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「みんなの大切な水」

　令和２年度の“みやかん”の表紙には、「2019仙台市下水道フェア児童・生徒絵画コン
クール入賞作品」の優秀作品を掲載しています。（学校及び学年は受賞時）
　仙台市下水道フェアは、展示、実演、発表、体験などを通して、楽しみながら下水道と
水環境について広く市民に知ってもらい、また考えてもらうイベントとして、仙台市下水
道フェア実行委員会主催のもとで、平成５年から開催されており、その中で、市内の小・
中学生を対象に「水」をテーマとした絵画コンクールが行われています。

表紙絵画・資料提供
仙台市建設局

今月の表紙

佐藤　祐奈さん
（仙台市立福室小学校４年生）

••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

くらしの快適を創造する

宮城県管工業協同組合
〔官公需適格組合〕

理事長　井　上　　　環
URL  http//www.miyakan.or.jp

昭和22年４月18日設立　　組合員104社・準組合員５社

〒983−0034　宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目３番33号
（総 務 部）  電話（022）239−6711　　ＦＡＸ（022）239−6601
　　　　　　  　　経理課直通電話（022）239−6712
（資 材 部）  電話（022）284−3011　　ＦＡＸ（022）284−8497
　　　　　　  　　営業課直通電話（022）284−3010
　　　　　　  　　　　　　　　　（022）284−3012
（工 事 部）  電話（022）284−5728　　ＦＡＸ（022）284−5735

（修繕センター部）  南エリア（仙台市水道局大野田庁舎内）
　　　　　　  　　　　〒982−8585　仙台市太白区南大野田29−1
　　　　　　  　　　　電話（022）304−3316　　ＦＡＸ（022）304−3318
　　　　　　  　　　北エリア（同局国見庁舎内）
　　　　　　  　　　　〒981−0942　仙台市青葉区貝ヶ森二丁目6−7
　　　　　　  　　　　電話（022）277−2251　　ＦＡＸ（022）277−2252
　　　　　　  　　　東エリア（同局卸町庁舎内）
　　　　　　  　　　　〒984−0015　仙台市若林区卸町二丁目3−1
　　　　　　  　　　　電話（022）237−5114　　ＦＡＸ（022）237−5120
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　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の状況から、当組合安全大会の開催を見送ることとしまし
たが、安全衛生活動の一環として安全スローガンを掲げ、安全標語の募集を行い、安全意識の向上と
啓発に努めることと致しました。
　今回、組合員及び組合員従業員の皆様から応募頂いた安全標語の数は、19社134名から181作品でし
た。誠にありがとうございました。
　その中から、優秀作品は総務・厚生委員会にて入賞候補作品14作品を選定し、仙台市水道局に選考
のご協力を頂いた上で、最優秀賞１点・優秀賞１点・入賞３点を決定致しました。
　例年は安全大会の席上で表彰させて頂いておりましたが、先述のとおり安全大会を中止にしたため、
入賞者の皆様へは賞状と記念品を所属会社を通じてお届けさせて頂きました。
　組合員の皆様には、今年度の安全スローガンと安全標語を掲載したポスター（下記）をご送付申し
上げましたので、どうぞご活用下さるようお願い致します。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
令和2年度宮管安全スローガンと安全標語優秀作品が決定
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㈲共立設備　出野社長

　７月17日（金）、仙台市青葉区のＴＫＰガーデンシティ仙台において、建
設業セーフワーク推進大会が行われ、組合員㈲共立設備（代表取締役社長　
出野正弘氏）が、安全管理活動が優良で長期の無災害を持続している事業
場として建設業労働災害防止協会（以下、建災防）宮城県支部長「優良賞」
を受賞した。
　大会は午後１時15分、主催者である建災防宮城県支部の千葉嘉春支部長
の挨拶に続き、来賓を代表して宮城労働局の毛利正局長より挨拶があった。
　次いで、安全衛生表彰として、優良賞20社と功績賞２名、功労賞１名が
表彰された。

建設業セーフワーク推進大会開催
～㈲共立設備が建設業労働災害防止協会宮城県支部長「優良賞」を受賞～

　続いて、宮城労働局労働基準部健康安全課の大山晶弘主任安全専門官による「セーフワーク向上宣
言で健康・安全な職場づくりを」と題した講話、取組事例の発表及び大会宣言の採択が行われ、大会
を終了した。
　例年は「産業安全衛生宮城大会」として大規模に開催されていたが、今年度は新型コロナウイルス
感染症対策のため、受賞者等約50名が参加して開催され、その模様はインターネットによるライブで
配信された。
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お知らせ
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青年部コーナー

宮管青年部新役員からご挨拶

青年部副会長に就任して
副会長　大友　　進（東水工業㈱）

　この度、副会長の大役を仰せつかりました東水工業㈱の大友です。
　正直申しまして、分不相応だと思っております。何が出来るのかと聞かれた
ら、何も出来ませんと答えます。ただ、平成10年入会ですので他の方より少し
経験は多いかなと。「あの時はああした、こんな時はこうした」と、出来る限り、
これからの青年部を担っていく方たちに伝えていくのが私の仕事ではないかと
考えております。
　この非日常的な日常の中、皆さんと活動出来ることを感謝しております。ど
うぞよろしくお願い致します。

代表幹事に就任して
代表幹事　神田　和隆（㈲明和設備工業）

　この度、代表幹事を仰せつかりました㈲明和設備工業の神田です。
　引き受けたからには、第14代会長の大泉会長を筆頭に青年部活動を「楽しく」
行い、また、参加する皆様が「楽しめる」ような会にしていければと思います。
　また、近年は青年部も「少子高齢化」の波には逆らえず卒業ラッシュとなっ
ております。怖いと呼ばれる先輩たちも「三人減り」、「一人減り」、ついには、
怖いと呼ばれる先輩は「二人」となってしまいました。（笑）
　ただ、この怖いと呼ばれる先輩たちは、自分たちのことを思って厳しいお言
葉をかけていただいていると勝手にポジティブに理解をしております。（本当
は皆さんお優しいです、汗）
　自分も先輩方を見習って若い人たちの為に、行動できるような優しい先輩に
なれるように頑張りたいです。

青年部幹事に就任して
幹事　星川　　勇（㈲嘉平工業所）

　今年度より幹事を仰せつかりました㈲嘉平工業所の星川です。
　４年ぶりに青年部の幹事という重責に就任することになり身に余る思いでは
ございますが、以前に幹事をしていた時の経験を活かし、青年部がさらに活性
化し会員の皆さんが楽しく活動できるよう努めて参りたいと思います。皆様の
ご指導、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
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幹事に就任して
幹事　髙田　浩之（ウォーターワークス仙台㈱）

　今期、会計幹事を仰せつかりましたウォーターワークス仙台㈱の高田です。
　未曽有の災禍で今までの活動常識が大きく変わろうとしている中、重責を賜
り無事務められるか甚だ心配ではございますが、青年部会員がより良い活動を
行えるよう努めて参る所存でございますので、諸先輩方はじめ皆様より温かい
ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。
 

所信表明
監査　扇　　俊介（藤倉設備工業㈱）

　令和２年度、監査を拝命いたしました藤倉設備工業㈱の扇です。
　平成18年（2006年）に初めて役員を拝命し、はや14年が経ちました。この間
に東日本大震災やコロナウイルスに伴うパンデミックなど様々な困難が宮管青
年部一同に襲い掛かりましたが、何とか今日まで青年部の仲間と共に多彩な事
業に一生懸命取り組んで参りました。今後は卒業までの残り少ない限られた時
間の中、監査という立場から誠心誠意尽力して参りたいと存じます。　
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　「埋もれ木細工」は、仙台市青葉区青葉山・太白区八木山一帯の亜炭層から採掘された埋もれ木を
使用して作った全国でも珍しい工芸品です。黒褐色の木目と漆の美しい光沢が重量感と気品を感じさ
せ、お盆、銘々皿、ブローチ、茶托などが人気です。

◇歴史
　埋もれ木は、約500万年前に埋もれた樹木が地圧と熱で炭化してできたものです。古くは仙台市南
端を流れる名取川周辺の埋もれ木が有名で、香炉の灰として珍重されていました。
　文政５（1822）年、仙台藩の足軽だった山田周吉が、竜ノ口渓谷（現：仙台市青葉区荒巻）で埋も
れ木を発見し、「掻

かい

敷
しき

（器に盛る食べ物の下に敷く木の葉や紙）」を作ったのが起源といわれています。
　その後、埋もれ木を使った細工作りは、川内山屋敷の足軽の内職として行われるようになりました。
最盛期だった明治中頃から大正時代には、仙台市内に130人以上の職人がいたそうですが、現在は、
秋保工芸の里に工房を構える二人だけです。
　固くてもろい埋もれ木を掘り込み、漆塗りを繰り返して木目を際立たせる工法は独特で、昭和57

（1982）年には、宮城県知事指定伝統的工芸品に指定されました。 

◇埋もれ木の樹種
　主に、メタセコイヤといわれる大木と推定されている。

◇製法・工法
　埋もれ木細工は、ナタで形を切り出しノミでくりぬく「刳

くり

物
もの

」の技法で作られ、「雅
が

」と呼ばれるざらっ
とした埋もれ木の風合いを一部に残したり、「拭

ふき

漆
うるし

」を行って深く美しい艶を出したりするのが特徴。 
　①木取り
　　ナタを使って埋もれ木から大まかな形を切り出す。
　②くり抜き（彫刻）
　　ナタで木取りした後にノミを使ってくりぬく「刳物」と呼ばれる技法。木材加工の最も原始的な

技のひとつとされ、自由に形づくれるのが特徴。手作業でひたすら木をくりぬく体力と根気が必要。
　③研き
　　くり抜いた木地を研く。
　④拭漆
　　木地に漆を直接摺り込み、余分な漆を拭き取り、乾いたら磨く工程を繰り返すこと。これにより、

木目をより一層美しく見せたり、使用時に汚れや傷を付きにくくする。

仙台と言えば…　「埋もれ木細工」

Mr. みやかん

昭和 30 年代以降、家庭の燃料が石油に変わっていくにつれて亜炭の採掘
は行われなくなりました。そのため、亜炭の副産物だった埋もれ木も採れ
なくなってしまったそうです。現在は、数十年前に蓄えた材料があるのみ
だそうで、その材料を大切に使いながら製作が続けられています。 
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Mr. みやかんの「これ知ってる？」

七十二候

　朝夕冷えてきました。10月３日頃は、七
しち

十
じゅう

二
に

候
こう

では、水
みず

始
はじめて

涸
かるる

といいます。
　天気予報などでよく耳にする二

に

十
じゅう

四
し

節
せつ

気
き

は、半月毎の季節の変化を示しています。それに対して、
七十二候とは、二十四節気をさらに約５日ごとに分け、気象の動きや動植物の変化を短い言葉で表現
したものです。現代生活の中では馴染みがないものもありますが、その季節の兆しを伝え、繊細な四
季の移り変わりを知らせてくれます。
　今回はその七十二候をご紹介します。
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Mr. みやかん

七十二候は、二十四節気と同様、古代中国で作られました。二十四節気は
古代から変更されることなく使用されてきましたが、七十二候は何度も変
更されています。日本でも、江戸時代に日本の気候風土に合うよう「本朝
七十二候」が作られました。なお、「気候」という言葉は二十四節気の「節
気」と七十二候の「候」が語源だそうです。
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　思い出
㈱赤間総業　代表取締役社長
宮城県管工業協同組合 
理事　赤　間　勇一郎

　『みやかん』編集・発行を担当する広報委員会の委員長を仰せつかっております赤間です。これよ
り１期２年間、委員会の皆様、執筆頂く方々、読んで頂く皆様方には何卒御協力の程宜しくお願い致
します。
　さて、以前、このコーナーで小川本部長（理事）が若い頃に色々なアルバイトを経験したという話
がありましたが、思い起こすと、私も幼少の頃から結構働いていたなぁ…という話になります。
　家が農家でしたので、小学校低学年の頃から夏休みになると、朝のまだ真っ暗な頃にたたき起こさ
れ、畑でジャガイモ掘りをさせられました。毎年夏休みが来るのが、本当に嫌だった思い出がありま
す。ジャガイモを植える時期が来れば、保管しておいた種芋の芽を見ながら２ないし３個に切り分け、
切った断面は腐らないように糠をつけて袋に詰める作業もありました。秋になれば、収穫した大根を
２本ずつ葉ごと藁で結び足場パイプに吊るし、漬物にするために干したり、豆類は房が付いている枝
ごと乾燥させたのち、棒で叩いて種類ごとタマネギ袋に詰めたりもしました。とにかく一年中色々な
野菜を収穫しておりました。
　その他、米も作っていたので収穫した稲を田んぼで乾燥させたり、落穂を拾ったり、小学生ながら
収穫した米俵を運んだりもしました。地下鉄泉中央駅が開業してからも、駅の目の前で田植えをした
思い出があります。
　小学校５年生になると、父親から「なに毎日遊んでいるのだ！」と怒られ、「バイト代やるから、
明日から現場に行ってこい」と言われ、次の日から高校２年生まで、春休み・夏休み・冬休みと毎
回弁当を持たされ現場に出ました。職人さんに「鉄管を芯々 20と言ったら、16センチで切ってこい」
と言われれば、昔なので、ねじを切って油を拭いて面取りをして、糊付けて、コア入れて、木ハンで
叩いて、職人さんに渡して…。ある冬休みには、雪が深々と降るころに、竣工間近だったのか？皆で
外配管をやっている中、私は建物から出た振れ止めまでの配管に保温材を付けてキャンバステープで
巻いて糊付きのテープで固定して…。今考えれば、虐待では？と思いますが、これが普通だと思って
いたのと自然と働く癖がついていたので、当時は何とも思いませんでした。が、流石に高校生になる
と遊ぶ方が楽しくなり、段々と現場へは行かなくなりました。
　しかし、今思えば子供の頃のこういった経験が、現在の仕事や営業、社会で生きていくうえで役立っ
ているのかなと思う今日この頃です。

Note役員ノート
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組 合 の う ご き

７月３日（金）・資材委員会開催
　　　　　　　①令和２年５月迄の資材販売実績報告
　　　　　　　②第29回宮管・管工事機材展示会について
　　　　　　　③資材特価セールについて
　　　　　　　④中間棚卸しについて
　　　　　　　⑤機関誌“みやかん”への執筆者について
７月６日（月）・広報委員会開催
　　　　　　　①“みやかん”盛夏号の発刊について
　　　　　　　②各コーナーの執筆者について
７月７日（火）・総務・厚生委員会開催
　　　　　　　①委員会所管事業の実施について
　　　　　　　②安全スローガンと安全標語の選定について
　　　　　　　③機関誌“みやかん”への執筆者について
７月９日（木）・７月度理事会開催
　　　　　　　※報告事項
　　　　　　　①庶務報告
　　　　　　　②共同事業実績報告
　　　　　　　③広報委員会報告
　　　　　　　④総務・厚生委員会報告
　　　　　　　⑤資材委員会報告
　　　　　　　⑥組合員の脱退について
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①令和２年度地区連絡会ブロック会議の開催について
　　　　　　　※その他
　　　　　　　①８月度定例役員会の開催日変更について
　　　　　　　②お盆休みについて
　　　　　　・第２回（公財）仙台市水道サービス公社事業経営基本計画検討委員会に井上理事長出席
７月14日（火）・令和２年度随時実施技能検定（建築配管）実技試験が実施され、相澤十四男会長（㈱

相澤設備）が技能検定委員として運営にあたる
７月17日（金）・建設業セーフワーク推進大会が開催され、席上、組合員㈲共立設備（出野正弘社長）

が建設業労働災害防止協会宮城県支部長から優良賞を受ける
７月30日（木）・令和２年度第１・四半期監査会開催

８月５日（水）・組合員阿達住設㈱ 代表取締役社長 阿達德治様の一般焼香に井上理事長参列
８月20日（木）・８月度役員会開催
　　　　　　　※報告事項
　　　　　　　①庶務報告
　　　　　　　②共同事業実績報告
　　　　　　　③第１・四半期決算報告
　　　　　　　④第１・四半期監査報告
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　　　　　　　⑤仙台市指定給水装置工事事業者の新規指定並びに排水設備工事業者の新規承認につ
いて

　　　　　　　⑥令和２年度青下の杜プロジェクト企画の中止について
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①宮城県立仙台高等技術専門校設備工事科の生徒を対象とした「配水管技能講習」の

実施協力について
　　　　　　　②災害復旧応援対策本部員の一部変更について
　　　　　　　③派遣社員の直接雇用について
８月21日（金）・㈱宮城県管工事会館監査役会に吉田専務理事、武田監事出席
８月27日（木）・令和２年度随時実施技能検定（建築配管）実技試験が実施され、福田幸穂社長（㈱加

納工業所）が技能検定委員として運営にあたる
８月29日（土）・組合員㈱丹野設備工業所 丹野満倉社長のご尊父丹野茂夫様の一般焼香に井上理事長

参列

組合員のうごき

○組合員代表者変更

　株式会社 宮城県管工事会館（№147）  【令和２年６月26日付】

　　　　　　　　　　　新　代表取締役　菅　原　雅　美
　　　　　　　　　　　前　代表取締役　内　海　　　透
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　当組合員阿達住設㈱ 代表取締役社長 阿達德治様におかれまして
は、８月２日に逝去されました。86歳でした。
　阿達さんは、昭和43年に阿達ポンプ店を創設（昭和62年に㈲阿達
ポンプ水道工業へ法人化、平成９年に現在の阿達住設㈱へ組織変
更）、以来、終始一貫して、地域に根差した管工事業者として、一
般住宅の給排水設備工事を通して住環境の整備に尽力されました。
　組合へは平成３年３月に加入頂き、組合と業界発展にお力添えを
頂いておりました。

　時節柄、葬儀は８月６日（木）午後１時から近親者のみで執り行われ、組合を代表して井上
理事長が一般焼香に参列しました。
　謹んで故人のご冥福をお祈り致します。

訃　　　報
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理事（役員）会報告

－７月度理事会－  

１．日　　時　　令和２年７月９日（木）15：00 ～ 16：00
２．場　　所　　宮城県管工業協同組合　３階　研修室
３．出 席 者　　理　事　　井上理事長・菅原副理事長・小林副理事長・吉田専務理事・藤井理事
　　　　　　　　　　　　　赤間理事・松岡理事・小野理事・小川理事・渡辺理事・郷古理事
　　　　　　　　　　　　　相澤理事・大浦理事・服部理事　　　　　　　　　　　　　　　計14名
      　　　　　　事務局　　須藤事務長・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務課長　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名

４．議題及び議事経過
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務課長より、組合の６月の主な会議及び行事等について報告され、一同了承した。

②共同事業実績報告
　小川理事より資材と工事の各共同事業について、それぞれ６月度の実績と予算比、及び前年比等が
報告され、一同了承した。

③広報委員会報告
　赤間広報委員長より、７月６日に開催した首題委員会で機関誌「みやかん」盛夏号の掲載予定記事
等の内容を検討したこと、次いで機関誌各コーナーへの向こう２年間の執筆予定者案については、次
回広報委員会で一部再検討することとし、一同了承した。

④総務・厚生委員会報告
　松岡総務・厚生委員長より、７月７日に開催した首題委員会で、令和２年度事業として予定してい
た各所管事業の実施について、新型コロナウイルス感染症の状況を勘案して検討した結果、給水装置
工事主任技術者試験受験準備講習会は感染予防対策を講じて実施計画を進め、その外（経営セミナー・
親善ゴルフコンペ・親善ボウリング大会）は実施を見送ることとしたこと、次いで安全スローガンと
安全標語を選定したこと、機関誌「みやかん」への執筆予定者を選定したことが報告され、一同了承
した。

⑤資材委員会報告
　渡辺資材委員長より、７月３日に開催した首題委員会において、令和２年５月迄の資材事業実績と、
次いで、本年９月５日（土）に予定していた第29回管工事機材展示会は、新型コロナ感染症の状況を勘
案して今年度の開催を見送ることとした旨、その代替として７月から月替資材特価セールの実施を検
討すること等が説明された他、機関誌「みやかん」への執筆予定者を選定したことが報告され、一同
了承した。
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⑥組合員の脱退について
　須藤事務長より、組合員１社より会社解散に伴う脱退届が令和２年７月６日に提出されたこと、つ
いては、解散日である令和２年５月31日付けで法定脱退処理とする旨が説明され、一同了承した。

※協議事項
①令和２年度地区連絡会ブロック会議の開催について
　千葉総務課長より、今年度地区連絡会ブロック会議の開催の是非について諮られ、協議の結果、新
型コロナウイルス感染症の状況を勘案して今年度は書面で開催することとし、寄せられた意見等に対
しては後日文書回答することで一同了承した。

※その他
①８月度定例役員会の開催日変更について
　吉田専務理事より、８月度定例役員会の開催日をお盆明けに延期し、８月20日としたい旨が説明さ
れ、一同了承した。

②お盆休みついて
　吉田専務理事より、今年度のお盆休みについて、就業規則に定める８月14日～ 16日の３日間に加え、
８月13日を時季指定休暇制度を活用した休業日としたい旨が提案され、一同了承した。

－８月度役員会－

１．日　　時　　令和２年８月20日（木）15：00 ～ 16：00
２．場　　所　　宮城県管工業協同組合　３階　研修室
３．出 席 者　　理　事　　井上理事長・菅原副理事長・小林副理事長・吉田専務理事・藤井理事
　　　　　　　　　　　　　赤間理事・松岡理事・小野理事・小川理事・渡辺理事・郷古理事
　　　　　　　　　　　　　相澤理事・大浦理事・服部理事　　　　　　　　　　　　　　　計14名
　　　　　　　　監　事　　武田監事・大泉監事・鈴木監事　　　　　　　　　　　　　　　計３名
      　　　　　　事務局　　須藤事務長・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務課長　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名

４．議題及び議事経過
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務課長より、組合の７月の主な会議及び行事等について報告され、一同了承した。

②共同事業実績報告
　小川理事より資材と工事の各共同事業について、それぞれ７月度の実績と予算比、及び前年比等が
報告され、一同了承した。
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③第１・四半期決算報告
④第１・四半期監査報告
　須藤事務長より、第１・四半期（令和２年４月１日～令和２年６月20日）の決算内容が報告された後、
武田監事より、７月30日に行った監査の結果について適正に会計処理されている旨が報告され、一同
了承した。

⑤仙台市指定給水装置工事事業者の新規指定並びに排水設備工事業者の新規承認について
　白戸工事部次長より、仙台市指定給水装置工事事業者は令和２年４月から令和２年７月末迄に13社
が新たに指定され、５社が指定廃止となったことから、７月末現在の指定業者数は620社になってい
ること、また、排水設備工事業者は８月１日付けで新たに４社が承認された一方、６社が承認取り消
しとなったため、同日現在で379社になっていることが報告され、一同了承した。

⑥令和２年度青下の杜プロジェクト企画の中止について
　藤井理事より、現下の新型コロナウイルス感染拡大の状況から、今年度の首題企画を中止にする旨
が説明され、一同了承した。

※協議事項
①宮城県立仙台高等技術専門校設備工事科の生徒を対象とした「配水管技能講習」の実施協力につい
て
　藤井理事より、宮城県立仙台高等技術専門校より首題講習の実施について依頼があり、メーカー３
社の協力を得て、９月30日に同校設備工事科授業の一環として実施する旨が説明されるとともに、次
年度以降も継続して実施協力していく予定であることが付言され、一同了承した。

②災害復旧応援対策本部員の一部変更について
　吉田専務理事より、役員改選と地区連絡会正副代表幹事の変更に伴う首題本部員の一部変更につい
て説明され、一同了承した。

③派遣社員の直接雇用について
　吉田専務理事より、現在資材部営業課に勤務する派遣社員１名が、９月26日をもって派遣法に定め
る最長期間３年に到達し、以後の延長ができないこと、本人は当組合への就職を希望し派遣元からも
理解を得られていることなどから、直接雇用するに当たって採用試験を行いたい旨が説明され、一同
了承した。

○採用　
【令和２年６月16日付】
   内海　崇耶　修繕センター部

【令和２年９月28日付】
   武山　美咲　資材部営業課営業係

職員の人事

武山氏内海氏
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我が家の宝物

日新設備㈱仙台支店　取締役支店長
宮城県管工業協同組合
資材委員　山　家　吉　治　

　ついに我が家にも初孫が誕生しました。２月27日に男児誕生です。早々に病院に会いに行くと、コ
ロコロとしたかわいい顔（爺馬鹿です）で、娘の隣に寝ていました。まだ、この時期はコロナウイル
スも仙台には到達しておらず、病院で面会ができました。３月に出産された方は、父親しか病院内に
とどまることも面会することもできなかったそうです。
　早々に病院を退院し、我が家に里帰りしました。孫と一緒の生活が始まり、毎日がとても楽しい時
期でした。
　孫は自分の子より可愛いとよく言われますが、その通りだと、熟

つく

々
づく

思った次第です。毎日孫の顔を
スマホで撮影し、ほかの兄弟たちに「今日の顔」なる映像を送り続けました。知らず知らずの間にス
マホの画像データがいっぱいになっていました。我々が子育てした時代と、子供の扱い方、入浴の方
法など、全然違っており、大変驚きました。
　孫は夕方５時に入浴し、母乳を飲み、６時には寝てしまうので、仕事を終えるとそそくさと帰宅し、
顔を見るのが楽しみでなりませんでした。
　休日になると、女房とベビー用品のある店を回り、ベビー服や玩具を買いあさり、帰宅すると、着
せ替え人形のようにしていました。
　日が経つのは早いもので、当初予定していた産後21日が間もなくとなった頃、仙台にもコロナの感
染者が見られるようになりました。「帰るの怖いから、もう少しいさせて」と言われ、待ってました
とばかりに「いいよ。いつまでも居たらいいさ」ぐらいの調子で言い、帰宅を延ばさせたのでした。
旦那さんには悪かったかも。
　とにかく子供の顔や仕草は、何をしても可愛いいものだなと実感しました。コロナの影響で、お宮
参りもお食い初めもできないまま５月に入り、緊急事態宣言も外れたので、皆合わせてお祝いをして
仙台に返してやろうと思い、準備はしたものの、帰られると寂しいと思った次第です。たかが仙台、
毎日通勤しているところなのに、いつでも会えるのに、と思いました。
　孫が帰ってしまうと、昨日まであったベビーベッドや子供の洗濯物がなくなり、ただ広いだけの部
屋になりました。爺・婆二人の生活に戻りました。
　毎週末には、仙台のマンションに通い、孫の顔を見ています。孫って可愛いい。

投　稿

■W175×H50 機関誌「宮城県管工業協同組合」
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国税だより
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健康だより
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下水道編　７

☞仙台の上下水道施設「いろはにほへと」

　道路上から見ると普通のマンホールにしか見
えないのですが、実は、そのマンホールが地中
で少し大きくなり、中に比較的口径の小さい水
中汚水ポンプ２台が設置されているものがあり
ます。マンホールポンプ場又は低地区ポンプ場
と呼ばれる施設で、流量が比較的少ない下水管
において、①管路延長が長くなり埋設管底が深
くなったので、一旦管路を浅くする。②低い地
形の土地からの排水を、少し高い位置にある下
水道管に揚水する。③水路や障害物を越えて下
水を送る。などの場合に設置されます。
　仙台市では、このマンホールポンプ場が217
箇所（令和元年度）設置されています。
　この施設の特徴は、ポンプ口径がφ50 ～φ100と小さい上、何と言っても家庭などから生の排水が
そのまま流れてくることです。スクリーンや除塵機などは通らないので様々な夾

きょう

雑
ざつ

物
ぶつ

を含む汚水を、
小さなポンプで閉塞させず圧送しなければなりません。そのためポンプの構造をいろいろ改良した水
中ポンプが開発され、最新のものは、ポンプ口径の100％の大きさの異物でも送り出すことが可能な
ようになっています。ただ、紐状のものや布など、どうしても苦手なものもあるので、トラブルの原
因になります。
　当然ですが下水の流入が止むことはないので、故障したからといってポンプ場を停止することは出
来ません。通常、水位に応じて２台のポンプを自動交互運転し、１台が故障した場合には残ったほう

マンホールポンプ場概念図：本文中②の場合

マンホールポンプ場（低地区ポンプ場）、農業集落排水事業

が稼動し続けます。ポンプ場（マンホール
内）は常に汚水が溜まっており、設備が故
障しても作業で中に入るというのはなかな
か困難なことから、各水中ポンプは自動着
脱式といって、設置された状態でもガイド
パイプに沿って地表からチェーンで引き揚
げることができ、降ろすとそのまま所定の
位置に収まり配管にも接続する構造になっ
ています。
  また、容易に想像がつきますが、水位計
が正常に機能しないとポンプが作動せず、
付近一帯が大変な事態になる可能性があり
ます。そのため水位計は、投込圧力式と非
常用のフロート式の２系統を設置し万全を
期しています。マンホールポンプ構造概略図
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農集排事業の一例：四ツ谷クリーンセンター（若林区）

四ッ谷マンホールポンプ場（手前のマンホールの下）、
ポンプ制御盤（奥のフェンスの中）

　停電でポンプが稼働できない事態も避けな
ければいけません。一部には自家発電設備が
設けられていますが、多くのマンホールポン
プ場では、停電になると維持管理を契約して
いる会社が可搬式の自家発電機を持ち込み、
現場制御盤に設置されている外部電源が接続
できる端子を使い運転を続けます。
　通常の管理においては、六丁の目にある設
備管理センターでポンプの閉塞や水位計作動
状況などを監視していますが、一番困る故障
は、信号そのものが送られてこない場合で、
緊張して対応することになります。

きましたが、平成12年度に当時の下水道局へ移管されました。
　令和元年現在、若林区の荒井、荒浜その他の区域に７地区、太白区の坪沼、秋保に５地区、泉区朴
沢と青葉区新川に各１地区の計14地区で事業を継続しています。　　　

（理事　藤井　秀男）

　さて、処理区域の中で下水の送水施設の全
てにマンホールポンプ場を使っている事業が
あります。集落単位で水環境の改善を図る農
業集落排水事業です。
　この事業では、農業用用排水の水質汚濁を
防止するとともに、基礎的な生活環境の向上
を図ることを目的に、農業集落におけるし尿、
生活雑排水などの汚水等を処理する施設を整
備します。施設内容は、１箇所のクリーンセ
ンター（下水処理施設）と対象地域内接続管
路及びポンプ設備（仙台市ではこれがすべて
マンホールポンプ場）となります。農林水産
省の事業なので仙台市では経済局が担当して
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「時
し ぐ れ

雨月
づ き

の中
な か

の十
と お か

日に心
こころ

無
な

き人
ひ と

な使
つ か

いそ」 
（「な使いそ」は、使うなという意味）陰暦十月中旬は一年で最も日の短い時期であることから怠
け者を雇うとたいした仕事もしないのに賃金だけは払わなければならない羽目になるので注意し
ろということ。「十月の中の十日に心無しを使うな」ともいう。
※実際に一年で最も昼が短いのは冬至だが、ここでは農繁期の中で最も昼が短いということ。

諺・漢字コーナー　❖❖❖❖ ❖❖❖❖

――今月の諺――

――読んでみよう！書いてみよう！――

一、次の漢字の読みを（　）に書いてみて下さい。
１　勧　奨（　　　　　）
２　渉　外（　　　　　）
３　去　就（　　　　　）
４　珠　玉（　　　　　）
５　奔　流（　　　　　）

二、次の文中のカタカナを（　）に漢字で書いてみて下さい。
１　彼はカンヨウな人だ。　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）
２　深夜の街路はカンサンとしている。　　　　　　　　（　　　　　）
３　勝利を喜ぶ市民のカンセイが聞こえる。　　　　　　（　　　　　）
４　利益を社会にカンゲンする。　　　　　　　　　　　（　　　　　）
５　大気のジュンカンが雨を降らせる。　　　　　　　　（　　　　　）

三、次の（　）に漢字を入れて四字熟語を完成させてみて下さい。
１　妙　計（　　）策       　   ２　雲　散（　　）消

※解答は27頁です。
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編集歳時記
（2020年清秋号№493）

　幼い頃、十五夜になると、母から「その辺でススキ採ってきて」とよく言われたものである。あの
頃はどこにでも生息していたように覚えている。ふと気付いたのだが、ここ数年「あれ？なんかやけ
に黄色い花が多くないか？ススキ減ってる？」と思うようになった。最近では自宅の庭にまで生えて
くるようになってきた。放っておくと自分の背丈を超えるまでになっているではないか！抜かないで
放置してる自分が悪いので、何とも言えないのだが…。
　気になったので少々調べてみることにした。この植物「セイタカアワダチソウ」という外来種で、
凄まじい力で在来種の陣地を侵略してしまうらしい。どうりでススキが減っているわけだと妙に納得
してしまった。
　更に調べていくと、なんともユニークな植物だということに思わず笑ってしまった。セイタカアワ
ダチソウはススキや他の植物の生育を阻害する物質を出しているそうなのだが、実はこの物質で自分
の生育も阻害してしまうとのことである。外来種でありながら、自分でうまくバランスをとっている
んでしょうね。
　厄介者の雑草とばかり思っていたのだが、実は薬草効果があるらしい。どんな効果があるのかとて
も興味がある。もう少し深く調べてみたいものである。
　近年の開発や温暖化による動植物生息域の変化には著しいものがある。近い将来、「お月見するか
らススキ買ってきて」とならない事を願っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坪田　映二（坪田工業㈱）
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諺・漢字コーナー【解答】

一．　１．かんしょう　　２．しょうがい　　３．きょしゅう　　４．しゅぎょく
　　　５．ほんりゅう

二．　１．寛容　　２．閑散　　３．歓声　　４．還元　　５．循環

三．　妙計奇策（みょうけいきさく）
　　　　すばらしく、しかも奇抜なはかりごと。

　　　雲散霧消（うんさんむしょう）
　　　　跡形もなく消えてしまうこと。類義語：雲散鳥没

日本鋳鉄管㈱　特約店

株式会社
代表取締役　植　原　文　夫

（本　　　社）〒116-0013 東京都荒川区西日暮里３－６－７　電話 03（5809）0562（代）  FAX03（5809）0563
（東北営業所）〒981-3215 仙台市泉区北中山４－１－２　　　電話 022（379）4393（代）  FAX022（379）4394
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宮城県管工業協同組合　第45期　広報委員会
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副委員長　小　野　修　司　（全 栄 興 業 ㈱　代表取締役社長）
委　　員　中　鉢　　　丹　（㈱いづみ衛生施設工業　代表取締役社長）
委　　員　上　野　隆　士　（ウ エ ノ 設 備 ㈱　代表取締役社長）

委　　員　金　来　和　広　（㈱ ユ ー ワ 技 研　代表取締役社長）

委　　員　坪　田　映　二　（坪 田 工 業 ㈱　代表取締役社長）
委　　員　大　友　　　進　（東 水 工 業 ㈱　専 務 取 締 役）
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