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医療ガス容器点検キャンペーンを定着させよう～医療ガス容器保安対策指針の推進～
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　医療ガス容器(ボンベ)にかかわる全ての者が、高圧ガス保安法や医薬品医療機器法等を遵
守し、更に、医療ガスの適正管理や安全に消費を行うための自主的な活動を促進し、もって
医療ガスによる事故及び医療ガス容器の放置を防止する。

　各都道府県の容器管理指針とともに医療ガス容器保安対策指針を活用し、容器の早期返却
を促しながら容器の安全な取り扱いの啓発、そして「容器は貸与＊」であることをお客様に
ご理解いただいた上で医療ガス容器貸借契約の締結を推進します。

＊) 容器を医療機関等が所有している場合は容器貸借契約の締結は関係ありませんが、
   容器の安全な取り扱いの啓発については同様の取り組みをお願いします。

 1. 容器管理の徹底
　お客様に定められた期間で容器返却を求めるためには、更なる容器の履歴管理が必要です。
●容器管理システムによる履歴管理を徹底してください。
●お客様にも容器の納入月や返却タイミングが一目でわかる「納入月ラベル」の貼付を推 
　　進します。お客様にとっては容器の先入れ先出しが容易になります。
 2. 容器点検キャンペーンの推進
　１年に１回、容器の一斉点検キャンペーンを展開しJIMGA全体の取り組みとして定着させ
ていきます。
●「高圧ガス容器特別回収月間（毎年10月）」および厚生労働省が主催する「医療安全推 
　　進週間（毎年11月下旬）」と連携し、医療ガス容器用のポスターを作成・配布し、容器 
　　点検キャンペーンを推進します。
●医療ガス安全管理委員会に協力を仰ぎ、キャンペーン期間中に容器の一斉点検を行い、 
　　容器の保管状況の確認、調整器やバルブの不具合等事故誘因容器や長期停滞容器の発見 
　（把握）を行ってください。また、併せて容器の安全講習会等を開催し容器の安全な取扱 
　　い方法を啓発してください。

　別添4職員研修指針で医療ガスボンベの安全管理に関する留意点が示され、特に「ボンベの
長期留置又は放置による事故の発生を防止するため、医療ガス納入業者と協議の上、納入時
期を明示するなどして定期的にボンベの点検及び管理を行うこと。」と記載されています。 

医療ガス容器保安対策指針の目指すところは？

医療ガス容器保安対策指針の目的は？

具体的な行動は？

医療ガス安全管理通知「医療ガスの安全管理」では？
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　今年度も、例年通りキャンペーン期間を10月～11月の2か月間とし、容器点検キャンペー
ンを定着させていきます。

　医療ガス安全管理委員会に協力を仰ぎ、容器の一斉点検を行い、容器の保管状況の確認、
調整器やバルブの不具合等事故誘因容器や長期停滞容器の発見（把握）を行ってください。
また、併せて医療ガス容器保安対策指針（別紙参照）を活用しながら安全講習会等を開催し
容器の安全な取り扱い方法の啓発をお願いいたします。
　今年度も、「高圧ガス容器特別回収月間」のポスターと連動した会員向け啓発ポスターと
医療機関向け広報チラシを作成し「医療ガス容器点検キャンペーン」を盛り上げます（９月に
会員へ配布予定）。

　医療機関向けには、各都道府県の容器管理指針と医療ガス容器保
安対策指針を併用することが有効です。医療ガス容器保安対策指針
における容器返却期間は「1年以内」です。各都道府県の容器管理指
針の返却期間に合わせて啓発する場合はそれに従ってください。
　また、引き続き、お客様にもボンベの納入後期間が簡単に把握で
きる「納入月ラベル」をボンベに貼付することを推進します。
　「医療ガス容器保安対策指針（PDF版）」、「各都道府県の容器管理指針の発行状況」は
JIMGAウェブサイトに掲載しています。（閲覧には会員ログインが必要です）

・医療ガス容器保安対策指針はこちら↓
▽事業者の方へ ＞ 医療ガス容器保安対策指針
https://www.jimga.or.jp/document/?t=18894845465f57a05338a65 
・容器管理指針の発行状況の確認はこちら↓
▽事業者の方へ ＞ 各都道府県の容器管理指針の発行状況
https://www.jimga.or.jp/document/?t=6102941595f5a4e164c574
・「納入月ラベル」のご購入はこちら↓
▽出版物・物品の販売 ＞ その他
https://www.jimga.or.jp/publication/others/

医療ガス安全管理委員会と協力して、ボンベの一斉点検を行い、併せてボン
ベの安全講習会等を開催しましょう

今年度の取り組み

安全確保のためにボンベの早期返却を促しましょう

キャンペーン期間：2021年10月～11月

2021. 8

納入月ラベル
（イメージ）
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高圧ガス容器全国一斉特別回収

　昭和62年に開始以来、34回目となる高圧ガス容器全国一斉特別回収における回収の対象は、
「放置容器」（路上、河川等公共用地、容器置場に放置され、管理されていない容器）、「停 
滞容器」（各都道府県における「高圧ガス容器適正管理指針」の返却期限を経過したご使用
済みの貸借容器）、「不明容器」（所有者、または内容物が不明で処分を依頼された容器）
です。特別回収期間は、2021年10月1日から10月31日までで、まもなく、お願い文書や実施
要領、キャンペーンポスターなどの配布が始まります。　

　これまで回収された容器のうち放置容器と不明容器を合わせた本数は、年によって若干の 増
減はあるものの、この10年間は押しなべて年間1,800本程度で推移しており、年々減少傾向にあ
るとは言えない状況が続いています。
　長期間放置され容器検査が行われない容器は、いずれ腐食などの劣化で破裂する可能性が
ある等、保安上の問題があります。保安確保の観点に加え容器の効率的運用を図るうえでも、
撲滅に至るまで回収活動は続けていかなければなりません。コロナ禍の状況でありますが、実
施する目的を何卒ご理解いただき、可能な限りご協力の程、お願い申し上げます。放置容器撲
滅WGでは、回収活動の一方で、放置容器を発生させないための取り組みも継続します。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（放置容器撲滅WG事務局　山本 卓也）

　　
モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。 Ⓒ２０２1一般社団法人日本産業・医療ガス協会

回収本数は横這い

高圧ガス容器の全国一斉特別回収を今年も実施します

 2021年ポスター
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　本年度も保安への取り組みとして、感染症予防対策を行ったうえで、本部・地域本部より
講師を招き３つのテーマで産業ガス保安セミナーを開催いたしました。 
 開催にあたり相田代表地域本部長より、「コロナ禍ではあるが我々には安定的にガスを届け
る使命がある、本セミナーで安全の基礎を学んで安定供給に繋げて欲しい」と受講者の方々
へご挨拶いただきました。
　受講者の皆様からは、大変参考になったが49%、参考になったが38％と高評価をいただき
ました。また、次回も参加したいとのご回答も88%の方からいただききました。

　主催　　：日本産業・医療ガス協会 九州地域本部 
　開催日時：2021年8月6日(金)13:30～17:00   
　開催場所：福岡県中小企業振興センター301号会議室   
　受講者数：26名
　

　◆ 講習プログラム    
　１．開会挨拶　日本産業・医療ガス協会 九州地域本部 代表地域本部長 相田 智之
　２．講演    
　　（1）「CE設置事業所・ローリ運行事業所 関係基準 第3次改訂版」について  
 　　 講師：JIMGA 九州地域本部 技術・保安部会 保安講習 会推進WG 委員 森 洋之介
　　（2）「高圧ガス充塡工場及び貯蔵所の自然災害対策（九州特別版）」について 
　　　　　 講師：JIMGA  災害対策部会 事務局 常務執行役員 前田 和也
　　（3）「食品添加物製造におけるHACCP導入指針」について
　　　　　 講師：JIMGA 技術・保安部会 化学品安全WG 委員 澤田 裕一

　◆ 配布テキスト等    
　　①スライド資料　②質問票　③アンケート票    

相田代表地域本部長の開会挨拶 会場風景

九州地域本部産業ガス保安セミナー開催報告



　◆ 講習テーマへのご意見（アンケート結果より一部抜粋）  
　　・講演（3）の講義時間がもう少し欲しかった。
　　・食品添加物製造のHACCPについて、理解できていなかっため非常に勉強になった。
　　・ローリ取り扱い基準についても、機会を設けご説明いただけるとありがたい。　
　　・過去災害検索について、災害リスク教育に役立つ。
　　・従業員への教育資料についてPDF等配布・提示いただきたい。 
　　・講演（3） 食品添加物製造について理解でき良かった。
　　・CEの定義について具体例を言って頂きたい。
　　・日頃から興味があったテーマでしたので、大変参考になりました。
　　・講演（1）、（2）は営業としてディーラーとやり取りをする上で参考になりました。
     　・食品添加物は、近年のトレンドでもあるので、新たな法含め聞けて良かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（九州地域本部 事務局長 髙石 亮太郎）
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講演(１) 講師 森委員 講演（２）講師 前田常務執行役員 講演（3）講師 澤田委員

配布テキスト等
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 弊社は1941年に配管用継手商社として創業。戦後に継手メーカーに変わり、その後油圧用高
圧くい込み継手を扱う伊原高圧継手工業株式会社となりました。90年代の油圧の低迷に伴い、
半導体製造装置向けガス配管用継手・バルブも扱うメーカー、イハラサイエンス株式会社とな
っておりますが、今世紀に入ってからは、全産業の全流体を対象として、継手やバルブに加え、
これらを使用した配管システム全体を提供させて頂いております。
　その中でも、産業用ガス、医療用ガスというのは私どもが半導体ガス以上に力点を入れてい
る市場です。

　「流体を運ぶ」、その目的にもっともあった配管システムをお届けする、それが我が社の仕
事です。形のあるモノでしたらトラックで運べます。その際には、トラックの性能、キャパ、
輸送速度、輸送ルート、いろいろな"最適な運送方法”を考えるでしょう。しかしながら、形の
ないガスなどを運ぶ配管は、旧態依然としているケースが多いのではないでしょうか？
　配管のことは分からない、と考える方も多く、システムを新しくしても配管は旧型のコピー
というケースも多く見受けられるようです。
　イハラサイエンスでは、流体（ガス）の目的にもっとも合った配管を提案いたします。それ
が、流体・用途別の最適配管システムという考え方です。配管を見直すことにより、システム
全体のコストダウンも可能ですし、生産の納期短縮も可能です。

　配管設計ができるのが弊社の特長です。現在の装置の配管情報を頂ければ、弊社の設計で
最適配管を提案させて頂きます。また、写真で示すような弊社の特許継手を使用してスペース
を大幅縮小できる独自のガスパネルなども設計、製作可能です。配管に関してのどのようなご
要望も対応させて頂きます。
　　　　　　　　　　   　　　  （イハラサイエンス株式会社 営業本部・本部長　小坂 蔦夫）

沿革

賛助会員 ―イハラサイエンス株式会社―

最適配管という考え方

設計から相談できます
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　JIMGAは、2007年10月1日に 「ガスの専門団体が統合により巨大化することで物申す団体と
なり、社会的地位向上を図る」「高圧ガス安全基準の国際整合化や規制改革等の一本化を図る」 
ことを目的として、日本医療ガス協会と日本産業ガス協会が合併して誕生しました。

　既に皆様ご承知の通り、本年6月9日の定時総会において、これまで未着手でありました
「JIMGA一体化に向けた取組みの開始」が承認され、協会組織の統合（医療ガス部門、産業ガ
ス部門の廃止）を進めることになりました。これに伴い医療ガス部門で毎月発行している会報
「医療」、産業ガス部門で隔月発行しているJIMGAnewsの在り方について検討してまいります
が、SDGsを考慮した場合、紙媒体での発行の是非も一考すべきと考えます。

　両部門共通組織である広報委員会では、以前よりウェブサイトおよび広報誌による情報発信
について議論しており、本年10月に開催が予定されている広報委員会において、先述した会報
「医療」とJIMGAnewsの在り方について、来年度以降の編集発行方針を決定したいと考えてい
るところであります。

　つきましては、この方針決定にあたり、JIMGAにユーザー登録いただいている会員の皆様、
また、会報「医療」をお読みいただいている皆様から広く意見をお聞きすることが肝要と考え
ますので、次頁の設問(12問)にYes/Noにマルをつけていただく、もしくは該当する事項にマル
をつけていただき、そのページをPDF化したデータをe-mail添付で下記へお送りいただく、あ
るいはFAXでご返送いただくことで、アンケートにお答えくださるようお願い申し上げます。

　また、本アンケートは、JIMGAウェブサイト(https://www.jimga.or.jp)のトップページバナー
からもご回答いただけますので、そちらも是非ご利用ください。

　　　　アンケート締切　9月15日

　　　　
　
　　　　◇アンケート返信先 ・ 問い合わせ先
　　　　　　企画・事業G　担当：田邉　  Mail：mask@jimga.or.jp
　　　　 　　　　　　　  　　　　　FAX：03-5425-1189
　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel ：03-6403-1870
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療ガス部門　総務委員会 事務局）
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第3回在宅酸素療法（HOT）火災予防川柳コンクール募集要項
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主催　一般社団法人　日本産業・医療ガス協会
後援　総務省消防庁(予定)

厚生労働省(予定)
日本医療ガス学会

「テーマ」 ：在宅酸素療法(HOT)火災予防について 
　　　　　　　
「応募資格」：在宅酸素療法(HOT)を受けておられる患者様とそのご家族、在宅酸素療法
                 (HOT)に関わっておられる医療従事者とサービス事業者の皆様 

「応募方法」：①川柳、②住所、③氏名、④年齢、⑤性別、⑥電話番号、⑦ペンネーム、⑧在
                  宅酸素療法にまつわる思い出やご要望等のメッセージ、⑨応募されるのが
               【名人部門】か【ユーモア部門】を明記の上、下記の応募先まではがき、FAX
                 またはメールでお送り下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
「応 募 先」 ： はがきの場合
                             〒105-0012　東京都港区芝大門2-8-13サクセス芝大門ビル4階
　　　　　　　一般社団法人 日本産業・医療ガス協会　白坏　宛 
 　　　   FAXの場合　　03-5425-1189
                メールの場合　hot@jimga.or.jp
　　
「応募締切」：2021年9月30日(木)必着 

「応募規定」：作品はオリジナル・未発表の物とさせて頂きます。また、作品の返却は致しません。 
                 作品受領後の著作権は、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会に帰属します。 
                 作品は、11月配布予定の啓発用ポスターに掲載するなどして在宅酸素療法(HOT)
                 火災予防に活用させて頂きます。
 
「優秀作品発表」：2021年10月15日(金)に一般社団法人 日本産業・医療ガス協会のホームペー
                   ジに優秀作品・作者名（ペンネーム）・市町村名を掲載させて頂きます。
　　　　
 優秀作品に選ばれた方には、下記の賞品を郵送させて頂きます。
      HOT火災予防部門
  最優秀賞（1名）：クオカード10,000円分 
  優秀賞    （5名）：クオカード  3,000円分 
 　HOTあるある部門
  最優秀賞（1名）：クオカード10,000円分
  優秀賞    （5名）：クオカード  3,000円分　
　　　      
「問い合わせ先」：一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
   事務局：白坏(シロツキ)  
　　　　　　　　   e-mail：tshirotsuki@jimga.or.jp
   e-mail：hot@jimga.or.jp
　　　　　　　　   TEL：03-6403-1872(直通)
   FAX：03-5425-1189
　　
　　一般社団法人 日本産業・医療ガス協会ホームページ
　　　　https://www.jimga.or.jp  2020年ポスター
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高圧ガス保安協会からのお知らせ

　高圧ガス保安協会は、毎年、高圧ガス保安活動促進週間（10月23日～10月29日）を周知
し、かつ、気運を盛り上げる方策の一環として、高圧ガスの保安意識の更なる向上をアピー
ルするポスターを作成・頒布しております。
　この度、キャッチコピー「点検に 不要不急の 文字は無し」が会長賞として決定し、この
キャッチコピーを用いたポスターが完成しましたので、ご案内いたします。このポスターは
9月1日よりKHKウェブサイト（https://www.khk.or.jp）にて販売いたします。

　令和3年度「高圧ガス保安活動促進週間」ポスター用キャッチコピー入賞作発表
　https://www.khk.or.jp/public_information/public_introduction/catchphrase.html

　　

モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。 Ⓒ２０２1一般社団法人日本産業・医療ガス協会

KHKウェブサイト関連ページ

 2021年ポスター
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ウェブサイト掲載お知らせ一覧 ―2021年6月15日~2021年8月15日掲載―

モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。 Ⓒ２０２1一般社団法人日本産業・医療ガス協会

　JIMGAウェブサイトでは、会員の皆様に向けた最新の情報をお知らせページにて掲載して
います。2021年6月15日~2021年8月15日までに掲載したお知らせをまとめましたので、
URLよりご覧ください。最新のお知らせはこちら→https://www.jimga.or.jp/news/

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●

2021.08.14　災害時緊急掲示板「豪雨による被害情報」を開設しました
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1029

2021.08.13　広島県に大雨特別警報発表(国土交通省／気象庁)
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1028

2021.08.12　前線による大雨に対する警戒と安全確認の対応について(厚労省事務連絡）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1027

2021.08.11　【申込開始】在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務サービスマーク
             の認定に係る第27回受託責任者更新時講習会のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1026

2021.08.11　「酸素の安全な取扱い」の動画資料を掲載しました
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1024

2021.08.06　令和3年台風第９号及び台風第10号に対する警戒と安全確認の対応について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1023

2021.08.06　夏季休暇等に伴う販売品の出荷についてのお知らせ
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1022

2021.08.05　「往復動酸素圧縮機安全指針」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1021

2021.08.04　添付文書電子化について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1020

2021.08.02　会報医療・JIMGAnewsに関するアンケート(8/1～9/15)ご協力のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1019

2021.08.02　身分証や資格試験のために提出を求める写真のサイズ等の見直しについて
         （厚生労働省事務連絡）追加依頼
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1016

2021.07.30　規制緩和提案ポストを設置しました！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1018
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2021.07.29　MGR導入時集合講習(オンデマンド講習)確認テスト集を掲載しました！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1017

2021.07.27　夏休み期間中における留意事項について(厚生労働省事務連絡）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1015

2021.07.26　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1014

2021.07.21　在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務サービスマークの認定に係
       　 る第27回受託責任者更新時講習会及び2021年度在宅酸素療法用酸素供給装置の
 　　  保守点検従事者研修講習会のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1001

2021.07.19　大阪・関西万博 『出展参加説明会』オンライン開催案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1013

2021.07.19　《九州地域本部》2021年度産業ガス保安セミナー開催のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1009

2021.07.18　会報医療No.588(7月号）休刊のお知らせ
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1012

2021.07.16　「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集(Q＆A）の一部改正について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1011

2021.07.16　「テレワーク・デイズ2021」の参加を通じたテレワーク導入への御協力のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1010

2021.07.16　「NEDO先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム」に係る情報提供依
 　　　頼及び提案公募について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1008

2021.07.16　厚生労働省労働基準局長からの感染予防強化に係る周知依頼
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1007

2021.07.14　[7/25まで] 再エネ価値取引市場 需要家アンケート
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1006

2021.07.13　「パーライトの管理」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1005

2021.07.12　職場における積極的な検査等の実施手順（第２版）について(厚生労働省医政局
 　　  事務連絡）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1004

2021.07.12　熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(厚生労働省医政局事務連絡)
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1003
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2021.07.12　緊急事態宣言・まん延防止等重点措置下でのテレワーク等の徹底のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1002

2021.07.09　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたサイバーセキュリティ
 　　   強化について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1000

2021.07.09　令和3年度 医療ガス安全管理者講習会 eラーニング受付開始のお知らせ（公益
             財団法人 医療機器センター）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=999

2021.07.07　水際強化に係る新たな措置について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=998

2021.06.30　JIMGAnews 第64号発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=996

2021.06.30　化学物質管理セミナー(3コース)のご紹介 <日本規格協会>
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=995

2021.06.23　水際措置の強化・変更について(キルギス、ポルトガル、米国の一部等)
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=994

2021.06.22　産業保安基本制度小委員会「中間とりまとめ」について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=993

2021.06.22　安全保障貿易管理小委員会中間報告
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=992

2021.06.22　企業版ふるさと納税(内閣府)について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=991

2021.06.22　東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中におけるテレワーク及び休
            暇の分散取得による出勤者数削減に関する調査について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=990

2021.06.18　派遣労働者に係る新型コロナウイルスワクチンの職域接種について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=988

2021.06.15　「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集(Q＆A）の
             一部改正について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=986

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●
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今日は8月3日、外はかなり暑い。エアコンをつけて在宅

勤務だ。お昼になったので素麺をゆで始めた。テレビを

つけるとオリンピックの陸上競技が放映されていた。し

かも男子400mハードル決勝だ。(実は高校時代にこの競技

をやっていた。) この7月に29年振りに世界記録を更新したカールステン・ワルホルム選

手(ノルウェー)がスタートから飛び出した。35mのハードル間を正確に13歩で刻んでい

く。9台目で少し足を合わせにいく姿が見られたので、やはり

疲れが出てきたかと見ていたら、最後の10台目は完璧に越え、さ

らに加速してゴールに駆け込んだ。出たっ、世界新記録！　し

かも自身の持つ世界記録を大幅に更新する45秒94だ。アンビリ

ーバブル！！　などと言って興奮していたら、ちょっと素麺を

ゆで過ぎてしまった。ヤワヤワになった素麺を見て、アンビリ

ーバブル。。　　　　　　　　　(広報担当　岩戸 康人)

　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　

                                          

　　　　

　　　　

気ままに
コラム
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