
公益社団法人岡山県鍼灸師会

平成 29年度第 2回理事会議事録

1。 日  時 :平成 29年 8月 27日 (日 ) 13:00～ 16:00

2.会  場 :(公機 岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導室

岡山市北区三門東町 8‐8 菱川マンション 201

3.理事数 :15名

4.出席理事数 :11名

内田 輝和・ 中原 員行・ 松浦 浩市・市村由美子・赤枝 壽士・

西谷 典人・馬場みずほ・才野 優一・山口 大輔・高本 謙輔 0

吉田 和彦

5.欠席理事名 :国安 俊成・小原 陸夫・福原 隆行・定廣 隆司

6.出席監事名 :藤原 秀雄・石部 春子

7.議案

第 1号議案 (公社)岡山県鍼灸師会会員名簿の地区分けの件

第 2号議案 (公社)日 本鍼灸師会中国四国ブロック会議参力目者の件

第 3号議案 第 2回新庄・蒜山スーパー トレイル参加者の件

(平成 29年 10月 1日 )

第 4号議案 第 46回津山市民スポーツ祭の件

第 5号議案 第 3回井原スポーツの日参加者の件

第 6号議案 第 3回おかやまマラソン 2017ケアステーションの件

第 7号議案 平成 29年度災害支援鍼灸師養成講座の件

(平成 30年 2月 11日 )

第 8号議案 今後の合併会議開催の件 (未定)

第 9号議案 事務局運営及び会長活動費の件

第 10号議案 劇 DAか ら活動依頼があつた場合の対応の件

(岡 山県危機対策委員会の活動について)

第 11号議案 部長会議参加費用の件 (交通費等 )

その他

※ [平成 29年度の事業 0会議等開催に関する確認の件](9月 以降)

8.議長の氏名 :代表理事(会長)内 田 輝和

定力に、代表理事内田輝和は議長席につき、上記の通 り定足数に足る理事

の出席があったので、13時 00分、本理事会を宣 した。



9.決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 :該当する者はいない。

10。 議事録作成者 :理事 市村由美子

11.理事会資料

理事会資料‐1

理事会資料‐2

理事会資料Ⅲ3

理事会資料‐4

理事会資料‐5

組織部資料 会員異動状況

会員名簿の地区分けについての資料

共済部資料 鍼灸賠償責任保険について

行事参加者傷害保険

広報部資料 メールマガジン・会報誌進捗状況について

普及部資料 第 4回東洋医学鍼灸展inおかやま開催報告

青年部資料

災害ボランティア委員会資料

・AMDAか ら活動依頼があつた場合の対応についての資料

・第 4回南海 トラフ災害対応プラットフォーム調整会議報告

・AMDA災害鍼灸チーム育成プログラム参カロ報告

スポーツ委員会資料

おかやまマラソン参加についての資料

理事会資料‐6

12.【 報告事項】

1)会長 0副会長の報告

(1)会長の報告として

・6月 5日 (公社)日 本鍼灸師会政治連盟に出席したと報告した。

・7月 9日 に逢沢一郎代議士後援会に参カロしたと報告した。

・7月 16日 に大森雅彦岡山市長後援会に参加したと報告した。

・7月 22日 に2価〔DAと の調印式を行つたと報告した。

・7月 30日 に山下たかし代議士後援会に参加したと報告した。

・8月 17日 に合同正副会長会議を開催したと報告した。

・10月 8日 に開催される (公社)日 本鍼灸師会学術大会 (大大阪

フェス)の簡単な内容案内と参加要請について報告があった。

(現在の参加申込者は 597名 )

(2)副会長の報告として

・国安副会長に代わり、6月 4日 に日本鍼灸理療専門学校で行われた

(公社)日 本鍼灸師会代議員総会出席の報告を西谷理事が行つた。



2)

3)

4)

5)

代議員 109名 中、出席者は 93名 であり、(公神 岡山県鍼灸師会の

福原理事・市村理事の委任状を持参 したと報告 した。

災害支援鍼灸師養成講座に関して内田会長より、平成 30年 2月

11日 に開催することが決まったと報告 した。

AMDAプ ラット会議参カロ報告に関 して、副会長に代わ り高木理事

より7月 23日 に開催 され、参カロしたと報告 した。

松浦副会長より、第 3回おかやまマラソンの準備状況、災害支援に

関して報告 した。

総務部に関する報告
‐市村総務部長より、総会 と平成 29年第 1回理事会議事録を作成 し、

理事が閲覧できる DFOpbOxの総務部ファイルに入れたと報告 した。

組織部に関する報告 蔭料あり)

・赤枝組織部長より、平成 29年度(5月 21日 ～8月 27日 まで)会員状

況の報告があつた。総会員数は 224名。内訳は、A会員 136名 、B
会員 88名 。来年 3月 末での退会予定者は 2名。また、休会者は 6名

であると報告 した。なお、休会については本人の希望によつてお り、

出産 0育児、現在ちょっと年会費の支払いが難 しいなどが主な理由で

2年まで(体会だと再開時に入会金が発生 しない期間となっている)認

められている。
0会員異動状況に関しては理事会資料のみ生年月 日を入れてはどうかと

中原福会長より意見があつたので、次回からは生年月 日を記載するこ

ととする。

庶務部に関する報告

西谷庶務部長が、墨字会員 204名 、点字 21名、鍼灸おかやま (データ

版)CD‐R6名 と報告 した。

財務部に関する報告

馬場財務部長が、平成 29年会費納入状況について現時点では未納者

が 16～ 17名 あり、その内 1名 は振込氏名が分からず、確認中である

と報告 した。

保険部に関する報告

才野保険部長より、10月 、11月 は行事 と重なつているため、指導会

6)



7)

開催 日変更についての周知を保険部メールマガジンで連絡をすると報

告 した。

学術部に関する報告

山口学術部長が 7月 30日 に開催 した第 1回 (公機 岡山県鍼灸師会学術

講習会の参加者を鍼灸師会会員 18名 、鍼灸マッサージ師会会員 6名 、

学生 5名 、一般 2名 で、合計 31名 のであつたと報告 し、また、内容の

詳細は会報誌で確認をして欲 しいと報告 した。

共済部に関する報告 鑽料あり)

小原共済部長に代わ り、吉田理事が鍼灸責任賠償保険の力日入状況は 130

名、医療事故発生については今のところないと報告 した。

《行事参加者 (レ クリエーション)傷害保険》に関 しては、それぞれの

添付資料を確認 して欲 しいとのこと。

・行事参加者 (レ クリエーション)傷害保険プラン内容

・ レクリエーション保険利用者 :48名

・ レクリエーション保険の事前提出名簿

・ レクリエーション保険の事故報告書 (案 )

普及部に関する報告 鑽料あり)

・高木普及部長が 7月 30日 に開催 した第 4回鍼灸展について資料を添

付 しているので詳細については資料を参考にして欲 しいと報告 した。

・馬場財務部長より補足として次のような決算の報告があった。

年度初めに普及部の予算 として 272,000円計上 したが今回普及部に準

備 した金額は、230,000円 であつた。役員報酬 として 20,000円 、旅費

交通費 21,200円 、消耗品費 20,754円 、印刷製本費 62,514円 、講師

諸謝金(源泉込み)55,685円 (手渡 しは 50,000円 )、 スタッフ諸謝金

12,000円 、会場費 21,600円 で決算総額 213,753円 とな り、残金

16,247円。

当初の予算より58,247円 少なく開催できた。

・鍼灸展を初めて行い開催案内等の事前告示の重要性を感 じた。メイン

の講座をそれぞれ午前、午後につ くつた り、何かのイベン トに乗 り行

うようにしてはどうかと準備を進めながらスタッフと話をした。

・松浦副会長より、多少は場所代がかかっても人の集まるところで行つ

てはどうか。人が集ま りやすいところで開催 してはどうか。 と意見が

出た。

8)

9)



また、これか らは、視覚、聴覚などに訴 えるな ど"見 える化・・|ミ 必要で

は?変化が分かるようにしてはどうか。 とい う意見も会長より出た。

イベン ト開催は大きなものなので 1年前より構想をよく練 りあげていろ

んな人 と相談 しながら進めていってほしい。

・鍼灸師会の活動 として予算を組み運営 しているので、理事・監事で行事

を行 うのは本来の趣旨とは違 うと思 う。これからは鍼灸師会総がか りで

運営できるように会員の参加を促 し、一般市民、県民に対 し鍼灸を PR
できるように進めて行って欲 しいとの意見も出た。

10)青 年部に関する報告 鑽料あり)

資料に基づき、8月 22日 (火)PM14:00～ 16100、 岡山市役所にてわくわ

く子 ども祭 り運営会議に出席 した。学術講習会案内に合わせ、会員に参

加案内を発送予定である。また、各鍼灸養成学校への案内は 9月 に発送

予定であると報告 した。

11)広 報部に関する報告

・小原広報部長代理に代わ り、吉田理事が会報誌掲載 企業向け広告募集の

依頼を行ったと報告 した。

また、メールマガジン配信状況について、188号～199号まで 12号を

配信 したと報告 した。

・会報誌掲載やメールマガジンを配信するにあた り、行事終了報告書 とい

つた書式を決めた書類に各部の報告を上げて頂けると編集がしやすいの

で、 (案)と して提起 し、この書式に必要事項を記入 しメールで送って

欲 しいとのこと。

12)介 護福祉部に関する報告 峰料あり)

・吉田介護福祉部長が、8月 4日 桑野ふれあいセンターにて、岡山市ふれ

あい介護予防センター と地域の介護予防活動の連携・協力について協議

を行ったとの報告をした。

・8月 1日『桃太郎のまち健康推進応援団』の活動についても報告した6

08月 27日 開催の介護予防講座の報告を行い、参カロ者は 24名 と報告した。

3)諮問委員会について

①表彰委員会

・市村委員長が本年度表彰対象者について、備中保健所長表彰を笠岡市

の松本員定先生を推薦したが、すでに受賞しており、来年度岡山県保健



部長表彰に変更する。また、美作・備北・真庭等の地域の該当者は無し。

倉敷市では小原陸夫先生を推薦 したが、「倉敷地区での活動をほとんど

していないので、今回は辞退する」とのことで、該当者無しと報告した。

・備前保健所長表彰に鈴木理博先生が決定したと報告した。

②女性部会委員会

石部委員長が、8月 8日 付で一人登録希望者(山本一江先生)があったと

報告した。

③スポーツ鍼灸委員会

山口委員長より、第 2回新庄・蒜山スーパー トレイルの大会事務局と打

ち合わせ中で、交通費込みの参加費ひとり1万円を準備してくれている

とのこと。ケアの場所は新庄村公民館(屋内・カーペット敷きの部屋)同

じスペースに柔道整復師会のスタッフも入る予定である。今の時点での

開設時間はAMll100～ PM17:00の予定で調整をしていると報告した。

④ IT委員会 鑽料あり)

・福原 IT委員会委員長提出の資料で、メーリングリスト、Dropboxは間

題なく機能している。本会のホームページは引き続き武藤先生、馬場先

生と移行中であり、メールマガジン、講習会やイベント案内は、随時本

会facebookペ ージにて発信していると報告があった。

・理事の中から、県師会HPについてなかなか進んでいないので、どうな

つているのか・ 0。 という質問が出た。

・福原委員長に代わり、総会時にはある程度できているとのことだが、時

間だけが過ぎてしまつた。引き継ぎがなかなかで来ていない。あと少し

手をカロえるとアップロー ドできるのではという段階ではあると、馬場理

事が報告した。

・一度内容を見てみたいと他の理事からも声が出た。

・データをもらえれば 。・。何とかなるのでは?

・才野理事と馬場理事でうまく進めて欲しいということになつた。

・フェイスブックについては少しアップされている様子。

⑤災害ボランティア委員会

・高木委員長が、平成 30年 2月 11日 に国際交流センターにて、災害支

援鍼灸師養成講座を行う予定であると報告した。

・岡山県危機管理本部について登録会員は現在理事が 8名、会員が 2名 の

合計 10名 である。登録会員の目標数は特に決めていないが、会員への周

知が足りないのかも知れないので、また声かけを行 う予定。とりあえず

は理事で固めて形を示そうとしていると報告した。



⑥保険委員会

才野委員長が初心者講習会を年 2回の開催を予定しているが、前半はま

だ行っていないと報告した。

⑦療養費適正運用指導委員会

才野委員長が、鍼灸師会事務局(会長)と のパイプ役のスタッフが欲しい

と提案し、会長が少し考えると回答した。

4)その他

・高木理事より、柳生良雄先生からの問い合わせで、ボランティアの活動

時において交通費を出してもらいたい。おかやまマラソンの時も同様で、

前回は昼食代を頂いたが、食事代はなくても交通費が頂きたいという要

望があつたと報告した。

【財務より回答】

・おかやまマラソンに関しては参加人数が読めないので昨年まではお弁

当の提供となつていたが、今年は出す方向で準備している。本来交通

費の支給は実費となる。ボランティア保険加入の必要もあるので、参

加登録するときに交通費記入欄を設け、最寄駅から岡山駅までの実費

を算出するというのがきちんとした方法となる。最近の交通費の算定

方法は、市内一律 1,000円 、市外は JRの金額を目安に算定している。

基本的には交通費は実費でとしたい。遠くから参カロされる方に対して

は、領収書があると渡しやすい。細かい事を言うときりがないので、

市内は 1,000円、市外は2,000円 としている。

・災害ボランティアの場合はまだ立ち上げたばかりで予算がないので、

自己負担という形になっている。AMDAに登録されている鍼灸師に依

頼があれば費用は出る。

・地区活動費減額についてのお知らせ文書の件はどうなつたか?

会長、副会長が活動費の減額(岡山市 8万円→4万円に、倉敷市 7万

→4万円に。)不足が出た場合は再度請求してもらうようにといつた内

容の文書を出すこととなった。

15)(公社)日 本鍼灸師会報告

①事務局報告を内国会長が行つた。

・会費納入状況について、未納者 7名であつた。7月 に催促状を発送

し、その後振り込みは 2名 あらた。

・厚生労働大臣免許保有証について、岡山県では 64名 が保有証を持

つている。全国では 1,379名 の申請となつている。会としての目標



は 5,000人を目指 しているが、まだ少ない。登録をしていない人は

登録をするようにと報告があつた。岡山県の平成 29年度の申し込み

3名 であった。

・第 37期鍼灸臨床研修会について、平成 29年 8月 31日 締め切 りだが、

研修会会場が東京なので、交通費、宿泊費がかさみ候補者が未だな

し。この件については保留となった。

②理事会報告

・ 日玖統合医療シンポジウム参力目について 平成 29年 7月 17日 (公機

日本鍼灸師会鍼灸新報 8月 巻頭に掲載予定であると報告した。

・(公社)日 本鍼灸師会鍼灸新報「都道府県師会公益活動」におかやまマ

ラソン 2017の記事を掲載して頂けます。日本鍼灸師会広報委員会と

連絡を取る担当者は松浦副会長に決定した。

4.[審 議 事 項]

第 1号議案 (公社)岡山県鍼灸師会会員名簿の地区分けの件

赤枝組織部長より、(公社)岡山県鍼灸師会会員名簿の地区分けの件に

関して議案説 明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

今年度より玉野地区担当者の不在と施行規則にある備前・備中・美作

等の地区分けをどうするかということについて県民局保健所単位で分

けるのが理解しやすいのではないかという案があるので審議して欲し

い。また、会員名簿に各地区担当一覧を入れるので、はつきりさせた

い 。

・県民局保健所単位で分けると

備前地区一玉野市・吉備中央町 e瀬戸内市

東備地区一赤磐市・備前市・和気郡

となるが、この分け方でよいかどうか。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 2号議案 (公社)日 本鍼灸師会中国四国プロック会議参加者の件

内田会長より、9月 17日 ～18日 福山県民センターで開催予定の(公社)

日本鍼灸師会中国四国ブロック会議参加者の件に関して参カロ者は内国会

長、国安副会長、松浦副会長、古田理事の参加を考えているがこれで良

いかと審議要請があった。

また、吉田理事には青年部長会議にも出席してもらうという要請もあ



つた。

審議の結果、原案通 り、出席理事全員一致で承認 された。

第 3号議案 第 2回新庄・蒜山スーパー トレイル参加者の件

(平成 29年 10月 1日 )

山口理事より、10月 1日 開催予定、第 2回新庄 0蒜山スーパー トレイル

参カロ者の件に関して西谷理事と会員の本多勇企先生の参力日で良いかと審

議要請があつた。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 4号議案 第 46回津山市民スポーツ祭の件

内田会長より、10月 9日 開催予定、第 46回津山市民スポーツ祭の件に

関して、西谷理事、小原理事、会員の木多勇企先生、大町晴夫先生の4

名の参加で良いかと審議要請があつた。

審議の結果、原案通 り、出席理事全員一致で承認 された。

第 5号議案 第 3回井原スポーツの日参加者の件

馬場理事より、10月 9日 開催予定、第 3回井原スポーツの 日参カロ者の

件に関して、中原副会長、馬場理事、会員平川研太先生、藤井寛之先生、

柳生良雄先生、松本員定先生が参加予定であるがこれで良いかと審議要

請があつた。

また、井原市・笠岡市・矢掛町在住の会員には開催案内を送 り参加募

集を送付予定だが良いかと審議要請があつた。

審議の結果、原案通 り、出席理事全員一致で承認 された。

第 6号議案 第 3回おかやまマラソン 2017ケアステーションの件鑽

"松浦副会長より、第 3回おかやまマラソン 2017ケアステーションの件

に関して、資料をもとに前大会からの改善点 と現段階での状況説明が行

われた。

・ ビブスについては昨年のものを大会側が準備 してくれるのでそれを

使用する

・大会前 日にバイオネ ックスを張貼 り、翌 日ケアテン トヘ来てもらい



アンケー トなど回収しやすくする工夫をしている

・大会当日ケアの場で参加者に何か問題が起こつた際の保険は大会事

務局が加入してくれる

このような点を含め、準備を進めて行っているがこのまま進めて行つ

て良いか審議要請があつた。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 7号議案 平成 29年度災害支援鍼灸師養成講座の件(平成30年 2月 11日 )

内田会長より、平成 30年 2月 11日 開催予定の平成 29年度災害支援鍼

灸師養成講座の件に関して会員に養成講座開催案内と参加者募集をす

るにあたつて会報誌に掲載するのが良いと思うが、どうかと審議要請

があつた。

審議の結果、なるべく早めに会員に周知を図るため会報誌への掲載

をすることに原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 8号議案 今後の合併会議開催の件 (未定)

松浦副会長より、(一社)岡 山県鍼灸マッサージ師会との合併会議開催の

件に関して、議案説明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

合併会議に関しての話し合いに関して、お互いの理事会で意見交換を行

つた後、正・副会長会議で話をして最終的には両理事全員が集まって話

をするという形で進めていくことに対し、今回の理事会で認めて頂ける

と動きやすいがどうかと審議要請があつた。

審議の結果、合併会議の開催日は未定だが、会議に向けて前向きに進め

ていくことが出席理事全員一致で承認された。

《理事の意見交換》

・中央団体の問題などいろいろあり合併会議の開催は未定である。

・ (一社)岡 山県鍼灸マッサージ師会の上部団体は全 日本鍼灸マッサージ師

会、鍼灸師会は日本鍼灸師会、会計もそれぞれが単独で行なう。名簿も

別々.入会金鍼灸師会は 20,000円 、(一社)岡 山県鍼灸マッサージ師会は

5,000円、会員種別も会員、準会員の 2種類あり、年会費は、会員 15,000

円と 11,000円。免許取得後 5年間は準会員となる。本部へ送金する金額
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はそれぞれの上部団体へ送 り、一緒にはならない。

など、今までの執行部の話 し合いでは問題が多い。そこでこの理事会でど

のように進めていくか意見交換を行つた。

・所属の上部団体に関する問題は、合併 した他県の情報を収集 し、両会の話

し合いについて(一機 岡山県鍼灸マ ッサ~ジ師会の方か らの条件の提示が

あり。上部団体については、各人が選ぶ。

・ (公わ 岡山県鍼灸師会の中で会費の差があるのは問題あり。

・両方の理事が集まつてお互いに話をしたほうが良いのではないか。

・鍼灸師会の会員数が増えるのであれば合併もよいとは思 うが、理事を両方

の会の役員で構成するなどして運営をして行つてはどうか。

。この話が出初めた頃の理解によると(一社)岡 山県鍼灸マ ッサ~ジ師会が解

散 し希望者が鍼灸師会に入るので、鍼灸師会 自体には何 も変化が起こらな

いと理解 していた。

・解散後 (期 間を決めて)手続 きを行えば入会金は必要ないが、その期間後は

鍼灸師会規定の入会金を頂 くとい うことにしてはどうか。

・保険申請に関してや、自賠責のことなど問題が多いので、対等合併か、解

散後会員が入つてくるのかはつきりしてもらいたい。対等合併なら、様々

な条件をつけてもらつてもよいが、解散後鍼灸師会に入るのなら鍼灸師会

の規則に順ずるべきでは?

・解散 して鍼灸師会に入るのであるなら、入会に関 して一定期間内なら入会

金の免除は行つてもよいのでは。

・ まず、理事会で話をある程度まとめ、総会で会員の意見を聞くとい う段取

りで進めていかなくてはならない。

・全 日本鍼灸マ ッサ~ジ師会へ加入する意義は何か?も し、退会するにあた

り不利益が起こる ようでは困るが、特になければ全鍼師会を退会 し、 日鍼

会へ入会 しても問題ないのでは?

・会費の差額に関 しては、解散時に岡山県鍼灸マ ッサ~ジ師会の財産を鍼灸

師会へ寄付(金額にもよるが)してもらい、諸々の年会費の差額に充てては

どうか。

・全鍼師会を岡山県会員がどつさり退会するとどうなるか。

以上のような意見が各理事から出された。

第 9号議案 事務局運営及び会長活動費の件

内田会長より、事務局運営及び会長活動費の件に関して、議案説明後審

議要請があつた。

【審議説明要旨】



山下弁護士費用分として事務局運営費、会長活動費をあえて計上してい

なかつたが、事務局では電話や様々な雑用がありここらでもう一度諸経

費を見直させて頂きたいと思う。

・財務より、事務局運営費として 6万円活動費を渡すので、他の部が行

つているように必要経費の計上を提出して頂き、差額を返却するか、

理事会時に領収書をつけて提出して欲しい。

・事務所費として支払うのであれば、契約書など文書の作成が必要にな

つてくる。公益になる前はある程度あいまいで良かったが、公益にな

ると科目分けが必要になってくる。

公益となり、弁護士費用 10万円が必要になつたが、赤字続きのため

費用捻出が難しいということで事務所費は無しでとしていた。今の段

階では事務所費としては計上できない。

事務所費は賃貸契約書の発行、必要経費は別に請求というのが普通で

ある。

今年度は無理なので、次年度から賃貸料として賃貸契約書を作成し、

支払うこととする。

とりあえず今年度は、事務局運営費として 6万円の支払いを行うこと

を承認頂きたい。    (コ ピー代、諸々の経費も含む)

審議の結果、原案通り、今年度は、事務所費として 6万円の支払いを

行うことが出席理事全員一致で承認されたが、次年度は賃貸契約書を

作成の上、事務所費として支払うこととした。

第 10号議案 AMDAか ら活動依頼があつた場合の対応の件

松浦副会長より、AMDAから活動依頼があった場合の対応の件に関して、

議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

・現在 (公社)岡山県鍼灸師会会員の登録鍼灸師が 10名である。

AMDAが現地視察を行つた後、鍼灸師の必要性が出た際に連絡が来る。

しかし、岡山県鍼灸師会理事は何か地震、洪水など災害発生時には積

極的に情報を収集する義務がある。

それを統括するために岡山県対策委員会がある。役員になつた人は、

積極的に災害に対しての情報を得る必要があり責任を持つてもらいた

い 。

そのためにも、災害対策委員会の設立をまず行わなければならない。
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岡山県鍼灸師会の中で危機対策委員会を立ち上げる。

・災害発生時、AMDAと連絡を取 りながら、外部の専門家を派遣 して欲 し

いと依頼があれば災害ボランティア委員会の高木先生、会長、副会長で

協議を行 う:要請人員が必要 とい うことになれば、ただちに理事に報告

ののち、参加人員 を募って出張するとい う流れになっている。

このような流れで進めて行きたいと思 うが、このまま進めて行ってもよ

いかと審議要請があった。

(質問)

今回南海 トラフ発生時に関して ノ鴇IDAと の調印だったが、その他の

災害に対 してもこの流れなのか。

(回答 )

それに関しては、はつきりしていない。たちまち AMDAの ことに関

しては南海 トラフ発生時の時のことと理解 して欲 しい。

審議の結果、原案通 り出席理事全員一致で承認 された。

第 11号議案 部長会議参加費用の件 (交通費等 )

内国会長より、部長会議参カロ費用の件 (交通費等)の件に関して、審議

要請があつた。

全国大会の時に部長会議が行われなかつた場合には交通費の支給は今

まで通 り支給する。全国大会の際に会議が行われる場合には支給はじ

ない。

例えば、部長が出席できないが重要な会議のため、理事の誰かが出席

するときには交通費の支給は行 う。臨機応変に対応する。

審議の結果、原案通 り出席理事全員一致で承認 された。

12)そ の他

市村総務部長より、「理事会議事録を会員に公開 したいがどのような方

法で知 らせ るべきか。また、公開 して良いか。」に関 して議案説明後審

議要請があつた。

【議案説明要旨】

会員から理事会で話し合った内容が分からないので、会員にも公開し



て欲しいと要望があり、理事会議事録を会員へ公開したいが、どのよ

うな方法で知らせるのが良いか、また公開して良いかと審議要請があ

った。

理事の意見として

・審議事項だけでも知らせてはどうか。一番良いのは IIPに理事会報

告として記載することが良いのではないか。

・HPにメールマガジンと会報誌を掲載し、できれば行事一覧も載せ

てはどうか。ページが余れば会報誌に記載し、ネット環境のない会

員へも周知が図れれば良いのではないか。などの意見が出た。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認された。しかし、会員
への報告は審議事項のみとする。また、これからまず HPに掲載でき

るよう準備を進めていくことが前提であるとした。

※ [平成 29年度の事業・会議等開催に関する確認の件](9月 以降)

1)9月 3日     (一 社)岡 山県鍼灸マッサージ師会講習会

2)9月 17日・18日 (公社)日 本鍼灸師会中国四国ブロック会議 広島

3)9月 23日     (公 機 岡山県鍼灸師会第 2回学術講習会

4)10月 1日    第 2回新庄・蒜山スーパー トレイル

5)10月 8日    第 46回津山市民スポーツ祭

6)10月 8日    (公 社)日 本鍼灸師会全国大会大大阪フェス・部長会議

7)10月 9日    第 3回井原スポーツの日

8)10月 29日    (公 機 岡山県鍼灸師会第 3回学術講習会

9)11月 5日     わくわく子ども祭りin岡 山ドーム スキンタッチ

10)11月 11日 012日  第 3回おかやまマラソン2017

11)12月 17日    (公 社)岡山県鍼灸師会第 3回理事会・忘年会

12)1月 21日     (公 機 岡山県鍼灸師会第 4回学術講習会

13)2月 11日     災害支援鍼灸師養成講座岡山

14)2月 25日     (公 神 岡山県鍼灸師会青年部講習

15)3月 18日    (公 機 岡山県鍼灸師会第4回理事会

16)3月 18日    津山カロ茂郷フルマラソンボランティア事前セミナー
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5。 平成 29年度第 3回理事会開催の時期 と会場について

理事会開催 日

日日寺 :5平月に294■ 12月 17日  (日 )  13:00～ 17:00

場所 :療養費適正運用指導室

忘年会

時間 :18:00～20:00

場所 :なかなか決まらず、奉還町内のお店を吉田先生が調べ、後

日連絡することになつた

《総会開催 同時について》

総会 日時 :平成 30年 5月 27日  13100～受付 13:30開始

場  所 :第 1希望 ピュア リティまきび

第 2希望 サンピーチ OKAYAMA

議長は、以上をもつて本理事会の全議題を審議し、原案通り承認された旨の報

告後、17時 05分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 29年 12月 17日

公益社団法人岡山県鍼灸師会

会長 (代表理事)内 田 輝和

監 事     藤原 秀雄

監 事     石部 春子
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