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実技試験 
試験日：2019年 1月 12日（土） 
会  場：東京都立多摩職業能力開発センター 府中校 

人材育成プラザ 
（前日 1月 11日（金）に同会場にて講習を実施します） 
学科試験 
試験日：2019年 2月 3日（日） 
会  場：東京都立多摩職業能力開発センター 府中校 

（詳細は第 1頁右欄項目 2参照） 
 開催日時：2018年 7月 12日（金）13:00～16:00 
 開催場所：チサンマンション第七新大阪 1F会議室 
 
 
講義および試験 
実施日：2019年 4月 11日（木）, 4月 12日（金） 
会  場：神保町 SF ビル 

          （詳細は第 1頁右欄項目 3参照） 
 
 
 ① 2019年 1月 25日（金）13:00 – 17:00 

    （東京会場：東工大 大岡山キャンパス） 

  ②2019年 2月 1日（金）13:00 – 17:00 

（大阪会場：当工業会事務局ﾋﾞﾙ, チサンマンション 1F） 

講 
演 

プ 
ロ 
グ 

ラ 
ム 

1. KHK講習会概要ご報告 

2. ビニルエステル樹脂動向 

3. ユピカ難燃樹脂について 

4. アジア地域 WAX ﾃｰﾌﾟ動向 

5. 耐食樹脂への薬液侵入,劣化機構 

6 JIS規格, 弊工業会基準書 

等の紹介 

野崎 雅明（当工業会 会 長） 

友次 文明（倉敷繊維加工㈱） 

王 鵬飛氏（日本ユピカ㈱ ） 

William Wu氏（阿南電機㈱ ） 

久保内 昌敏（東工大大学院 ） 

神沢 泰弘 （当工業会事務局） 

 

 
 

 
昨年 9月 8日、脳梗塞のため、突然 

ご自宅で倒れられ、11日ご逝去されました。 
  同氏は昭和 8年（1933年）に生まれ、国家 
検定官だった父上のもと東京都・麻生高校、 
学習院大学理工学部化学系をご卒業後、 
直ちに日立製作所（株）研究所に入社し、 
さらに、日立化成工業（株）で事業部長を務め   
られ、その間茨城大学客員教授、さらに化学 
学会フェロー、ご退職後金沢工業大学客員 
教授にもご就任されました。 

  当工業会における業績としては、2002年から 
第 4代目会長に就任され、2007年ドイツで当工業会基準書掲載 
の「コンクリート用ピンホールテスター」の紹介をされ受賞。 
さらに、2008年から 11回（10年間）日本プラントメンテナンス協会 
と協賛し、防食施工計画士養成コース継続に尽力されました。 
傍ら、2013年より一般社団法人化を実現し、当工業会の社会的地位
を向上して頂きました。 その他強化プラスチック技術協会・国際 
委員長の立場等を通じ、数えきれない程のご貢献をされました。 
心よりお礼、お悔やみ申し上げます。           

 合    掌 

 

 

当工業会は 2018年度で創立して第 53期を迎えました。爾来、
営々と創立の精神を「ミッション」として掲げ、会員全員で力を合わ

せ樹脂ライニングの技術力と市場を強化してきました。総会はその

結集の場であります。今年も「総会議事録」をもとに、各委員会か

ら多くの報告・審議が行われ、以下の議案が承認されました。 
 
〇 第 1号議案：「平成 29年度総事業および委員会活動報告」 
〇 第 2号議案：「会計報告」 
〇 第 3号議案：「平成 30年度新体制と事業計画・予算案」 

 
今回の総会では、特に非破壊検査によるライニング剥離検査の

JIS規格化経過報告や国家検定 DVD作成等貴重な提案があり、
実行計画案が承認されました。また今回、田邉特別顧問就任のご

挨拶もありました。 
 

 

 

 

 

写真 2 平成 30年度総会風景  写真 3 田邉特別顧問ご就任 

 
 

2018年 11月、工業会国家検定員 2名が大阪府ならびに職業
能力開発協会より長年の実績を讃えられ、当会員 2名に感謝状
を贈られました。 

 
 
          
 

              

写真 4 大阪府より新倉均検定員へ   写真 5 大阪職業能力開発センターより 
中村検定員へ 

 
 

  2018年 6月 19日（火）,に、同部会の第一回有機材料分科会（主査：東工
大 久保内昌敏教授）が開催され、当工業会は関連メンバー、聴講者として
入会している。(冨士レジン源水技術部長、野間口名誉会長) 

 

 

  2018年 10月 25（木）, 26日（金）、 

（一社）強化プラスチック協会主催の  

63th FRP CON-EX 2018講演会（日大 

駿河台校）にて、以下の講演を行いました。          

 〇 樹脂ライニング工業会活動報告（13）  写真６ 野崎会長・藤永副会長講師 

   （藤永 忠利, 大日向 昭, 新倉 均, 野間口 兼政） 

 〇 KHK屋外貯蔵タンクコーティング管理技術者講習会紹介 

・その 2（野崎 雅明, 西村 恒彦, 野間口 兼政） 
 
 
 （一社）日本防錆技術協会向け雑誌 12月 20日に投稿 

  「金属材料・防食ライニング（劣化診断）」のテーマで工業会名 

で工業会発行の基準書、試験法を紹介。(神沢 泰弘 ) 
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写真１ 故野間口名誉会長 

（祖父・野間口兼雄様は 

元海軍軍人海軍大将） 

事務局だより 

防食樹脂ライニング技能士 国家検定 

防食施工計画士養成コース 

大阪府, 大阪職能より受賞 

化学工学会化学プラント装置部会 

講     演 

研究会（新春研究会） 

投     稿 

2018年度定期総会開催 

野間口名誉会長のご逝去を悼んで 


