
公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成 28年度 第 4回理事会議事録

1.開催 日時 :平成 28年 9月 25日 (日 )10:00～ 12:30

2.開催場所 :(公社)岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導室

3。 出席理事

4.欠席理事

5.出席監事

6.欠席監事

7.報告事項

8。 審議事項

第 1号議案 東京オリンピックに向けた トレーナー活動への取 り組み

第 2号議案 平成 29年度定時総会開催 日時と場所の選定について

第 3号議案 平成 29年度の鍼灸展開催について

第 4号議案 災害ボランティア委員会より今後の動きについて

第 5号議案 今後の日鍼会保障プランの周知方法と時期等について

第 6号議案 レクリエーション保険について

第 7号議案  ドロップボックス・フェイスブック・HP・ 理事メールの管理について

第 8号議案 わくわく子ども祭 り等イベン ト時の交通費支給について

第 9号議案 今後県内の各団体の学術に関する案内方法について

第 10号議案 封筒等備品の管理、問い合わせについて

第 11号議案 岡山県地域包括ケアシステム学会の団体登録について

第 12号議案 岡山市まちなか健康スタンプラリー予算について

第 13号議案 厚生労働大臣免許保有証の来年度よりの周知・募集について

第 14号議案 (公社)日本鍼灸師会第 7回臨床鍼灸スポーツフォーラムin岡 山決算に

つい て

開会 (10時 00分 )

定刻となり、定款第 32条第 1項に基づき議決を行 うに必要な要件を満たしているこ
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とを確認 した。

[報告事項 ]

内国会長報告

1)8月 21日 に開催 されたスポーツフォーラムは、会員 81名 、会員外 2名 、学生 57

名、一般市民 6名 で合計 146名 の参加となり無事成功に終わつたことを報告 した。

2)9月 18日 に、中国・四国ブロック会議が米子コンベンションセンターで開催され

内国会長、赤枝理事、福原理事、高木理事が参加 し、会議では、魅力ある鍼灸の未

来について患者を治し、豊かな暮らしを手に入れる手段について討議されたことを

報告した。

3)9月 4日 の第 4国加藤勝信岡山懇話会セ ミナー・懇親会に内国会長が参加 し、少子

高齢化の対策について、医療関係者との連携についてもあげられたことを報告 した。

4)おかやまマラソンケアステーションの準備について、前回よリテン トが 10張から

15張に、ベッドは 32床から 60床に、すべての機材は 1.5倍に増え、スタッフの

控えテン トも用意される等、進捗状況を松浦副会長が説明報告 した。前々日金曜 日

にテン ト設営、当日朝 7:00～8:00ス ター ト前にケアを行 う。

5)8月 28日 、日本鍼灸師会理事会が日本鍼灸会館で開催された。内田会長が出席 し、

全国大会の報告、 ブロックの報告がされ、岡山で開催 したスポーツフォーラムの

結果報告をしたことや、地域ケア推進 委員に当会から吉田理事が推薦されたこと

を報告 した。

日本鍼灸師会本部より、来年イギリスにてお灸フェスを行 う予定であることが報告

された。 日本での鍼灸ライセンスがあれば、ベ トナムでの施術が可能。海外で鍼灸

をやつてみたい人はどうぞという提案もあつた。

国安副会長報告

1)地区師会について、玉野地区の責任者は尾家忠士先生のままだが、玉野市鍼灸マッ

サージ師会は解散、備西地区の責任者は西江昭三先生から藤井寛之先生に、備北地

区の責任者は高松信彦先生から柳生良夫先生に変わり新見市鍼灸師会から新見市鍼

灸マッサージ師会に変わったことを報告した。

今後、地区師会については、行政単位で分けていく方向で考えていく事で報告 した。

組織部の報告 (赤枝組織部長)

1)会員異動状況について、前回理事会以降、入会予定者 2名 であると報告され、理事

会では異議なしで 2名 の入会が承認された。現会員数は A会員 138名 、B会員 94

名、合計 232名 であると報告した。

2)会員名簿にういて 8月 末に墨字と点字分を作成。点字の住所を入れないなどの方法



で一昨年より経費を抑えることができたと報告 した。また、点字の印刷は経費が掛

かるため、数年に 1回 とし、点字での送付を行わない年は墨字の名簿を送ることを

報告 した。

3)会員シールの見積もりは 300枚で税別 33,000円 であることを報告 した。

庶務部の報告 (西谷庶務部長)

1)会員発送数は現在、墨字が 206名 、点字が 26名 、CDデータが 21名 で、会報誌に

ついては、盲学校に点字とCDを送るため点字とCDが 1部ずつ増えると報告 した。

保険部の報告 (才野保険部長)

1)8月 末に療養費改定の情報が来たが、保険取扱いのある先生にはメールマガジン、

書面でお知らせ済み、全会員に向けては鍼灸おかやまに掲載を考えていることを報

告した。

学術部の報告 (山 口学術部長)

1)9月 11日 、第 1回学術講習会を朝日医療大学校で開催され、認知症をテーマに午

前中が関西医療大学の若山育郎先生、午後は明治東洋医学院専門学校の矢野忠先生

に講演頂き、参加者は会員 19名 、学生 10名 で合計 29名 であつたと報告 した。

共済部の報告 (小原共済部長)

1)賠償責任保険中途加入者について、9月 に入江歩美先生、10月 に兼森史峻先生、

畑奈緒子先生が加入予定で合計 127名 になることを報告 した。

普及部の報告 (高木普及部長)

1)9月 4日 のお灸フェスについて、鍼灸柔整新聞と日鍼報に掲載頂くことになり、既

に原稿を送 り10月 に掲載予定であると報告 した。

青年部の報告 (福原青年部長)

1)8月 26日 、わくわく子ども祭 りの実行委員会に出席 したことを報告 した。

介護福祉部の報告 (吉田介護福祉部長)

1)10月 9日 ・10日 、岡山市まちなか健康スタンプラリーのブース出展について、テ

ン トは 1張、立ち寄つた方に灸を体験頂く程度としスタッフ4～5名 を予定。協力

スタッフを募集中であると報告 し

た。



日本鍼灸師会岡山県師会の報告 (国安副会長)

1)日鍼会会員異動について、9月 時点で会員は 176名 、今年度入会が 14名 、退会が

7名、未納が 6名であると報告 した。

2)厚生労働大臣免許保有証の発行実績について第 1回 51名 、今回は 12名 で申請中

と報告 した。

3)日 鍼会依頼のアンケー トについて文書で会員の回答を求めても返信は少数の為、会

員メーリングリス トを作成 し簡易化、活性化を図ることを報告 した。

その他の報告

1)井原市の市民スポーツ祭に、柳生良夫先生、丹羽理恵先生から参加希望の連絡があ

った。その他、中原副会長、馬場理事、井原市の先生。武藤先生は保留中と馬場理

事より報告した。 9:00集合、ポータブルベ ット3台持ち出しとのこと。

諮問委員会報告

1)表彰委員会の報告として、県知事表彰は星智カロ子先生、岡山市保健所長表彰は貝原

直美先生、美作保健所長表彰は大町晴夫先生、備北保健所長表彰は柳生良夫先生、

倉敷市長表彰は片山賢治先生に決定。備中保健所長表彰を大島修先生で申請中だが、

まだ決定通知は来ていないと市村理事が報告した。

2)女性部会の報告として、今年度 5名 の方に登録いただき、お灸フェスでの協力を

呼びかけた際にも 5名の方が早朝 4時からイベン トの手伝いをしてくれたことを

石部監事が報告 した。

3)災害ボランティア委員会の報告として、8月 7日 に災害支援鍼灸師養成講座を山口

理事と高本理事が受講 したと報告した。

[審議事項 ]

第 1号議案 東京オ リンピックに向けた トレーナー活動への取 り組み

4年後の東京オリンピックに向け、選手村での トレーナー活動が出来るよう日鍼会

で動いている。活動が可能になつた時の為に、 トレーナーとしての知識と技術を構

築する必要があり、ある程度のカリキュラムを組んで一定の基準に到達 した人を登

録 していくことで検討 していく。 しかし、岡山県内で行つても、最近はスポーツに

対する関心も以前より薄れていて、参加人数が少ない可能性もある。中国四国 9県

で声を掛け実施する方向で、進めていくことで承認された。

第 2号議案 平成 29年度定時総会開催 日時 と場所の選定について

総会の日時については 5月 21日 、28日 が候補に挙がつたが 21日 に開催することで

承認。会場はサンピーチ岡山、国際交流センター、ピュアリティまきび、きらめき





第 8号議案 わ くわ く子 ども祭 り等イベ ン ト時の交通費支給について

福原理事より、イベン ト時の交通費支給の方法について確認がしたいと質問があり、

馬場理事より説明があつた。交通費は実費分を支給するのが基本。岡山市でイベン

トを行つた場合、岡山市と倉敷市は会員も多く細かくしたら管理も難 しいため、バ

スでの往復範囲内とし、岡山市内の会員は 500円 、倉敷市の会員は 1,000円 、他の

市から参加 した場合は最寄駅から、イベン ト会場までの JRの運賃を基本に交通費

を出してほしい。交通費は本来ならどこからどこまでかを書いて提出してもらうも

ので、どうい う理由でその金額を出したか説明できる状況で請求することで、承認

された。

第 9号議案 今後県内の各団体の学術 に関す る案内方法について

松浦副会長より、学術講習会の案内が他の郵送物と混ざつて入つている為、学術講

習会が薄れてしまう。また、何の学術講習会か分からない会員もいる。鍼灸医学会

に発送を委託、また、生涯学習についても鍼灸医学会で管理 してもらうようにして

はどうかと意見があつた。委託をした場合、経費の問題等が出るため、岡山県鍼灸

医学会に講習会の情報を提供 し、岡山県鍼灸医学会の会員に当会の講習会情報を電

子的に広報 してもらい、当会会員に対 しては、当会から今まで通 り郵送で学術講習

会の案内することで承認された。

第 10号議案 封筒等備 品の管理、問い合わせについて

備品の問い合わせについて、國安副会長に聞かれることがあるが、國安副会長は管

理を行つていないので把握が出来ていない。備品の発送業務は西谷先生、予備は療

養費等適正運用指導会室にあるので、現状を聞きたい場合は才野理事に問い合わせ

をするよう国安副会長からお願いがあり、承認された。

第 11号議案 岡山県地域包括ケアシステム学会の団体登録について

吉田理事より、今年、岡山県地域包括ケアシステム学会が立ち上げられたが、総合

事業に参入するにあたり、団体登録をした方が参入に有効なため、団体登録を考え

ている。また、登録には年間 3万円が必要だが、登録する場合、その費用は会で出

すか、介護福祉部の活動費の範囲内で出すかを確認 したいと質問があつた。事業が

増え会の予算に余裕がない為、介護福祉部の予算内で登録をすることで承認 された。

第 12号議案 岡山市まちなか健康スタンプラ リー予算について

吉田理事より、岡山市まちなか健康スタンプラリーの経費は、どこから出すのかと

いう質問があつた。岡山市のイベン トに協力するものなので、岡山市の地区師会の

予算から出してはどうかと提案もあつたが、介護福祉部の予算の中で行 うことで承



認された。

第 13号議案 厚生労働大臣免許保有証の来年度よりの周知・募集について

国安副会長より、募集については来年も続けようと思う。周知については紙媒体で

のお知らせがベースになるが、各部での活動やイベントなどに参加した際、免許保

有証を付けるようにすれば、現場で持っていない人は自分が持つていないというこ

とに気が付く。会員への周知を図つて欲しいとお願いし承認された。

第 14号議案  (公社)日本鍼灸師会第 7回臨床鍼灸スポーツフォーラム

in岡 山決算について

山口理事より、(公社)日 本鍼灸師会第 7回臨床鍼灸スポーツフォーラムについて、

参加者も予定通りの参カロ人数となり最終的に黒字で終了したことを報告し、決算書

を配布した。スタッフ費用等、最終的な決算の調整に異議はなく承認された。

第 5回理事会開催の時期 と会場について

平成 28年 12月 18日 (日 )13:00～ 16:30 療養費適正運用指導室にて開催。

閉会

中原副会長より、本理事会の全議案を審議し第 1号議案から第 14号議案まで原案通

り承認された旨の報告後、閉会を宣し終了した。

上記の議事録が正確であることを証するため、出席した会長 (代表理事)及び監事は、

次の通り記名押印をする。

平成 28年 12月 11日

公益社団法人岡山県鍼灸師会

会長 (代表理事) 内田

監事

監事

石部

藤原秀で理シ


