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平成29年10月 第210号

新潟県電気工事工業組合

『慈　光　寺』
撮影場所・撮影日／五泉市蛭野　平成 29 年 8 月

【コメント】
　慈光寺は霊峰白山の麓に座する曹洞宗の古殺です。創立年代は明らかではあ
りませんが、古くから白山信仰の中心地であったと考えられています。応永10年
（1403）頃、南北朝時代の武将、楠木正成の直孫である傑堂能勝禅師によって中興
開山され、その後江戸時代には曹洞宗の越後四ヶ道場の一つとして繁栄しました。
　慈光寺には伽藍の中心となる本堂をはじめ、北側には禅堂及び衆寮、南側には
庫裏、東司・浴司、経蔵があり、山門から南北にのびる回廊は、本堂、庫裏、禅堂
及び衆寮の土間として取り込まれるという造りになっています。
　新潟県下でも回廊を残す曹洞宗寺院は稀であると同時に、最も整った七堂伽藍
を持つ大変貴重な寺院です。

撮影者／新潟県電気工事工業組合　新津支部　
株式会社デンコー　渡邉　正志　氏
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　当工組では 8月の電気使用安全月間運動の一

環として、7月14日に平成29年度の電気使用安

全啓発キャラバンの重点地域である新津支部管

内で、県本部から小林理事長、横田副理事長並

びに齊藤技術委員長、新津支部から渡邉支部長、

小川副支部長（兼技術委員長）、並びに荒木副支

部長、及び事務局 3名の総勢 9名でキャラバン

隊を編成して、五泉市に伊藤市長、阿賀町に波

田野副町長、新潟市秋葉区に小野副区長、並び

に東北電力㈱新津営業所に菅野所長をそれぞれ

訪問し、本月間運動について趣意書を手渡して

協力を要請した。それぞれの訪問先では、夏場

に多く感電事故が発生するとの説明に関心を示

され、普段何気なく使っている電気の安全使用

の重要性について、あらためて認識いただいた。

　また、8 月 2 日には小林理事長、吉田副理事

長、横田副理事長、齊藤副理事長、並びに齊藤

技術委員長、及び事務局の 7名で、安全月間運

動を後援いただいている新潟県庁に米山知事、

NHK 新潟放送局に矢野局長、東北電力㈱新潟

支店に武田支店長を訪問して、それぞれ趣意書

を手渡し、電気使用安全月間運動について理解

と協力を要請した。

　なお、新潟県庁では、高倉県議会議員（工組

今年の重点地域新津支部管内を電気安全啓発キャラバン隊が巡回

昨年度に引続き感震装置・避雷器取付推進運動を展開！

小野新潟市秋葉区副区長に趣意書を手交

東北電力㈱新津営業所菅野所長に趣意書を手交

　本年も 8月 1日から 31 日までの１ヶ月間、「電気使用安全月間（経済産業省主唱）」が全国

で一斉に実施された。

　本運動も本年で 37 年目を迎え、当工組では電気安全啓発キャラバン隊を編成して、県庁・

NHK新潟放送局・東北電力㈱新潟支店等を訪問したほか、本年度の重点地域である新津支部

管内を巡回して、地域社会に視点をおいた電気使用安全に関する啓発並びにＰＲを行った。

2017.9_210号.indd   1 2017/10/05   9:28:10



第210号� 平成29年10月県　電　だ　よ　り

2

政治連盟相談役）に同席いただき、近年、地震

災害が類発しているなかで、地震災害時の火災

発生の大半を占める通電火災を防止するため、

業界をあげて感震装置の取付推進に取組んでい

る旨、小林理事長より米山知事に説明を行い、

米山知事からはその必要性に理解を示された。

　また、感震装置・避雷器取付推進運動も 4 年

目を迎え積極的に展開し、重点地域の新津支部

管内で約 15,000 枚のチラシを配布して電気事

故の未然防止を呼びかけるなど、多彩な行事を

実施した。

　一方、各支部でもそれぞれの地域の実情にあ

わせた支部独自の企画のもと、「一般家庭を主

軸にした活動」を全面的に展開し、PR リーフ

レット、チラシ、うちわ等を一般需要家に配布

し、電気の安全使用についてのPRにつとめた。

伊藤五泉市長に趣意書を手交 波田野阿賀町副町長に趣意書を手交

県本部キャラバン隊 NHK新潟放送局矢野局長に趣意書を手交

東北電力㈱新潟支店武田支店長に趣意書を手交 米山新潟県知事を表敬訪問
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平成 29 年度

　9月7日（木）午前 11時より、仙台市ホテル白萩
において、経済産業省　関東東北産業保安監督部
東北支部長の出席のもと「平成 29年度電気保安
功労者表彰式」が挙行され、電気保安の確保に
顕著な功績のあった事業場及び個人を表彰した。
　当工組より、電気工事業者の営業所の部で協立
電業株式会社、並びに個人の部の電気工事士の
部で株式会社梨本電機商会　梨本栄一氏、個人
の部の電気保安関係永年勤続者の部で有限会社
ひかり電工　齊藤淳氏が永年にわたり電気保安
の確保に顕著な功績があったとして表彰された。

▼電気安全東北委員会委員長表彰
―�電気工事業者の　　　　

営業所の部�―

　協立電業　株式会社
　　代表取締役
　　　石川　和彦　氏
� （佐渡支部）

▼電気安全東北委員会委員長表彰
―�個人の部の�

電気工事士の部�―

　株式会社　梨本電機商会
　　代表取締役
　　　梨本　栄一　氏
� （上越支部）

▼電気安全東北委員会委員長表彰
―�個人の部の電気保安関係　�

永年勤続者の部�―

　有限会社　ひかり電工
　　代表取締役
　　　齊藤　　淳　氏
� （新発田支部）

電気保安功労者表彰
平成 29 年度

　7月 27日午後 1時 30 分より、ANAクラウン
プラザホテル新潟において、第 51回新潟県建設
業労働災害防止大会が開催され、席上表彰式が
挙行された。
　当工組より、優良事業場の部で株式会社坂電
工業、個人功績の部で山本三夫氏が各々永年に
わたり事業場等の労働安全確保に顕著な功績が
あったとして表彰された。
　また、職長の部で中川猛氏が永年にわたり事
業場の安全衛生の向上に顕著な功績があったと
して表彰された。

▼優良事業場賞

　株式会社　坂電工業

　　代表取締役

　　　　坂爪　裕介　氏

� （新津支部）

▼個人功績賞

　山本冷電

　　山本　三夫　氏

� （三条支部）

▼職　長　賞

　株式会社　金井電設

　　営業工事課長

　　　　中川　　猛　氏

� （佐渡支部）

建 災 防 表 彰
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　本年度は新潟工業高校、新潟県央工業高校、長
岡工業高校、柏崎工業高校、並びに上越総合技
術高校の参加 5校からそれぞれ 2名、合計 10名
の選手が出場して、2時間 10分の競技時間で課
題に基づき、指定された作業板の上に屋内配線工
事を施工して、その技術の優劣が競い合われた。
　競技では選手全体に金属管曲げや平行配管に
手こずる様子が見受けられ、競技時間内で作業
が完了したのは出場選手 10 名のうち 3名で、入
賞者はこの 3名が占めることとなった。作業の
スピードと見栄え・正確さは、日頃の練習の賜
であることが証明された結果となった。
　なお、大会では新潟県電気工事工業組合上越
支部技術委員 3名が審査員を務め、採点基準に
基づき厳正な審査が行われた。審査の結果、1

位には小林拓希選手（新潟工業高校 2年）、2位
には石田奏選手（上越総合技術高校 2年）、3位
には松井怜央選手（上越総合技術高校 3年）が
入賞し、1位の小林選手と 2位の石田選手は、9
月 9日に長野県で行われる北信越大会に県選出
代表として出場することとなった。
　大会を振り返り、作業帽・作業手袋の未着用
や、競技ブース内の整理整頓に努力を要する等
のいくつかの課題が見受けられたが、それらに
もまして、限られた競技スペースのなかで、夏
休み返上で汗まみれで取り組んだ選手諸君の奮
闘に、賛辞を贈りたい。
　また、大会関係者・引率の教師の方々、大変
ご苦労様でした。

平成29年度 高校生ものづくりコンテスト開催

電線接続 競技の模様

ボックス取付 金属管曲げ

　去る 8月 9日（水）、上越総合技術高校において「高校生ものづくりコンテスト　電気工事
部門新潟県大会」が開催された。本大会は各工業高校で取り組んでいる「ものづくり」の学習
効果の発表の場として、技術・技能を競い合う大会で、毎年度、県内工業高校の持ち回りで開
催され、本年度で 17 回目を迎える。
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　ギネス認定世界一になったので一度は耳にし
たことがあると思いますが、「えちごせきかわ大
したもん蛇まつり」について紹介いたします。
　今年は、残暑厳しい 8月 27 日（日）に開催さ
れました。長さ 82.8 ｍ、太さ 1.2 ｍ、重さ 2ｔ
のわらと竹で作られた大蛇を、関川村内外の有
志がスタートの垂水の里から役場前まで担ぎ歩
きます。大蛇が横たわり、くねくね歩く姿は圧
巻の迫力です。
大蛇は大きな口を開け、今にも飲み込まれそう
な感じがして、思わず声をあげてしまいそうに
なります。でも、どことなく優しい目をしてい
ます。また、うろこは、わらで作ったとは思わ
れないような質感があります。
　長さ 82.8 ｍもある大蛇は、54本の胴体と一つ
の頭をつなぎ合わせて出来ており、関川村にあ
る 54 集落が、それぞれ 2月頃から準備をして一
つの胴体を作り、それをつなぎ合わせて完成す
るという、まさしく村民一丸となった大イベン
トです。
　大蛇の長さは、死者・行方不明者 34 名の大
惨事となった、昭和 42 年 8 月 28 日の羽越大水
害の記憶を忘れることなく次代へ引き継ぐため、
82.8 ｍになったということです。
　羽越大水害から 50 年目の今年 5月 27 日（土）

には、大水害の被害を再認識するとともに、想
定最大規模の浸水区域にもとづき、水防機関の
士気の高揚と水防技術の向上、水防防災意識社
会の再構築を目的に、「荒川総合水防演習」が
開催されました。当支部もライフライン復旧で、
東北電力㈱村上営業所と合同で演習に参加致し
ました。
　「大したもん蛇まつり」も昭和 63 年 8 月の第
1回目から今年で第 30 回目となり、大蛇も今年
作られた 9代目になりました。通常お祭りが終
わると胴体は引き離して各集落で保存しますが、
5代目は大石ダムで展示、6代目はさいたま市へ
嫁ぎ、7代目は村のど～むで展示されています。
　前夜祭の 26 日（土）は花火大会と盆踊り大
会、当日の 27 日（日）は大蛇パレードと福まき
と、お祭り一色の 2日間です。村民あげてのお
祭りはなかなかありませんが、「大したもん蛇ま
つり」で関川村が一つにまとまって、強い絆で
結ばれているのだと実感し、感動しました。来
年は、是非担ぐ側に回りたいと思います。
　関川村には 4 つの温泉があり、春・夏・秋・
冬と四季それぞれに自然を満喫できて、おいし
い食べ物があり、人情豊かな人々に出会える場
所です。皆様のお出でを、心からお持ちしてお
ります。

村 上 支 部

えちごせきかわ大したもん蛇まつり

荒川総合水防演習とぐろを巻く大蛇（関川村役場提供）
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　�恒例の、弥彦村商工会主催の納涼まつりが、

今年も 8月 19 日（土）弥彦のヤホール周辺にお

いて盛大に開催されました。納涼まつりは、昭

和 56 年から 37 年間続いており、年に一度、地

域の活性化と村民への日頃のご愛顧に感謝して

開催されます。

　まつり開催会場内の仮設照明の配線工事は、

県電工組燕支部組合員の地元弥彦の 3社がボラ

ンティアで協力して施工します。

　配線工事を終え照明が点灯すると、大勢のお

客様を迎え入れるために、出店の準備をおこな

います。準備は商工会に設けられた、総務・観

光・商業・建設・工業等のそれぞれの、部会ご

とで行います。

　開催当日は、時折弥彦のお山が雲に覆われて、

何やらあやしい空模様となりました。しかしな

がら、そこはご当地弥彦の守り神である「おや

ひこ様」のご加護のたまもの、雲が切れて雨の

心配はどこえやら、晴れ間ものぞいてきました。

会場には、弥彦名物のイカメンチ・枝豆のやひ

こ娘・焼きそば・越後もちブタ焼肉・お強飯等、

多くの食材が揃った飲食ブースが並びます。

子供たちには子供抽選会、ゲームコーナー、熱

帯魚すくいコーナー等、楽しい催し物が用意さ

れます。また、地元弥彦の芸妓連、「弥彦よさ

こい添弥」等の舞台踊りが花を添えます。

　まつりの最後をかざる大抽選会では、当選番

号がコールされるたびに歓声やため息があちこ

ちから聞こえ、1 等の抽選が行われた際には最

も盛り上がりを見せました。　

　まつりが終わり、朝早くから準備した仮設照

明配線、イベントブースの仮設テント、備品等

を撤去します。今年も地域住民や、夏休みで弥

彦観光に訪れて宿泊された多数の御家族連れの

お客様方から、大変に喜ばれて無事故で終える

ことができました。

　昨年は弥彦村役場のＥＳＣＯの事業にも、地

元の県電工組燕支部の 3社共同で受注して、無

事に工事を完成して、行政、地域、町内会から

喜ばれています。これからも、地元地域に寄り

添う工事店として色々な催し等に参加し、協力

をしてまいりたいと心新たに感じています。

燕 支 部

弥彦村商工会 納涼まつり に想うこと

弥彦村納涼まつり

竹灯り
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県 青 年 部

平成29年度　移　動　理　事　会

　県青年部（齊藤卓也会長）は、��9 月 8 日に佐渡

しいざき温泉ホテルニュー桂にて移動理事会、

合同委員会を開催し、親会の吉田副理事長、県

青年部理事・監事・顧問 25 名、事務局 1名の計

27 名が出席しました。移動理事会では、議長に

坂上�和氏（村上支部）を選出し審議を行い、移

動理事会に続いて各委員会が開催されました。

　各議案については下記のとおりです。

〔移動理事会議案〕

　第１号議案　収支中間報告について

〔交流・情報委員会議案〕

　⑴��　青年部支部間交流親善スポーツ大会（in

小千谷・十日町）の反省と次回（in 新潟）

へ向けて

　⑵�　平成 29 年度事業の具体的推進について

他

〔経営・技術委員会議案〕

　⑴　平成 29 年度事業の具体的推進について

　また移動理事会・

合同委員会終了後、

勉強会「次世代経営

者の安全教育（ＫＹ

Ｔ）」を開催しまし

た。講師にインスト

ラクター専門部会の

村田靖部会長におい

でいただきご指導い

ただきました。

　終了後は佐渡支部青年部も加わり懇親会を開

催し大いに交流を深めました。

村田講師

移動理事会

勉　　強　　会

勉　　強　　会
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　6 月 24 日（土）に恒例の青年部支部間交流親
善スポーツ大会が小千谷市の「小千谷市総合体
育館」にて開催されました。第 12 回目となる今
年度は小千谷支部と十日町支部の青年部による
共催で行われました。平成18年の村上大会に始
まり今年、全支部での開催を達成しました。
　今回の参加者は県下全13支部から116名の青
年部会員が集結しました。開会式では、県青年
部の齊藤会長、地元小千谷支部の山本支部長よ
りご挨拶をいただき、昨年度の魚沼大会で優勝
した新津支部チームよりトロフィーが返還され
ました。予選は 10 チーム（村上・小千谷、燕・
佐渡は合同チーム）が 3ブロックに分かれて行
われ、上位 1～ 6 位のチームが決勝トーナメン
トへ進み、決勝は昨年と同じ新潟支部チームと
新津支部チームの対戦となりました。今回リベ
ンジに燃える新潟支部チーム、連覇を目指す新
津支部チーム、レクリエーションといえど、両
チームとも優勝を狙って挑んでいることがよく
分かるピリピリムードが漂う真剣勝負の試合と
なっていました。

　結果は新潟支部チーム念願の優勝を果たしま
した。また、3位は、三条支部チームと小千谷・
十日町合同チームでした。例年、怪我の懸念な
どから話合いにより 3位決定戦は行われないこ
とが多いのですが、今年は両チームの希望によ
り 1セット限定で行われました。結果は勝敗つ
かず引き分けとなりました。小千谷・十日町合
同チームは大会運営と試合とフル稼働お疲れ様
でした。
　熱戦の後は、十日町支部管内のニュー・グリー
ンピア津南に場所を移して会員交流会が開催さ
れ、100 名が参加しました。途中、表彰式が行
われ、優勝した新潟支部チームにトロフィーが
授与されました。また恒例の次回開催地を決定
する余興も行われました。次回開催は新潟支部
です！
　新潟県の青年部会員が一堂に会するこの行事
で、今年も多くの仲間と交流を深め、大いに盛
り上がりました。次回の熱戦が早くも期待され
ます。

県 青 年 部

青年部支部間交流親善ソフトドッジボール大会を開催
各支部青年部会員116名が集結！
新潟支部青年部チームが優勝！

優勝　新潟支部 準優勝　新津支部
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3位　三条支部チームと小千谷・十日町合同チーム
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　新潟支部青年部では、親睦事業の一大イベン

トとして新潟まつりの「民謡流し」に参加いた

しました。平成26年に青年部の事業として復活

してから早くも 4回目の参加になります。

　例年は古町の柾谷小路で踊っていたのですが、

今年は初めて萬代橋での参加が決まり青年部一

同気合が入りました。しかし、一番目立つ場所

でもあるため、隊列を乱さないように一人一人

場所を指定し、人目につく通行側や最前列と最

後尾は青年部を配置するなど様々な工夫を行い、

本番が始まる前には組合の会議室で全体練習も

行いました。練習の甲斐もあって本番では乱れ

ることもなく、他の団体の掛け声に合わせたり

しながら、楽しく 1時間半踊り続けることがで

きました。

　また、今年は万燈も新しく作り直しました。今

までの万燈は、祭り当日に組立て・解体が必要

で、時間的にも体力的にも厳しいところがあり

ました。その点を改善するために、新しい万燈

はスムーズに運搬できるようトラックに積み込

める大きさに変更し、電気工事組合の看板は目

立つように設計されました。そして、万燈の色

は目立つように黄色にし、子供たちにも興味を

もってもらうためキャラクターのイラストも正

面に入れました。

　万燈制作の作業も平日の業務が終わったあと

忙しい中皆さんに集まっていただき、5 日間か

けて取り組みました。ときには夜 9時過ぎまで

かかることもありました。そんな大変だった制

作期間も親睦委員長・副委員長をはじめ、青年

部全体で協力し合いながら乗り越え、見事にす

ばらしい万燈が完成いたしました !

　我々新潟支部青年部も再来年には 10 名の会

員が卒業する予定です。これからは次の世代が

青年部を盛上げ引っ張っていかなければなりま

せん。その第一歩として、今回の民謡流しは若

手が中心となり事業に取り組み、青年部の団結

力をさらに深める一事業になったのではないか

と思います。

　ご参加いただきました組合員・賛助会員・県

本部の皆様、ありがとうございました。

新潟支部青年部

新潟まつり『民謡流し』に参加
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　8 月 6 日（日）村上支部青年部事業計画の 1

つであります「業界 PR 活動」を部員 4 名とそ

の子供達 6名の参加で行いました。

　毎年恒例となりましたこの活動は、感電事故

の発生率の高いとされる 8月の「電気安全使用

月間」中に市民の皆様にチラシ・うちわを配布

し、電気を安心して安全に使用できるよう啓蒙

し、村上支部青年部を PR する事を目的として

います。

　当日は猛暑の中、子供達が大活躍してくれま

した。買い物客の皆様は、足を止め小さな手で

渡される袋を手に思わず微笑んでいました。子

供達の力は凄いです。お陰様で短時間で活動が

終わりました。

　また、5月 20 日には、青年部で「お城山環境

整備ボランティア活動」に参加し参道の整備を

行い、その後東北電力㈱村上営業所構内にて「村

安協主催のバーベキュー大会」にも参加しまし

た。村上地区電力関係者40名程でワイワイガヤ

ガヤ楽しいひと時でした。

　青年部員はもっぱら焼く係でしたが、色々な

方とお話が出来有意義な時間を過ごすことが出

来ました。汗をかいた後のビールは最高ですね!

　近頃、東北電力㈱村上営業所との繋がりも前

ほど薄れている中で、当青年部では毎年「電力

青年部との親睦会」を開催しております。

東北電力㈱村上営業所からは青年部 ?かな ? と

思われる方も参加しておりますが、やはり顔を

見て話をし、情報を共有出来る事は確かに価値

があると思います。

　毎年開催しているおかげで信頼関係も生まれ

ています。この先も続けて行きたいと思ってお

ります。

　村上支部青年部員も年々卒業者が増え、新規

加入者を増やす事が急務と考えております。そ

のためにも、縦の繋がり横の繋がりをしっかり

し、魅力ある青年部を作ることが大事と思われ

ます。

村上支部青年部

支部活動報告
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　新発田支部青年部では、7月 29 日（土）新発

田市メインストリート商店街振興組合主催のサ

マーフェスティバル 2017 で、高所作業車乗車体

験を行いました。　

　このイベントには、去年に続き 2回目の参加

でしたが、天候にも恵まれ、1 時間待ちの行列

が出来るほどの大盛況ぶりでした。

　また、開催時間が 17 時から 21 時 20 分と夜間

のため、見慣れた昼間の景色とはまた違った、外

灯の灯った町並を上空から楽しめ、一時でも夜

風に当たることで暑さも和らぎ、子どもから大

人までたくさんのみなさんに喜んでいただくこ

とが出来ました。

　参加した我々も、みなさんの笑顔をたくさん

見ることが出来、充実した楽しい時間を過ごせ

ました。

　これからもこのようなイベントに参加しつつ、

地域に根差したみなさんに喜んでいただける電

気工事店及び電気工事工業組合を目指していき

たいと思います。

新発田支部青年部

サマーフェスティバル2017高所作業車乗車体験
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組 合 員 の 変 更
平成 28 年 7 月～ 9月組合受付分

支　部 事　 業　 所 変更箇所 変　 更　 前 変　 更　 後

新 潟 コープエンジニアリング㈱ 代表者 関　　　則　夫 須　田　勝　夫

新発田 ㈱ミツル電工 代表者 中　村　　　充 中　村　寛　之

新 津 さかい電気店 代表者 堺　　　正　典 堺　　　啓　介

燕 ㈲河内電業舎 代表者 大　岩　　　勉 大　岩　伸　行

長 岡 シライ電設㈱ 代表者 白　井　信　治 木　村　達　也

小千谷 ㈱ＣＨ高野 代表者 髙　野　喜　彦 髙　野　喜　嗣

住 所 947-0003 947-0021
小千谷市大字薭生丙681 小千谷市本町1-5-19

㈲丸山デンキ商会 住 所 長岡市東川口1979-238 長岡市東川口1979-283�※訂正

柏 崎 電幸社 ＦＡＸ 0257－24－9144 0257－37－2194

上 越 ㈲司電業 住 所 941-0068 941-0054
糸魚川市本町11-10 糸魚川市京ケ峰2-15-5

㈱武藤商会 代表者 武　藤　一　雄 武　藤　克　男

松村電気商会 住 所 上越市南本町2-6-37 上越市南本町2-9-44

佐 渡 ㈲昭和商会 代表者 村　川　菊　江 富　永　康　雄
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■ 第一種電気工事士免状をお持ちの方へ
第一種電気工事士定期講習のお知らせ

　新潟県電気工事工業組合担当による第一種電気工事士定期講習を下記により開催します。
　新潟県電気工事工業組合が所属する『（一財）電気工事技術講習センター』にご登録していただ
いている方につきましては、受講時期に合わせてご自宅へ「講習申込書」と「会場一覧表」が郵送されま
す。ご登録いただいていない方にはご案内がいきませんので必要な方は当団体に登録をお願いいたします。

開　催　日 会　　　　場
平成29年12月13日（水） 新潟ユニゾンプラザ　4階　大研修室

平成30年₂月₂日（金） 新潟ユニゾンプラザ　4階　大研修室

【問い合わせ先】　新潟県電気工事工業組合　
〒951－8068　新潟市中央区上大川前通₆－1203　TEL 025－229－1587

■ 第二種電気工事士免状をお持ちの方へ
認定電気工事従事者取得のご案内

【認定電気工事従事者】認定証の交付を受けるには 経済産業局長に申請しなくてはなりません。
■申請条件：①�第一種電気工事士試験合格者
　　　　　　②���第二種電気工事士免状取得後、₃ 年以上の実務経験を有する者�または�㈶電気工事技術講

習センターが行う認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者

　　　　　　③���電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が₃
年以上ある者

■申請場所：申請者の住所を管轄する　経済産業省　産業保安監督部
　　　　　　新潟県に現住所のある方は�⇒�関東東北産業保安監督部電力安全課
　　　　　　　　　　　　　〒980-0014��仙台市青葉区本町3-2-23�仙台第2合同庁舎��TEL：022-221-4948

認定講習のお知らせ

平成30年３月５日㈪　開催決定！

　認定電気工事従事者は第二種電気工事士免状取得後 3 年以上の実務経験があれば、その実務経験の証
明を添えて申請することで資格を取得できます。しかし、

3 年の実務経験がなくとも『認定講習』を受講し、受講修了証等を添えて申請すれば
認定電気工事従事者の　資格を取得できます。

　認定電気工事従事者認定講習は、毎年新潟県で開催するとは限りません。平成 29 年度下期に新潟で開催
が決定しました。是非この機会に講習会を受講して資格取得・従事できる工事の範囲を広げて下さい。

　※ 11 月 1 日申込開始　受講希望の方は、　　　　　　　　　　　　　　
　　・講習開催HP　→　http://www.eei.or.jp/approval/　
　　　　　　　　　　　�よりお申し込みください。
　　・ご不明な点は新潟県電気工事工業組合　講習担当　TEL：025-229-1587　まで
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きれいな電波で豊かなくらし。

10月1日から10月31日まで、 受信環境クリーン月間 です。

信越受信環境クリーン協議会では、テレビやラジオをきれいな画面や音声でお楽しみいただけ

るよう受信障害に関するご相談を受け付けています。

テレビやラジオの受信障害でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

＜問合せ先＞　信越受信環境クリーン協議会事務局　TEL 026－234－9991　FAX 026－234－9999
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新潟県電気工事工業組合

『慈　光　寺』
撮影場所・撮影日／五泉市蛭野　平成 29 年 8 月

【コメント】
　慈光寺は霊峰白山の麓に座する曹洞宗の古殺です。創立年代は明らかではあ
りませんが、古くから白山信仰の中心地であったと考えられています。応永10年
（1403）頃、南北朝時代の武将、楠木正成の直孫である傑堂能勝禅師によって中興
開山され、その後江戸時代には曹洞宗の越後四ヶ道場の一つとして繁栄しました。
　慈光寺には伽藍の中心となる本堂をはじめ、北側には禅堂及び衆寮、南側には
庫裏、東司・浴司、経蔵があり、山門から南北にのびる回廊は、本堂、庫裏、禅堂
及び衆寮の土間として取り込まれるという造りになっています。
　新潟県下でも回廊を残す曹洞宗寺院は稀であると同時に、最も整った七堂伽藍
を持つ大変貴重な寺院です。

撮影者／新潟県電気工事工業組合　新津支部　
株式会社デンコー　渡邉　正志　氏
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