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第49回IHC会議のWeb開催
　第49回IHC（International Harmonization Council）会議は、8月24日と25日の両日、日本時間
20:00～22:30、CGA主催によってWeb形式で開催されました。参加者は、AIGA（アジア）2名、
EIGA（ヨーロッパ）2名、CGA（アメリカ）4名、JIMGA（日本）2名に加え、IOMA-GC（Interna-
tional Oxygen Manufacturers Association - Global Committee：国際酸素製造者協会-国際委
員会）オブザーバー5名（Air Products、Air Liquide、Nippon Gases Europe、エア・ウォー
ター2名／このうちエア・ウォーターの松林氏は初参加）の総勢15名となりました。

　CGA主催の会議として、Rich Craig氏（CGA技術ダイレクター）による進行のもと、会議が
進められました。自己紹介に続き、独占禁止法遵守宣言を確認し、前回の第48回IHCWeb会議
（AIGA主催）の議事録の確認を行った後、5月7日に行われたIOMA GC Web会議の報告が、
Rich Gattwald氏（CGA）とPhillipe Cornille氏（EIGA）によって行われました。
　中国Yima市のASU事故対策タスクフォース活動の成果として、事故の教訓を反映した国際
整合化文書の改訂が行われ、gasworld10月号にその記事が掲載される予定です。また、持
続可能性指標についてのJWG（ジョイントワーキンググループ）の会議が継続して行われ、二
酸化炭素排出量指標のガイドラインのドラフトが回覧中であること、水素プロジェクトに関
しては、提案されている水素エコシステムについて4協会が国際整合化するために参加する
よう指示があったことが、報告されました。
　IHCプロジェクトの進捗確認では、JIMGAリードの「セレン化水素の安全な取扱い指針」
が、改訂のためのJWGを開始することが承認されました。
　その他、ISO、医療ガス、および安全とセキュリティについてのトピックスが報告されまし
た。CGAからは、新型コロナウイルスのパンデミックによって酸素の吸入患者が増え、アメリ
カの医療施設で火災が発生した事例があり、この問題に対処するために、CGAのホームページ
に、エンドユーザーが安全に使用できるようガイドラインを掲載したことが報告されました。
　次回IHC会議は、新型コロナウイルスの感染状況によりますが、2022年2月にJIMGA主催で、
京都で開催する計画であることをJIMGAより説明しました。　（国際部会 事務局 羽坂 智）

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

会議内容

第49回IHC Web会議（8/24・25）
CGAの医療ガス火災予防に関するホームページ紹介
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　AIGA（Asia Industrial Gases Association）のMilan Sarker事務局長より、アジアでの水素活
動の参考とするため、JIMGAの水素ステーション活動について紹介して欲しいとの依頼があ
り、AIGA TC（Technical Committee：技術会議）において、9月28日16:30～17:00の時間枠
で「JIMGA Activity of Hydrogen Station for FCVs」というタイトルでプレゼンテーションを
行いました。
　JIMGA水素技術WG水素ステーションサブWGから、岩谷産業㈱神山氏のサポートをいた
だき、羽坂が発表しました。参加者からは、高圧ガス保安法とJIMGA基準との関連と位置づ
けについての質問がありました。また、大変参考になったとの感想もいただきました。他協
会との関係をさらに強力なものとして、情報の共有化を図っていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国際部会 事務局 羽坂 智）
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AIGA TC会議 (9/28)
JIMGA水素ステーション活動の紹介資料 (抜粋)

AIGA TC 会議でのJIMGA水素ステーション活動の紹介
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　2021年4月以降、国際整合化文書（参考文書）3件が発行されました。

　国際整合化文書（参考文書）は、IHCメンバー4協会が国際整合化基準（英語）として
発行した文書を技術内容の把握ができるように、全文を日本語に翻訳し発行したもの
です。各協会の法規等の違いで、内容は必ずしも日本の国内法に則ったものではあり
ません。会員の皆様から『国内法に準拠した内容に改め、JIMGA基準とすべきである』
というご要望をいただいた場合は、JIMGA基準化を検討いたしますので、ご意見・ご
要望等をお寄せ下さい。

　上記文書をご覧になる場合は、下記リンク先をご参照下さい。これらの文書につい
ては、会員は全文閲覧可（ID・パスワード必要）です。　（国際部会 事務局 羽坂 智）

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

2021年度上期 国際整合化指針（参考文書）の発行

＜問合せ先＞
担当：国際部会 事務局　羽坂 智
email :  shasaka@jimga.or.jp   TEL 03-5425-2420　FAX 03-5425-2256

https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002004&department=&format=
▽ 国際整合化文書はこちらから
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 当社は1930年に日本で初めて継ぎ目の無い高圧ガス容器を製造した住友金属工業株式会社
（のちの住金機工㈱）と株式会社ベンカンの継手事業が経営統合を行い、2016年8月に新た
に株式会社ベンカン機工として誕生いたしました。現在も継手事業と容器事業の二つの事業
を柱として、オリジナリティあふれる発想と技術によって価値ある製品やサービスを提供し、
ライフラインを守り、安全で快適な暮らしづくりに貢献しております。

　ベンカン機工容器事業部では、住友金属工業の設備
・人・技術を継承し、1MPaを超える高い圧力に耐え得
るガス容器の製造・販売を行っております。品質管理に
おいては、ISOの品質マネジメントシステムの認証の下
で品質管理を行い、諸外国向けにも販売可能なように
アメリカ運輸省（DOT）規格、韓国ガス安全公社（KGS）規

格等の認証を有しています。また、特定設備検査規則を含め各種容器に対応可能なように製
造・検査体制を整えております。

　社会環境の変化や技術の進展によって生まれた新しいニーズにも
お応えすべく、適時ソフトやハードのアップデートを行い、燃料装置
用容器、水素燃料電池車の水素ステーション用容器、半導体製造装置
向け内面研磨容器など、多種多様な容器の製造・販売をしております
　今後は容器事業、継手事業の個々の特性並びに両事業の技術力を
結集し、皆様の暮らしに役立てる製品を供給できるようにチャレンジ
を続けてまいります。
   　　　　　　　　 （株式会社ベンカン機工 容器事業部  三宅 正人）

　　　　　　　　　　   　　　  

沿革

賛助会員 ―株式会社ベンカン機工―

容器事業部の紹介

社会環境問題や新しいニーズへの対応

ベンカングループ方針説明会 容器事業部最優秀賞受賞

水素ステーション用容器

中容器並びに半導体製造
装置向け内面研磨容器
（内面確認用サンプル）
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　在宅酸素療法では酸素濃縮装置、液化酸素および酸素ボンベを使用し、酸素ガスを
吸入するため、取扱説明書や添付文書において支燃性ガスである酸素ガスと火気を近
づけてはならない旨が記載されております。
　しかし、火災事故により被害に遭われる患者様が毎年おられ、平成15(2003)年度か
ら2021年度上半期まで一般社団法人日本産業・医療ガス協会(JIMGA)が確認している
火災事故データでは、82件の死亡、6件の重傷となっています。火災原因の約40％が
喫煙、約14％が台所での火気使用、線香、仏壇でのろうそく他、8％が漏電、不明が
約38％となっています。
　JIMGA在宅酸素部会ではこのような火災事故をなんとしても撲滅するためのキャン
ペーンとして「在宅酸素火災予防キャンペーン」を3年前から展開しています。
　今年は、厚生労働省、総務省消防庁、日本医療ガス学会のご後援を得てキャンペー
ンを行っており、活動の一環として火災予防をテーマとした川柳を患者様、そのご家
族、医療従事者、在宅酸素療法サービス事業者から募集したところ多数のご応募をい
ただきました。
　先般、第三者による選考委員会において厳正な選考を行い、このたび入賞作品が決
定しました。最優秀作品は、キャンペーン期間中に患者様や医療機関に配布するポス
ター (下記参照)に掲載されます。
　酸素濃縮装置等を使用中の患者様が、喫煙等が原因と考えられる火災により死亡す
るなどの事故を撲滅するため、改めて注意喚起をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（在宅酸素部会 事務局）
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在宅酸素火災予防キャンペーン 川柳入賞作品決定！！

【HOT 火災予防部門】
 ◎最優秀賞作品　　 　   
　「ねえ父さん　たばこ止めたら　金メダル」 　 　
  　　広島県（ペンネーム）瀬戸内のホットラインさん

【HOTあるある部門】 
◎最優秀賞作品　
    「たばこ止め　安全安心　金メダル」　
            東京都（ペンネーム）ジョンさん

その他の入賞作品は以下よりご覧いただけます。
https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1070
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　JIMGAでは、1年に1回、医療ガス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を目指しています。
　高圧ガス保安協会他が推進する「高圧ガス容器特別回収月間(毎年10月)」および、厚
生労働省が推進する「医療安全推進週間(毎年11
月下旬)」と連携し、JIMGA医療ガス部門では、
ポスターを作成・配布し、医療ガス容器点検キャ
ンペーンとして推進しています。
　この度ポスターが完成し、JIMGAウェブサイト
上に本ポスターのPDF版を掲載しましたので、医
療機関への案内チラシとしてご活用ください。
　医療ガス部門会員の皆様におかれましては、
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(2021年10月1日~11月30日)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）をお願いいたします。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。

　また、医療ガス容器保安対策指針および各都道府県の高圧ガス容器管理指針をご参
考に、高圧ガス容器の長期滞留防止に努めてくださいますようお願い申し上げます。
　関連資料は以下よりダウウンロードが可能です。(医療ガス部門ID・パスワードが必
要です)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療ガス部門 事務局）

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

医療ガス容器点検キャンペーン ポスターが完成しました

キャンペーン期間は2021年10月1日～11月30日です

ポスターのダウンロードはこちら↓
https://www.jimga.or.jp/files/page/business/iryoanzen/KSM_20210901-10.pdf

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
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JIMGA一体化に伴う会報「医療」とJIMGAnewsの在り方について
　　　　　　　　－再アンケートのお願いー
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　当該「再アンケートのお願い」は、本年8月1日から9月15日までの期間において実施しましたアン
ケートにお応えいただけなかった会員の皆様に対しまして、改めてご協力いただきたくお願い申し
上げるものであります。上記アンケートは、残念ながら低調な回答率となりました。
　当方といたしましては、JIMGA一体化に伴い、よりよい広報媒体を会員の皆様に提供したいと考
えており、そのためには会員の皆様の意向をより多くお聞きし、その声をできうる範囲で反映させて
参りたいと考えておりますので、ご多忙のところ誠に恐縮でありますが、別紙の再アンケートにご協
力賜りたく、よろしくお願いいたします。（以下はJIMGAnews第65号に掲載した内容と同様です）

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●

　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  12月15日（再設定）
　　　　

　　　　◇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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　去る6月9日に開催した2021年度JIMGA定時総会にて満場一致で決議いただきました「JIMGA
一体化に向けた取組みの開始について」ですが、現在各地域本部単位で主に幹事の皆様に向
けた説明会を順次開催しているところです。この説明会で頂戴いたしましたご意見やご質問
につきましては全地域本部での説明会終了後、主なものを取りまとめて説明資料とともに皆
様にご覧いただくつもりです。
　なお、先日お届けいたしましたJIMGA REPORT 2021の4ページから5ページに本件に関して
皆様にお伝えしたいことが掲載されておりますので、是非ご一読いただき、この取組みへの
ご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。　　　　　　（運営グループ 事務局）

　2021年度2回目の部門理事会・評議員会合同会議は、当初の次第を一部変更して予定通り
2021年11月24日（水）に大阪市のホテルメルパルク大阪にて開催いたします。

　＜変更内容＞
・5月に開催した第1回会議同様、評議員会はWeb開催といたします。
・会議終了後の懇親会は中止いたします。
　理事、監事、評議員の皆様には別途会議のご案内をお送りいたしますので詳細はご案内で
ご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（運営グループ 事務局）

　JIMGA会員の皆様、JIMGAウェブサイトには専用の会員ページがあることをご存じでしょ
うか。
　会員ページでは、24時間365日いつでも皆様の会員登録情報をご確認いただけるほか、ご
自身で情報を修正したり、ご自身で修正できないところをWeb経由でJIMGAに修正依頼した
りすることができます。
　登録情報修正の際、電話での聞き取りや手書きFAXのやり取りには人的ミスがつきもので
す。結果として重要なご連絡をお届けすることができないなど、皆様にご迷惑をおかけする
ことにもなりかねませんので、是非会員ページをご利用ください。
（会員ページのご紹介は次頁からです）

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●

機能別組織への再編と諸制度の見直しによる運営合理化、適正化

2021年度第2回部門理事会・評議員会合同会議

会員ページご利用のおすすめ
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　JIMGAウェブサイトでは会員専用の会員ページを設けており、以下の機能があります。
①ユーザー登録された方はご自身の登録内容をいつでも確認、修正いただくことができます。
②JIMGA窓口担当者として設定されている方は自社の登録内容をいつでもご確認いただくこと
　ができ、登録内容に変更がある場合は専用フォームから情報修正をご依頼いただけます。

　以下、会員ページの内容をご紹介いたしますので、是非会員ページにアクセスしてみてく
ださい。

●　●　●　●　●

　JIMGAウェブサイトのTOPページ右上部に　　　　　　　　　アイコンが表示されていま
すので、クリックします。

　以下の画面が表示された場合はログインが必要です。

　　　　　　　　　　   　　　  

JIMGAウェブサイト会員ページのご紹介
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　ログインの仕方がわからない、またはユーザー登録の仕方がわからない場合はウェブサイ
トTOP画面下部に下記の表示がありますので、赤枠で囲ったところをクリックしてマニュア
ルをご覧ください。

　ログインが正常に行われると会員ページが表示されます。
　会員ページは【JIMGA窓口担当者の方のページ】と【JIMGA窓口担当者以外の方のページ】
の2種類があります。

【JIMGA窓口担当者の方の会員ページ】
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　JIMGA窓口担当者の方の会員ページでは、
　・ユーザー登録されたご自身の情報を確認、修正できる「ユーザー情報」
　・所属されている会員企業の情報を確認できる「事業所情報」
　・自社でユーザー登録されている方が確認でき、異動等でユーザー情報に変更があった際の
　　修正をご依頼いただける「登録済みユーザー一覧」
　・自社の事業所情報の修正をご依頼いただける「事業所情報修正依頼」
　の4項目が表示されます。
　目的に応じてそれぞれの項目をクリックすると、詳細ページが表示されます。

【JIMGA窓口担当者以外の方の会員ページ】

　JIMGA窓口担当者以外の方の会員ページでは、
　・ユーザー登録されたご自身の情報を確認、修正できる「ユーザー情報」
　・所属されている会員企業の情報を確認できる「事業所情報」
　の2項目が表示されます。
　目的に応じてそれぞれの項目をクリックすると、詳細ページが表示されます。
　また、ページ下部にJIMGA窓口担当者の方が表示されますので、ご自身で変更できない箇
所の修正はJIMGA窓口担当者の方にご依頼ください。

【ご注意いただきたいこと】
　現在のJIMGAウェブサイトでは、旧ウェブサイトでご使用いただいていた会社ごとのIDとパスワ
ードではログインすることができず、個人ごとのIDとパスワードでログインしていただく必要があり
ます。新たにご自身のID（メールアドレス）とお好みのパスワードでユーザー登録をしてください。
　ご不明な点がございましたら、下記宛お問い合わせください。
日本産業・医療ガス協会　運営グループ　TEL：03-5425-2255  E-mail：somu@jimga.or.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（運営グループ 事務局）
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　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8月15日~2021年10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/

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●

2021.10.15　厚生労働省主催「医療安全推進週間」のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1071

2021.10.15　「在宅酸素火災予防キャンペーン」第3回川柳コンクール審査結果
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1070

2021.10.15　津波防災の日に係る緊急地震速報訓練のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1069

2021.10.15　「2021年平時を含む災害対応体制及び緊急災害時の課題に関するアンケート」 
　　　　　　へのご協力のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1067

2021.10.13　「プラントの保全管理」(初版)発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1068

2021.10.12　しわ寄せ防止キャンペーン月間
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1066

2021.10.11　「CO及びCO/CO2 混合ガス用鋼製容器不具合の防止」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1065

2021.10.07　職場での転倒災害を予防するための取組の推進について(厚生労働省）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1064

2021.10.01　オンデマンドセミナー「炭酸ガス保安講習会」の申込受付を開始しました！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1063

2021.09.30　JIMGA REPORT 2021を発行しました
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1062

2021.09.29　ワクチン接種進展を踏まえた今後の感染防止対策と社会経済活動再開に向けた
　　　　　　政府方針について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1061

2021.09.29　令和3年台風第16号に対する警戒と安全確認の対応について(厚生労働省事務連絡）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1060
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2021.09.28　東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク2021の開催について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1059

2021.09.27　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～
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1058

2021.09.26　「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン(流通
　　　　　　改善ガイドライン)」の改訂案に関する意見募集(パブリックコメント)について
　　　　　　(厚生労働省）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1057

2021.09.24　第24回日本医療ガス学会学術大会・総会のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1056

2021.09.22　価格交渉促進月間を踏まえた取組の促進について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1055

2021.09.21　炭酸ガス関連図書の商品入れ替えに伴う注文受付の一時中止について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1054
　
2021.09.17　新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1053

2021.09.16　新型コロナウイルス感染症に係る職場における積極的な検査の実施について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1052

2021.09.16　会報医療・JIMGAnewsに関するアンケートご協力の御礼
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1051

2021.09.14　職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書(厚生労働省）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1050

2021.09.13　【再掲】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
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1049

2021.09.13　令和3年台風第14号に対する警戒と安全確認の対応について(厚生労働省事務連絡）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1048

2021.09.13　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(再掲）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1019

2021.09.10　感染拡大防止徹底のお願いと今後の政府方針について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1047

2021.09.09　危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1046

2021.09.09　特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1045
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2021.09.08　医療ガス安全教材(ビデオ教材)視聴のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1044

2021.09.07　《九州地域本部》 2021年度炭酸ガス保安講習会 開催のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1041

2021.09.06　「アセチレン発生プラントの機械保全」初版発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1043

2021.09.03　リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について(厚労省事務連絡)
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1042

2021.09.02　入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)における火
　　　　　　気取扱いの注意について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1040

2021.08.31　JIMGAnews 第65号発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1039

2021.08.31　価格交渉促進月間／適正取引オンライン講習会のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1038

2021.08.27　入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)の整備について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1037

2021.08.26　新型コロナウイルス肺炎の急増と酸素使用量について【注意喚起】
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1036

2021.08.26　令和3年度医療ガス安全管理者講習会(医療機器センター主催)受講受付延長のお知らせ
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1035

2021.08.25　新型コロナウイルス感染症に係る医療用酸素ガスボンベの代わりに工業用酸素
　　　　　　ガスボンベを用いて医療用酸素ガスを供給すること等について(医療機関及び
　　　　　　製造販売業者等への周知依頼)
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1034

2021.08.20　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
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1033

2021.08.20　【再掲】【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

2021.08.18　価格交渉サポートセミナー(オンライン講習会)の開催について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1031

2021.08.18　新型コロナウイルス患者の療養に当たって必要な酸素濃縮装置の安定供給について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1030

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●
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12年選手となった愛車のパワステオイルが少し漏れてると妻

から報告があった。応急処置はしたけど、次の車検を通すに

は大きな部品の交換が必要かも、、、という話なので、急遽

クルマの買い替えを検討するハメになった。

我が家の車庫寸法を測ってみる。妻が以前から目をつけていたSUVは微妙に入らなさそう

だ。まずは中古車買取業者で愛車の査定額を聞いて、順に新車ディーラーを回ることに

した。

最初に最有力候補としていた愛車の後継車種に乗ってみたが、どうも物欲が湧いてこない。

こりゃダメだ。早々に退散し次のディーラーに行く。今度は少し小さなクルマなのでゴルフ

バッグは3つしか乗らないが、思ったよりいい感じだ。妻は乗り気ではなかったが、一応見積

をもらっておくことにした。

妻の一押し車がある近所のディーラーに行ってみた。イケメンの営業マンに車庫に入るか試

してもらったところ、なんと、ギリギリ入ってしまったではないか。妻がニターっと笑ってこ

っちを見ている。もはやこれ一択のご様子だ。納車に半年はかかると思っていたが、「1台だ

けディーラーで確保している車体があるので、それだったら1ヶ月以内に納車できます」と

のこと。聞くと偶然にも候補にしていた仕様だ。値引きも下取り金額も想定以上。妻の顔を

チラッと見た。「早よ買うって言いや」と言わんばかりの目でこっちを見ている。「じゃ、買

います。」

「これまでで家の次に高い買いもんしたなあ」と

妻が上機嫌で言ってきた。「ちゃうちゃう、僕に

とって一番高い買いもんは、ランニングコストが

かかる専業主婦のあんたやで。このクルマは3番

目やな。」「あっはっはっは、ほんまやなあ。で

も、妻は買い替えでけへんから、ボケても一生面倒みなあかんで～。」 まいった。降参だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(広報担当　岩戸 康人)

気ままに
コラム
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