であっという間の１時間でした。中部５県７２
名の参加がありました。

講

演

講演テーマ

「経済とビジネスの大変革」

来賓挨拶
中部電力㈱岐阜支店長
仰木一郎 様

中部大学特任教授 細川昌彦 氏

西濃支部青年部
西濃支部青年部 「高所作業車試乗会」開催
10月9日（日）神戸町中央公民館周辺にて「ＧＯ！ご～どんとこい祭り２０１６」が
開催されました。毎年恒例の活動として青年部が出店し、高所作業車試乗会を行いまし
た。
明け方まで降っていた雨も上がり、たくさんの食べ物屋台、物販、イベントが行われ
る中、１５３人もの子供たちが試乗する為に順次並んでくれ、喜んだり、怖がったり、
子供たちの表情に癒されました。
青年部の活動を通して電気工事業を対外的に広報でき、また青年部会員相互の交流も
深まる１日となりました。
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中濃 安全技術講習会
安全技術講習会
本年度も「安全技術講習会」を関市文化会館で28年10月5日（水）に開催いたしました。
組合員及び組合員の従業員が130名程参加し、9：30～12：00まで行いました。講習内
容は、安全講習会では、中部電力㈱加茂営業所 配電運営課配電技術長 杉山良造様
より「近年の過去災害事例から学ぶ」。技術講習会では、パナソニック㈱エナジーシ
ステム事業部

住宅エネマネ市場開発センター課長 後久

元様より「電力システム

改革によるビジネスとライフ」をテーマにスライド等を使用し講習していただきまし
た。

中濃支部 第３５回親睦ソフトボール大会
第３５回親睦ソフトボール大会
本年度も「親睦ソフトボール大会」を関市中池東グランドで28年10月22日（土）に行い
ました。本年度は、組合員及び組合員の従業員以外に、中部電力㈱加茂営業所・中部電
力㈱関営業所様もご参加いただき総勢121名程参加し、9：00～12：30まで行いました。
優勝は、可茂区、２位 中部電力㈱加茂営業所、3位 中部電力㈱関営業所 となり、
優勝と２位は同点数でジャンケンで決定、最後まで盛り上がり楽しく過ごせました。
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第２回電気工事技能競技全国大会練習風景
第２回電気工事技能競技全国大会練習風景
平成28年11月24日～25日、2日間にわたって行われる電気工事技能競技全国大会に
岐阜県代表として東濃支部から多治見区 ㈲富士電気工事、大岩義喜さんが出場され
ます。
今回はその練習風景を紹介いたします。
第１回の大会では中濃支部の細江さんが準優勝という素晴らしい成績を残されました
ので大岩さんもプレッシャ－が大きいと思いますが、そこはそれ、彼も昨年度の第33
回中部大会で6位入賞を果たした強者です。
9月13日～11月19日まで毎週（火、金）、仕事を早めに切り上げて午後4時から7時半ま
で練習に励んでおります。
多治見地区電気工事組合事務所２階で練習しておりますので皆様時間がありましたら
応援にお越しください。
大岩さん、又、お世話をしている委員会の皆さん本当にご苦労様です。
当日も大挙して応援に行きますので頑張ってください。
ニシオ電工 西尾正彦

東濃支部（多治見）ボウリング大会
平成28年10月7日土岐グラウンドボ－ルにて毎年恒例のボウリング大会を開催致しま
した。
多治見地区の組合員のレクリエ－ションを兼ねての大会です。
多治見地区、土岐地区、瑞浪地区から、組合員、従業員、その家族の皆さん総勢40名の
方に出席して頂き、2時間ほどゲ－ムを楽しんで頂きました。
従業員又、その家族の方が一同に集まる機会は、ほとんどない為、スコア－はさておき
皆さんおしゃべりをしたり、ゲ－ムをしたりで楽しい時間を過ごせました。
来年度も行いますので沢山の方に参加して頂きたいと思います。ニシオ電工 西尾正彦
ご苦労様でした。

1位 河村さん 3位 吉本さん 2位 高橋さん
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飛騨センター ㈱岐阜県電気工事協力会安全
㈱岐阜県電気工事協力会安全パトロール
安全パトロール
10月12日(水)に、センター検査員３名、中電検査員２
名、飛騨センター２名の参加のもと、下呂市小坂町地
内において飛騨電気引込工事センター協力班の安全パ
トロールを実施しました。
3.2ＤＶ3から14ＤＶ3への空中分岐引込線張替え工事で
した。
２時間ほどの作業でしたが無事に終了する事が出来ま
した。
安全パトロールにより、通常作業において気付かな
かった所、改善しなければいけない所がわかりました。
・書類の個人情報保護に気を付ける。
・保護シートなどをもっと活用したほうが良い。
・バケット移動時の確実な安全呼称。
今後も作業の安全向上に努めたいと思います。
（合同会社飛騨電気引込工事センター）

飛騨支部 親睦ボウリング大会
親睦ボウリング大会
10月7日の19時から高山地区の親睦を目的としたボーリ
ング大会を開催しました。
総勢26名の参加で、親睦よりも目の前に並んだ豪華景
品を目指して皆、目がキラキラしていました。
参加賞でもBOXティッシュ5箱と大判振る舞いしました
が１０本のピンを見つめて一喜一憂する皆さんを見な
がら主催した役員も『ほっこり』させて頂きました。
因みに自分達が欲しい物で景品を選びましたがティッ
シュを頂いて帰りました。

飛騨支部 そば祭りの仮設工事を
そば祭りの仮設工事をしました
祭りの仮設工事をしました。
しました。
今年で１１回目を迎える「飛騨そば祭り」がさわやかな秋空のもと、10月22日・23日に
飛騨市内で開催されました。
飛騨市役所商工課及び飛騨そば祭り実行委員会より各出店店舗の仮設電源工事の依頼が
あり、飛騨支部古川地区「吉城電友会」会員にて仮設工事を行いました。

ぎでんかわらばん

2016年11月号

第157号

6

