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表紙の写真は、鮭川村のトトロの木を夕方撮影したものです。
樹齢は俗に 1000 年といわれ、根回り 6.3m、樹高約 20m、枝張り 17m もある巨杉です。
幹が三又状に分かれており、その根元には山神様が祀られています。

［ 支部長就任のご挨拶 ］
支部長

佐藤

智

山形県支部会員の皆さまにおかれまして

このように電気を取巻く環境が変化する

は、日頃より支部の諸活動に対し、格別のご

中、会員の皆さまにおかれましては、電気技

高配を賜り厚く御礼申し上げます。

術者として責任感・使命感のもと、長年培わ

このたび、田中前支部長の後任として支

れた高度な技術と知識、そして豊富な経験則

部長に就任いたしました、新庄地区（会員

を如何なく発揮されて、会員の皆さまと共に

No.317）の佐藤智でございます。

情報共有化を進められ、地域社会のインフラ

支部・協会発展のため、微力ではございま

を担う業務に貢献していただきたいと存じ

すが、力を尽くしてまいる所存でございます

ます。

ので、何卒よろしくお願い申し上げます。
昨年末より降雪が少なく業務はスムーズ

支部といたしましても、会員の皆さまの更

に行え、令和２年度を迎えようとしたまさに

なる技術力の研鑽や後進の指導育成、また情

その時期に、新型コロナウイルス感染症の発

報の共有化等について引き続きお役に立て

生によって、生活も経済活動も一変してしま

るよう、ご意見やご指導を賜わり様々な工夫

いました。私達を取り巻く環境も変化して、

をしながら、支部事業活動を推進してまいり

支部会員の皆さまもご苦労なさったことと

たいと思っております。

心中お察し申し上げます。皆さまのご協力を
いただきまして、支部活動も 6 月を迎えてよ

最後になりますが、電気保安管理に携わる

うやく開始できましたことに御礼申し上げ

皆さまにおかれましては、時代の要求に応え

ます。

るなどの臨機応変な対応を求められる機会
も多いことと存じます。いかなる状況におい

さて、昨今では電力の小売全面自由化によ

ても安全作業第一で更なるご活躍を心から

る競争が激化している状況に加え、電力会社

祈念いたしますとともに、今後も当協会・支

の分割化、再生可能エネルギーや、ＡＩ技術

部への変わらぬご支援・ご鞭撻を賜りますよ

の活用などをはじめとした次世代技術の導

う、心からお願い申し上げまして、支部長就

入等、電力システムや電気技術は大きな転換

任の挨拶といたします。

期を迎えております。
－
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山形地区 会員番号 547

当協会の会員として入会してから２０年

池垣 良広

本来であれば支部長交代のタイミングで

の節目の年に、このような表彰をいただき大

会計担当の私も交代すべきところでしたが、

変恐縮しております。そして、田中支部長の

やむなく継続することになり、結局８年間も

ご厚意により推薦していただいたことに対

やることになりました。

し、厚く御礼申し上げます。

私にとって役員会に参加することは、とか
く単調になりがちな点検業務の合間に、皆さ

地区幹事として初めて役員会に参加した

んよりいろいろな話を聞くことができ、大変

のは、村上さんが支部長の時でした。あれか

有意義な時間であったと感謝しております。

ら 14 年間、阿部さん・江澤さん・田中さん
と、４人の支部長と多くの役員の方達と共に、

20 年前は末席だった私が、今は上から数

微力ながら支部運営に携わることができて、

えたほうが早くなってしまいましたが、これ

とても楽しい日々だったと思います。

まで多くの先輩が退会され、代わりに新たな

阿部さんが支部長のときに、初めて支部の

会員が入会されています、機会があったら役

会計担当になりました。簿記等の知識がほと

員会に参加するのもいい経験になると思い

んどなく試行錯誤の連続でしたが、なんとか

ます。

自分なりにまとめることができるようにな

今回、支部長が交代され役員も入れ替わり

りました。そのような中で本部との連結決算

新体制となった矢先に、新型コロナウイルス

の話が出て、その準備や他の県支部と項目を

で大変なことになっています。役員会の開催

合わせる作業には、かなりの時間を費やしま

時にはくれぐれも感染にご留意くださるよ

した。

うお願いいたします。

－
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鶴岡地区 会員番号 937

石塚 岳敏

中学校・高校と計 6 年間、柔道部にて活動

北海道、ディズニーランド、ユニバーサルス

しておりました。管理技術者の大久保秀樹さ

タジオ、京都、黒部ダム、北アルプス一周な

んとはその時に出会いまして、一緒に柔道を

ど、年に２．３回ほど旅行をしておりました。

しておりました。
高校生の時は、管理技術者の山田勝太郎さ
んのお宅で、趣味のバンド練習もしておりま
した。夜の 10 時まで住宅街でドラムをたた
いておりまして、その節は大変ご迷惑をおか
けしました。勝太郎さんの次男の琢くんとは
小学校からの友達でした。
高校卒業後スノーボードに興味を持ち、蔵
王の某ホテルにてスノーボードをしながら、

また、消防団活動を２０年ほどしておりま

アルバイトを約半年間行いました。実は、蔵

した。管理技術者の長谷川充さんとは、その

王のホテルでアルバイトをしている人は、休

時に再開しました。となりの集落で、同じ小

み時間にはリフト乗り放題の特典があった

学校の三つ下が長谷川さんでした。私の住ん

のです。

でいる水沢地区とは仲が良かったので、よく

その後、登山、渓流釣り、カヤック、カヌ

合同反省会をしておりました。

ー、ボルダリングなど、アウトドア系の趣味

最近は、三交代の仕事を退職して一年ほど

が好きで、長男が生まれるまでは、ほとんど

経過し、体調が良くなってきましたので、筋

外で遊んでいました。

トレや朝のウォーキングを再開しました。お

27 才で長男が生まれ、それから次男、三

誘いがあり、ゴルフの打ちっぱなしもたまに

男、長女が生まれ、子育てが趣味となり、外

行ったりしています。

ではあまり遊べなくなりました。そのころ古

皆さま、よろしくお願いいたします。

い中古のキャンピングカーを購入し、家族で
－
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仕事上の失敗談、事故事例、ヒ
ヤリハットなどを紹介して頂く
コーナーです

山形(2)地区

会員番号 910 相澤

和幸

『失敗は成功のもと』、このことわざはよ

た。しかし、そんなことを言っていたら仕事

く使いますし、失敗した時の慰めの言葉でし

ができません。失敗を恐れず頑張ろうと自分

た。

を奮い立たせました。

改めて意味を調べてみると、
町内にある某高校ヘアタックを始めまし
｢失敗は成功のもと｣とは、失敗しても、その

た。その高校はその年に校舎を改築しており、

原因を追究したり、欠点を改善していくこと

電気設備も新しいので、トラブルも少ないだ

で、かえって成功に近づくことができる

ろうと安易な考えで臨みました。
まずは電話で某協会の管理を確認し、事務

と書いてありました。

長さんヘアポを取りつけ、後日伺うことにし

私はこれまで、失敗の原因を改めて追及や

ました。

改善をして物事にあたっていただろうか。失

当日、新人研修会で学んだ書類等を準備し

敗はミスから起きると考え、ミスをしないよ

て車でいざ出発。冷房も効かないうちに駐車

うにと考える程度だったように思います。し

場につきました。その時、生徒さん達の話し

かし、どうしてもミスは起きるので、ミス日

声がにぎやかに聞こえてきて、これは私への

記を付け仕事に生かそうと思っているこの

エールにも聞こえ、緊張で身震いさえしまし

頃です。

た。事務室へ向かう廊下でも、生徒さんたち
の元気な挨拶に緊張もピークになりました。

開業当時は、冷静に対応できず失敗の繰り
返しでした。初仕事は、お客様を獲得するた
めの営業でした。私は子供の頃から、人前で
話すことが大の苦手で、緊張して話ができな
い場合が多々ありました。機械いじりなどは
得意分野でしたが、営業などはまず無理でし
－
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その事務長さんも県私学事務長会議のメ
応接室へ案内され、無事に事務長さんとの

ンバーであり、やはり当協会のことは知って

商談が始まりました。その中で｢電気管理技

いました。生徒数も減りつつあり、節約を迫

術者協会のことは知っている｣と言われ、県

られ悩んでいたそうです。それゆえ私の話に

内の私学事務長会議で、米沢市の某高校では

のってくれて、トントン拍子に進みました。

うちの協会会員と契約しており、その仕事ぶ

まずは、某協会さんの料金と年次点検結果

りの話があったそうです。

報告書等をコピーしていただきました。更に

トラブルの時は即対応してくれて、本人が

次年度は電気設備を増やし、冷房をすべて電

来られない時は代行者の方が来て対応して

気に変え、自己消費する太陽光発電を設置す

くれるので、とても助かっている旨の話でし

る工事に入るとのことでした。これを聞き、

た。それからは緊張も緩み、話もスムーズに

これは逃せないと考え、下手な話術ではあり

運び、現在の料金や点検結果報告書、キュー

ますが心を込めて説得しました。

ビクルなど、私の知りたい情報を教えてもら

某協会は絶監等で隔月点検でしたので、私

いました。後日、見積書の提出を約束し車を

は、匂い・音・目視等の五感を使って点検し

出しました。

ますとアピールしました。点検の仕方に同意

見積書は提出したものの、そこからが私の

していただき、見積書を出して理事長へ稟議

嫌な性格が出てしまいました。見積書の返事

をかけると言ってくれました。

を催促できずに、ただただ待っていたのでし

それから見積書を提出し、数日後に電話確

た。何度となく電話しようと考えたのですが、 認し、｢今、理事長と検討中｣との返事をもら
忙しいところにあたり不愉快な思いをしな

いました。来年度の事業計画作成中に再度電

いだろうかとか考え、尻込みしてしまって連

話したところ、｢契約する方向で考えている｣

絡をとることができませんでした。

とのこと、無事 2 月に契約の返事をいただ

結局仕事はもらえず失敗でした。競合相手

き、3 月には契約締結となりました。

より積極的に出ないとダメだと反省し、やむ
なく次へと切替えました。

今回は積極的に営業をかけ、以前のように
待ち姿勢であったら、相手に不安を与えてし

そんな時、知人と話をする機会があり、駅

まい仕事はもらえなかったかもしれないと

近くのＹ高校へ出入りしている旨の話で、事

反省しました。それと同時に知人との人間関

務長さんとも面識があり、話を聞いてくれそ

係を大切にしてきたのが、今回の成功につな

うなので営業してみたらと教えてもらった

がったのだと思いました。

のです。早速電話でアポを取り、営業に向か

今後も、このことを踏まえ、
『失敗は成功

いました。

のもと』でいきたいです。
－
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「名産品」「お祭り」「グルメ」「観光地」などな
ど、皆さんの地元のご自慢情報を紹介して頂くコー
ナーです

山形(1)地区 会員番号 817

私の誇れるおすすめスポットは、西蔵

菊地

◆ザゼンソウ

王のふもとにある「山形市野草園」です。

＜花期：4 月上旬～4 月下旬＞

標高 550ⅿ位の所にあり、瀧山が目の前

春の訪れと共に咲く植物の代表花で山間の

にそびえ立ち、とても空気が爽やかな所

湿地に自生します（多年草）

です。
場所は、国道 13 号より、市道三本木線
経由で約 15 分のところです。自然との
ふれ合いや、風景と植物を観察しながら、
楽しみつつの散策は心が癒されます。
さて、私は健康に留意しながら今でき
ることを探して、頑張っていかなければ
と思っているところです。
そのために、野草園にはウォーキング
を兼ねて足を運ぶようにしており、心身

◆ミズバショウ

ともにリフレッシュできます。

＜花期：4 月上旬過ぎ～5 月上旬過ぎ＞

毎年、季節ごとの花が開花した頃に、心

ザゼンソウより少し遅れて咲き、少し長く咲

弾ませ妻と一緒に、デジカメ持参で絵心

いています。花の後に葉がとても長く伸びて

も忘れずに出かけます。

きます。（1m くらい）

野草園には約 1200 種の植物が四季

山間の湿地に自生します（多年草）

折々に咲いています。園内には自然学習
センターもあり、色々な催し物を行って
います。

では、主な花と鮮やかに花咲く季節を
ご紹介します。

－
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豊

◆オオヤマザクラ

◆クリンソウ

別名／エゾヤマザクラ・ベニヤマザクラ

＜花期：5 月中旬～6 月中旬＞

＜花期：4 月下旬～5 月上旬＞

山間地の湿地帯を好む。多年草。

花も葉もヤマザクラより大きいので、「オ

見頃になれば、赤紫色の花が楽しませてく

オヤマザクラ」の名がある。

れます。

「ベニヤマザクラ」の名は、花の色が濃い

爽やかな新緑の中、可憐に咲く花を見て、

ことによる。

心をリフレッシュしています。

北海道に多いことから「エゾヤマザクラ」
ともいう。（北海道から東北に多い）
地元でも様々な場所に咲いており、力を入
れているようです。年々成長が楽しみです。

◆ミヤマカスミザクラ
＜花期：5 月初旬～5 月中旬＞
2012 年に命名された、
“世界にひとつだけの桜”
です。

今回は春の花をご紹介しましたが、
・キキョウ（7 月下旬～9 月上旬）
・オミナエシ（7 月下旬～9 月中旬）
などもおすすめです。
もし機会があれば、ぜひ皆さんも足を運ん
でみて下さい。

－
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お子さん、お孫さん、或いはペットなどにつ
いて、イクメンぶり、ジジばかぶりなどを紹
介して頂くコーナーです。
･･･もちろん、本物の宝物でも大丈夫です。

置賜地区 会員番号 795

「我が家の宝物」というテーマの依頼を受

舩山 和彦

良い小高い丘で、飯豊山や朝日連峰が見える

け、何を書けばと思案しました。

風光明媚な場所です。近くには縄文村、川西

掛け軸や花瓶など少しはあるのですが、家

町には下小松古墳群があり、我が家の周りに

宝と呼ばれるような代物はないので困って

も成島焼の窯があります。良質な粘土が取れ

しまいました。

ることからも、弥生人が居住していたことが

ふとショウケースを見ると、1 片の土器の

想定できます。

破片が目に付きました。

父母はデラウェアの苗木を多数植え、ぶど
う生産の稼ぎで、私と弟を大学まで出してく
れました。
私も中学生頃までは手伝いをしており、自
転車でぶどう園まで往復するのが日課でし
た。初夏はぶどうのジベレリン処理作業、袋
掛け作業や収穫期には出荷の手伝いをした
ことを懐かしく思い出されます。
また、ぶどうを出荷する箱作りが私の定番
仕事だった記憶があります。
土器の破片を見ていたら、NHK の朝ドラ

それは 50 年ほど前のことです。祖父母は

「スカーレット」の主人公、川原喜美子さん

家業の履物店（下駄屋）を営んでいたのです

が、女性初陶芸家を志すシーンを思い出しま

が、父母は開墾地でぶどうの苗木を植えるた

した。

め、スコップと鍬を一生懸命振っており、そ

ともあれ、土器の破片に価値があろうがな

んな姿を思い出しました。

かろうが、弥生人が住んでいたと想像すると

その開拓時に弥生時代（？）の土器の破片

幸せな気分になります。

が多数見つかり、1 個だけ手元に置き、残り

これは大古からの贈り物であり、ロマンを

は埋めたと父は言っていました。

感じますし、父母への感謝を込め「我が家の

開拓地は、長井盆地が一望できる陽当りの
－

宝物」と言える所以（ゆえん）です。
8
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* 協会本部の理事会や各委員会などについては、本部の会報をご覧ください。
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これまでの経過 ～
区分

年度

本部

R2
R1

県支部
R2

R1
各地区

R2

～

称

日

第 33 回定時総会

程

場

R2/6/2

支部だより No.58 発行

R2/1/20

第 3 回支部役員会

R2/3/2

所

備 考
山形県支部
５名

ホテル白萩(仙台市)
－
山形国際ホテル
(山形市)

13 名

支部通常総会
書面表決確認会議

R2/4/22

第 1 回支部役員会

R2/6/10

第 2 回支部研修会

R2/7/28

天童・寒河江地区
第 2 回地区研修会

R2/1/23

酒田地区 第２回地区研修会

R2/2/17

山形地区 第２回地区研修会

R2/2/25

新庄地区 第 1 回地区研修会

R2/6/25

鶴岡地区 第１回地区研修会

R2/6/26

盛華楼(鶴岡市)

7名

置賜地区 第１回地区研修会

R2/6/29

倉寿し(南陽市)
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県支部事務所(山形市)
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飲喰処 千乃松
(新庄市)
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程

電気保安教育研修会

入会

＊＊＊＊

氏

名

日

本間

隆

山形

齋藤

常雄

R2/4/1

鶴岡

石井

重郎

R2/6/30

山形

鈴木

三郎

R2/2/3

山形

佐藤

浩基

Ｒ2/3/16

山形

鈴木

文刀

R2/4/28

数

正会員

57 人

個人賛助会員
企業賛助会員

12 人
５団体

【 禁 複 写 】

栗田 浩二

前号まで旅行記を連載いただいた、本間隆さ

支部だより No.59

んが退会されてしまいました。公私にわたり大
変お世話になりましたこと、この場をお借りし

Internet 配信版
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て御礼を申し上げます。
さて、「コロナ」の 3 文字を見ない日があり
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ませんが、健康でいることの大切さを改めて考
えさせられます。ちょっとした運動や休肝日へ
の、思いだけが募ります。「明日こそ！」という
決意だけの毎日ですが、菊地豊さんのように、

編集責任者

「楽しみながら」がいいですね。
－

員
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広報委員 ／ 栗田 浩二

