
公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成 29年度第4回理事会議事録

1.日  時 :平成 30年 3月 18日 (日 ) 13:00～ 16:00

2.会  場 :(公社)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 菱り||マ ンション 201

3.理 事 数:15名

4.出席理事数:13名

内田 輝和・中原 員行・国安 俊成・松浦 浩市・市村由美子

赤枝 壽士・馬場みずほ・才野 優一・山口 大輔 。小原 陸夫

福原 隆行・高本 謙輔・吉田 和彦

5.欠席理事名:西谷 典人・定廣 隆司

6.出席監事 : 藤原 秀雄・石部 春子

7.議案

第 1号議案  平成 30年度事業計画書承認の件

第 2号議案  平成 30年度収支予算書承認の件

第 3号議案  平成 30年度資金調達及び設備投資見込み承認の件

第 4号議案  日本良導絡自律神経学会の全国大会の助成についての件

第 5号議案  学術講習の日程にういて

第 6号議案  岡山県危機管理対策委員会の立ち上げ、登録について

第 7号議案  鍼灸展について

第 8号議案  定款の変更について

8。 その他

① 受領委任制度登録準備について

② 災害時の協定について

③ 代議員、部長会議等派遣の件

④ 地区担当者について

⑤ HPについて

⑥ 合同理事会(3/25)に ついて

⑦ 平成 30年度第 41回定時総会準備について

③ 選挙の件について

9。 議長の氏名 :代表理事 (会長) 内田 輝和
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定刻に、代表理事内田輝和は議長席に着き、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、本理事会の開会を宣 した。

10。 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。

11.議事録作成者 :理事 市村 由美子

12.理事会資料  (203・ 609010については事前配布 としてメール配信 )

理事会資料 -1 公益社団法人岡山県鍼灸師会事務局設置に関する覚書

理事会資料 -2(公社)岡山県鍼灸師会会員異動状況

理事会資料 -3 第 9回青年部講座開催報告

理事会資料 -4(公社)日 本鍼灸師会岡山県事務局報告

理事会資料 -5 平成 30年度事業計画書 (案)

理事会資料 -6 平成 30年度収支予算書 (案 )

理事会資料 -7 平成 30年第 41回定時総会準備資料

理事会資料 -8 平成 30年度学術講習会開催予定 日時について

理事会資料 -9 公益社団法人岡山県鍼灸師会定款変更書類

理事会資料-10 公益社団法人岡曲県鍼灸師会定款施行規則変更書類

13.【報告事項】

1)内 田輝和会長の報告 として、3月 23日 に開催 される倉敷芸術科学大学の

卒業式に参加 し、その後卒業生 6名 に対 し、 (公社)岡山県鍼灸師会紹介

ガイダンスを行 う予定であると報告 した。今年入学の学生以後、学生が

集まらず鍼灸科がなくなるかもしれないと話 した。

また、 (公社)岡山県鍼灸師会事務局設置に関する覚書を作成 したので、

目を通 しておいて欲 しいと報告があった。

2)松浦浩市副会長より、オ リ・パラに対 しての新情報があると次のように

話 した。

オ リ・パラ組織委員会、 (公社)日 本鍼灸師会、 (公社)全 日本鍼灸マッサ

ージ師会、 (公社)全 日本鍼灸学会、東洋療法学校協会等より今まで、来

年度、再来年度に行われる 4回の講習会を受講すること、厚生労働大臣

免許保有証の保持等の条件によつてオ リ・パラ医療ボランティアに参加

予定であったが、今までの話はゼロに戻つた。理由は、今年 8月 よリボ

ランティア募集が始まるが、4回の講習会開催予定では時期的に遅 くそ

れに間に合わない。合わせようとすると無理があるとのこと。今まで進

めていた件については、東洋療法試験財団で認定制度を作るとい うこと

で、「スポーツ認定制度」を確立する方向で進んでいる。オ リ・パラに



つ
０

ついての医療ボランティアは 100名 位欲 しいとい う話で、組織ごとに検

討 した うえで、各組織の推薦方式による方向で進めて行きたいとい う話

である。また、各団体が集まり、話 し合 うことになった。オ リ 0パ ラに

ついてはとりあえず白紙になり、詳細については今後情報が入 り次第ま

た報告するとした。

国安俊成副会長が、2月 5日 に岡山県後期高齢者医療広域連合に才野優

一保険部長 と訪間をしたと報告 した。

(公社 )日 本鍼灸師会主催第 5回災害支援鍼灸師養成講座岡山が 2月 11日

に国際交流センターで開催 され、参加者は 49名 であり、 うち岡山県か

ら29名 が参カロしたと報告 した。

2月 26日 に朝 日医療大学校にて、卒業生 37名 に対 し(公社)岡山県鍼灸

師会紹介ガイダンスを行つたと報告 した。また、朝 日医療大学校の卒業

式が 3月 13日 に行われたと報告 した。

3月 17日 に岡山プラザホテルで行われた加藤勝信厚生労働大臣懇親会に

参加 したと報告 した。

市村由美子総務部長が、平成 30年度の定時総会準備をそろそろ始める

と報告 した。

赤枝壽士組織部長が、平成 29年度会員状況について報告 し、合計 222

名であるとした。内訳は A会員 131名 、B会員 89名 。今年度の入会者は

A会員 2名 、B会員 9名 の合計 H名。退会者は 5名。休会者が 5名 であ

ると報告 し、3月 31日 時点で A会員 139名 、B会員 84名 で計 223名 で

あると報告 した。

また、永年表彰対象者について、50年表彰が玉野市・蓮井和彦先生、30

年表彰を岡山市星智加子先生、松永圭一郎先生、倉敷市小原忠士先生が

対象だと報告 した。

それに対 し、内田輝和会長が、表彰対象者には総会出席を促すようお願

いするようにと話 した。

西谷典人庶務部長に代わ り、国安俊成副会長が、墨字 204部、点字 21

部鍼灸おかやま CD―R6枚 と報告 した。また、発送書類について、年末に

年賀状を送付、1月 28日 に青年部講座、災害支援鍼灸師養成講座案内、

倉敷ツーデーマーチでのケアボランティア募集案内、3月 6日 に第 7回

岡山城 。後楽園カヌー駅伝大会ケアステーションスタッフ募集案内、第

26回津山加茂郷フルマラソン全国大会医療ボランティア参加者案内を送

付 したと報告 した。

馬場みずほ財務部長が、平成 29年会費納入状況報告として会費未納者 6

名に対 し、本 日3月 18日 に納入催促状を再送付 したと報告 した。

4)

5)

6)

7)



8)才野優一保険部長が、今年 4月 から登録が始まり、10月 より取扱開始の

受領委任制度登録準備の現状、またその準備 として免許証の内容に間違

いがないかどうかの確認作業を行 うための名簿の準備を始めていると報

告 した。

9)山 口大輔学術部長が、第 4回学術講習会は 1月 21日 に開催 され、参加

人数は 28名 であつた。詳細については会報誌で確認 して欲 しいと報告

した。

10)小原陸夫共済部長が、平成 30年 2月 1日 からの鍼灸師賠償責任保険加

入状況は 124名 が加入 した。また、ボランティア保険について合計 5日

間の活動 日数で、のべ登録者数が 89名 であつた。年間約 1,700円 ほど

の保険料がかかつたと報告 した。

11)福原隆行青年部長が、2月 25日 に岡山国際交流センターで第 9回青年部

講座を開催 し、参加者は 10名 であつた。詳細については会報誌で確認

して欲 しいと報告 した。

12)定廣隆司広報部長に代わ り、小原陸夫広報部長代理が会報誌 「鍼灸おか

やま第 66号」を今回 (公社)岡山県鍼灸師会事務局の編集でつい先 日出

来上が り会員等へ向け発送 した。また、メールマガジンの発行について

今年度は第 220号まで 32部、現在約 150名 のメールマガジン登録者が

あると報告 した。

13)吉田和彦介護福祉部長が、岡山市 とは良い形で協力体制ができていると

思 う。岡山市以外でも部員を増や し、西谷典人先生にも協力を頂き、承

諾を得た。また、倉敷市でも一人部員が欲 しいが、介護予防運動指導員

である倉敷芸術科学大学の松田昌子先生にお願いをしようと思つたら今

年度で退職 されるとい う事で、受けて頂けなかつたので、新たに考える

と報告 した。

14)諮問委員会について

①表彰委員会

内田輝和委員長の代わ りに市村由美子委員が平成 30年度の岡山県知事

表彰対象者に岡山市国安俊成先生 と倉敷市芦日徹先生、岡山市長表彰

対象者に川野由倫子先生、岡山県保健福祉部長表彰対象者に西谷典人

先生を推薦する予定であると報告 した。

②女性部会委員会

石部春子委員長が現在女性部会委員会には 30名 ほど登録 していると報

告 した。

③スポーツ鍼灸委員会



山田大輔委員長が 3月 1日 に県の担当者を含め、業団の関係者等で

2018おかやまマラソンケアステーション打ち合わせを行い、前年度と

同じような体制で運営予定であると報告した。

④ IT委員会

福原隆行委員長が情報などあれば、フェイスブックにメールマガジン

を載せて配信していると報告した。HPに 関しては、才野優一理事、馬

場みずほ理事が進めて行つてくれていると報告した。

⑥保険委員会

才野優一委員長が、不正請求に関しての件で 2月 5日 13:00～ 岡山県後

期高齢者医療広域連合を訪問し、国安俊成副会長と共に指導を受けて

きたと報告した。受領委任になるにあたつて対して不正対策が一つの

要になっていたが、それに基づき調査を行つたところ、当会からの請

求でも少し疑わしいとのことで是正してくださいとのことであつた。

例えば、つけ増し・ 01か月の施術日が多く不支給になりそうなので、

次の月に増えた分を付けカロえ請求するという行為。こちら側が事を大

きくとらえていて、岡山県後期高齢者医療広域連合は「まあ、気を付

けてください」程度の認識であつた。

この点を踏まえ、保険部必修講習会では会員への周知を図ろうと思う

と報告した。

⑦療養費適正運用指導委員会

才野優一委員長が運営状況について、1年間で延べ 40～50時間、6名

位の人数で療養費適正運用指導委員会を運営し、指導委員会の日は 17

時～18時には終わつている。長い日では 1日 10時間近くの拘束時間に

なるので、もう一人いればよいのではと考えていると報告した。

③(公機 全日本鍼灸学会中国・四国支部

吉田和彦 (公社)全 日本鍼灸学会中国・四国支部学術委員が、平成 30年

度の予定として、平成 30年 7月 22日 と平成 31年 2月 17日 に支部認

定講座を、また、平成 30年 11月 18日 に中国 `四国支部学術講習会を

愛媛県担当で開催予定であると報告した。

(公社)日 本鍼灸師会報告

国安俊成(公社)日 本鍼灸師会岡山県事務局長が、事務局報告を提出資料に

基づき、報告した。

14.[審議事項]

第 1号議案 :平成 30年度事業計画書承認の件



国安俊成副会長より、平成 30年度事業計画承認の件に関して、議案説

明後審議要請があった。

【議案説明要旨】
。平成 30年度事業計画に関して、事業目的、事業の種類、会議開催予

定、公益目的事業の報告があつた。

・事業活動の基本方針に関しては、本会が創立以来一貫して、鍼灸学術

の進歩発展のため学術的研究を行い、鍼灸師の資質向上に努めるとと

もに、鍼灸業務を通じて地域住民の健康保持と福祉の増進に寄与する

事を目的としてきたが、公益法人認定後も本会創立以来の事業目的、

活動内容に些かの変更がある訳ではなく、従来の延長線にあることを

改めて確認した。

・平成 30年度も県下各地区で開催される健康・スポーツイベントヘの参

カロと、鍼灸施術のボランティア活動を積極的に実施する。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 2号議案 :平成 30年度収支予算書承認の件

馬場みずほ財務部長より、平成 30年度収支予算書承認の件に関して、

議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

・平成 30年度収入予算に関して、新入会者を13名 と見込むが、年度内

の退会者を考慮し、全体としては現在の会員数から11人増の234名

(A会員 144猛 、B会員 90名 )と 見積もつた。

・指導会会費に関して、昨年は思つたよりも増えなかつたので、少し減

額して 210万円と見積もつた。受け取り負担金というのは、2017お

かやまマラソンケアステーションでの学生スタッフ用の弁当代を当会

がまとめて支払い、後日参加団体で分害Jし他の 3団体から頂く形にな

ったので、このような記載にした。また、井原スポーツの日のイベン

トで消耗品の請求を行うと支払われるので、合算してここにあげた。

・支出予算に関して、 (公社)日 本鍼灸師会各部長会議出席において、今

までは全国大会と合わせて行つていたため、日当のみで良かつたが、

平成 30年度は東京で開催、また 4名参加予定で交通費がかかる為多

めに見積もつた。

・スポーツ鍼灸関係で、新庄・蒜山スーパー トレイルに関して今年度は

大会本部が費用を負担してくれたので、保険料のみ 500円 を計上して

いる。また、倉敷ツーデーマーチの予算について、倉敷地区奉仕活動



の予算内で行つていた。これ ら二つに関して、平成 30年度も大会側

が費用を負担 してくれると見込み、来年度の予算は計上せずに 0円 と

している。

・災害支援鍼灸師関係に関して、前年度は会を代表 し講習を受けた後に

伝達講習会を行 うとい うことで、講習会受講料、交通費の支給を行つ

た。平成 30年度は内田輝和会長 と国安俊成副会長が参加予定とい う

ことで予算を立てたが、もともと当会は講習会の受講料などの負担は

行っていない。鍼灸臨床研修会や介護予防運動指導員養成講座では、

受講者の受講費用等を本会から経費 として出してお らず、災害支援だ

け経費として扱 うのは不公平に思 う会員がいるかもしれないのでどう

い う扱いにするか。

国安俊成副会長の発言

災害支援関して、 (公社)日 本鍼灸師会では、各県に災害支援に関する

部署をつ くるとい う動きがある。各地域でも動ける人員を作っていか

なくてはならないが、ベーシックを受講 し、さらに JIMTEF災 害医療

研修ア ドバンスコースを受講 したレベルのあるものが各地域に一人は

必要 との考えがあるので、次年度ではア ドバンスの一人分の受講費用

負担をお願いすべく、予算化をつけて頂きたいとお願い した。

松浦浩市副会長の質問

大きく変わったことと言えば 00

馬場みずほ財務部長の回答

大きく変わったのは、 (公社)日 本鍼灸師会各部長会議に出席するとい

う事です。今までは全国大会の際に行われていた各部長会議で交通費

負担は無 く、 日当のみ支給 していたが、平成 30年度は東京開催で 4名

が参加 とい う事なので、交通費 と日当の負担を考え予算金額が増えて

いる。また、JIMTEF災 害医療研修ア ドバンスコースの受講料を会 とし

てどのくらいの負担を行 うかとい う事を考えなくてはならない。今回

予算で考えていたのは、講習会会場が大阪、神戸なので 1人往復 1万

円として 2人で 2万円と見積 もつた。ア ドバンス受講料 2万円 2人 と

なると4万円の負担 となる。

中原員行副会長の質問

倉敷ツーデーマーチの予算は 0円でよいのか?

馬場みずほ財務部長の回答

通常通 り、倉敷の地区活動費の中で賄つて頂 くが、今までと違って案内

は鍼灸師会会員に出し、参加者を募ることとする。



松浦浩市副会長の発言

今年度より案内を出しました。

馬場みずほ財務部長発言

今までは、岡山県鍼灸師会会員へは案内を出していなかったので。

松浦浩市副会長の発言

今回鍼灸師会から 6名 の参加があったが、いろんな会のイベン トとダブ

つているので、何が何や ら分からなくなつているのが現状である。

中原員行副会長の質問

倉敷ツーデーマーチはどのような内容なのか。

松浦浩市副会長の発言

《倉敷ツーデーマーチの内容》

毎年 3月 の第 2± 0日 曜 日に開催 されている。 5km・ 10km・ 20km e 40klnの

コースが設定され、参加者はそれぞれの希望のコースを選んで歩く。天候

がよければ 12,000人 、雨天のときでも 9,000人が参カロしている。参加費は

約 3,000円。

鍼・マッサージケアステーションは 10年位前より倉敷市スポーツ振興

課より依頼 され、イベン ト用テン ト6張 り、床あげして頂き、20台の簡易

ベ ッ ドをリースして頂き、衛生材料、テーピング等備品の購入も大会4Allに

負担頂いている。 このため、我々ボランティアは参加するのみで良い。利

用者は、各コースを歩いて帰つた方 とか、二日目では歩 く前の方にケアを

行っている。特徴 として、鍼・マッサージ・テーピング・ス トレッチを行

うが、もともと倉敷ス トレッチサポー ト協会が中心に入つていることもあ

り、理学療法士、 ドクターも入つている。理学療法士の方のス トレッチ、

柔道整復師の方のテーピングも受ける事ができる。足湯のサー ビスもあ り

好評で、今回 160名利用 している。

寸月同鍋を 3つ用意 し、五徳の上に置きお湯を沸か し、大きめのバケツに入

れお湯の温度を整え提供 し、足を入れて頂 くようにしている。利用時間

は、一人 8～ 10分。足湯をして頂 くと、足の痙攣がほぼ 100%取れる。非

常に利用者が多く疲れも取れるとい う事で好評である。 これができるの

は、高校生 20名 ほどのボランティア参加あり、足湯はお任せ してやって頂

いている。学生・ ドクター・有資格者・地域住民などのコンビネーション

でケアステーションを運営 している。経費は全て倉敷市スポーツ振興課の

持ち出しとい う事で我々の負担は無い。また、簡単な交通費 とい う事で一

人 500円 これもスポーツ振興課より支給 されるので、出費は 0である。お

まけにこのケアステーションでは、治療院の看板をテン ト前に出してい

る。施術者名、治療院名、治療院所在地、電話番号などが掲示 される。 こ



れはなぜかとい うと、身分をはっきりさせて何かあらた場合にクレームを

出してくださいとい う意味なので、決 して宣伝 とい う意味ではない。 とい

う事を謳つてこの看板も倉敷市に作ってもらつている。大体 80万円くらい

の費用が掛かるが、全て倉敷市のほうでやって頂 く。必ず、倉敷市長、市

会議員、県会議員、今回は橋本岳氏が挨拶に来 られて、和気あいあいと話

をして行 くといったスタイルである。ケアテン トの方はステージに上がっ

てアピールもしつか りしていく。おまけに高校生が 「頑張ろう!」 コールを

するとい うようなことで、実行委員会 とも密着 したケアステーションにな

つている。

中原員行副会長の質問

鍼はどのように方法で行つているのか。

松浦浩市副会長の回答

鍼は各 自にお任せ し、全て 10分間以内で終了し、込み合つてくると8分

に縮めてくれ と指示を出し、必ず守つて頂く。置鍼は時間がないので行

わない。バイオネックスも使わず、単刺のみ行 う。鍼の仕方の指導は行

っていないが、軽刺激で行 うよう指導 している。今回鍼治療を経験 して

頂いたのは 60名 であつた。

中原員行副会長の質問

鍼の番手は?

松浦浩市副会長の回答

寸 3の 1番鍼を使った。

国安俊成副会長の発言

倉敷の問題点は、地区活動 として行つていた活動を岡山県鍼灸師会で行 う

事業にするとい う事でしょうか。

松浦浩市副会長の回答

これはどちらでもよい。

国安俊成冨1会長の発言

倉敷市の活動に参加 した会員からクレームがあり、津出カロ茂郷フルマラソ

ン、おかやまマラソンなどに参加 した場合はある程度の交通費が出るが、

なぜ倉敷だけ 500円 しかもらえないのかとい う事があつた。

岡山県鍼灸師会の会員が取 り組むのであればある程度条件を整えなければ

ならない し、岡山県鍼灸師会の事業 として行 うかどうか決めなくてはなら

ない。今年度より倉敷市地区の活動費が減額 したので、そこに付けてお く

のが今は不 自然かと思 う。

内田輝和会長の発言



倉敷ツーデーマーチに岡山県鍼灸師会が関与 していくのであれば、看板を

きつちり出してもらい、岡山県鍼灸師会の事業 として行つていくことがま

ずは前提条件になる。そのように事ができるのか。

松浦浩市副会長の回答

来年は大会パンフレットの中に岡山県鍼灸師会の名前を入れていくことを

必要ならば実行委員会に要望 していく。

内田輝和会長の発言

そのように看板などで会の名前が出るようならば、おかやまマラソンと同

等に手当てをしていかなければならないと思 う。

今まで通 り、倉敷地区担当で行 うのであればそれでも良いのではないか。

国安俊成副会長の発言

鍼灸師会の事業にするのであれば予算を付けなければならない。

内田輝和会長の発言

それでも、テン ト前に設置する看板に個人の名前を書くのであれば、鍼灸

師会の会員である旨表記すれば今まで通 りでもよいのではないか。

福原隆行理事の発言

交通費などの手当てに関してクレームを言 う会員は事業ごとで発生する手

当の額が変わることが理解できていないのだと思 うので、そこを理解 して

頂ければ納得 してもらえるのでは?

松浦浩市副会長の回答

岡山県鍼灸師会 としても協力 して頂けたらと思 う。

市村由美子理事の発言

今まで倉敷ツーデーマーチの事業報告をいつも時期が合わず会報誌、メル

マガで上げていないので、報告をして頂けないか。今回報告を挙げて頂け

ると次回の会報誌に掲載できると思 うが・・。

松浦浩市副会長の回答

報告書は全部作成 しているので、挙げようと思 うが、会員へ案内を出して

いないので、今までは報告を出していない。倉敷市の方へは詳 しい報告書

を挙げているので、こちらへも出そ うと思 う。

市村由美子理事の発言

メールマガジンでも配信できたら、次年度参加 してみようと思 う会員がい

るかもしれない。

松浦浩市副会長の回答

大会パンフレットに鍼灸師会の名前を入れるか入れないに関してスポンサ

ーとの関係があり、話をしてみるが、どうなるか。

内田輝和会長の発言
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何 もないのにどうぞボランティアをや りましょうでは、県鍼灸師会 として

は公益社団法人なので公益性を持つて行わなければならないので、名前を

入れて貰わなければならない。入れて貰えるのであれば、考えられる。

国安俊成副会長の質問

鍼灸師会の事業として予算を組み直す とい うのは大変な作業になるか?

馬場みずほ財務部長の回答

今後、災害支援に関することがどれ くらいのウエイ トを占めるかによつて

変わつてくる。取 りあえずは、今年 3月 に開催 された倉敷ツーデーマーチ

の報告を 9月 の会報誌に掲載 し、平成 31年 3月 に行われる倉敷ツーデーマ

ーチヘの参カロ案内を出し会員の反応を見てからではどうか。

それで会員参加が増えるようであれば、加茂や井原 と同じような県の主導

の事業 として会員からの参加に対 しては、参加人数によるが 1人当た り

2,000円 くらいであれば、出せるのではないかと思 う。

ただそ うはいつても、急に災害支援の関連で今回のように当会がいくらか

費用を負担 して 2人講習会に参カロとい う事があれば、会員の中には会計の

中身が知 りたいとい う会員もいて、「なぜ理事だけ講習会参カロの費用が出て

いるんだ」とい うことになればややこしくなる。そこの線引きをはっきり

させるために、前回は各県から 1人は参加 したほ うが良いとい う募集内容

であったが参加希望者がいなかったため、高木先生が会の代表 とい うよう

な指名 されるかたちで参加が決まり、受講後は会員に対 しての伝達講習会

を行 うとい う条件 もカロえ、交通費 と受講料の負担を会がするとい うことに

なつた経緯がある。

他の人から「理事が参カロするから負担金を出したのか」と聞かれた時にど

のように返答するか。JIMTEF災害医療研修ア ドバンスコースの講習会に

理事でないと受講できないとい う事ではないはず。 (公社)日 本鍼灸師会の

学術部長会議だと学術部長でないと参加できない。また、中国四国ブロッ

ク会議へ出席するのも理事でなければならない。一般の会員が会議に出席

することはできない。

福原隆行理事の発言

本来はできる。

馬場みずほ財務部長の発言

本来はできるが、実際はどの県も理事が出席 し、中国四国ブロックの各師

会の理事の集まりになつている。

国安俊成冨1会長の発言

理事 とい う意味ではなく、災害対策本部を作るからとい う事



馬場みずほ財務部長の発言

一般会員が「自分がや ります」とい う立候補者があればどうするか。

福原隆行理事の発言

そ うい う会員がいれば、是非行つて頂いたらいいのでは。

国安俊成副会長の発言

災害対策本部 とい うのを作つているからそこの担当者が出席 しなければな

らないとい うニュアンスで言つているのであって、その立候補 した人が対

策本部担当者になるのであればなつた人がいけば良い。ただ、活動はずっ

としなくてはならないのでなり手はいないかと思 う。

馬場みずほ財務部長の発言

対外的にどう説明するかとい うところが、気になっている。

内田輝和会長の発言

いろんな人の発言が気になるところではある。

他の意見のある人は?

馬場みずほ財務部長の発言

会長、副会長でなくても会員の中からJIMTEF災害医療研修ア ドバンスコ

ースを受講希望者がいた場合、会が費用負担をしないではないか。

福原隆行理事の発言

しないとはまだ決めていないのでは?

馬場みずほ財務部長の発言

基本的には他の講習会参カロヘの負担金はしていない。特に (公社)日 本鍼灸

師会の鍼灸臨床研修会には師会から一人は出してほしいと要望があるので

毎年 どなたかに参加 して頂いているが助成金を出していない。

内田輝和会長の発言

災害支援の関係では、 リーダー的にやってくれる人がいれば、募集かけて

でもお願いできればと思 う。我こそはとい う人がいれば理事会で審議 して

決めてもよいと思 う
`

国安俊成副会長の発言

災害本部長は会長 と決まっている。

馬場みずほ財務部長の発言

災害本部長は会長 と決まつているのであれば、会から負担金はするとい う

事にして。

才野優一理事の発言

そもそも収入が増えて行かないのに事業だけを増や していつてもどうかと

思 うが。害Jり 振 りをしてそこに当てるか。

松浦浩市副会長の発言
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収入を増やすためにどうするかとい う話をしないで、出て行 く方の話だけ

している感はある。

内田輝和会長の発言

次年度の事に関してどうするか。特に倉敷ツーデーマーチの件に関して馬

場みずほ財務部長が予算を立てているので、次年度はこの予算で進め、そ

の次様子を見ながら考えて行けばどうかと思 うが。

災害支援に関しては、会長が本部長になるとい うのなら自分が参カロする。

しか し行 く以上はそれにたけた人がもう一人行つてもらうのが良いと思

う。逆に言 うと、会長が指名をして一緒にや らしてもらうとい うのはどう

か。その後、また伝達講習を行 うのを条件に行ってもらうのではどうか。

中原員行副会長の発言

倉敷ツーデーマーチ関してスポンサーの関係 もあるが、松浦先生には次年

度は会の名称をパンフレットに入れてもらえるか、看板を出してもらえる

かどうか確認 してもらいたい。

その後考えてみてもよいのではないだろうか。

松浦浩市副会長の発言

馬場みずほ財務部長も言われたように、地区活動費の負担金 4万円を出し

て参加するとい うこともできる。負担金に関しては 2つ意味がある。スポ

ーツイベン トに参加 とい うものと、施設訪間がある。公募に関して倉敷ツ

ーデーマーチの費用を出すのであれば施設訪間に関しても費用を出して 4

万円を使 う必要があるのではないかと思 う。

馬場みずほ財務部長の発言

今まで行つている高齢者施設等の施設訪間に関しては地区担当者 との話 し

合いになるが、担当者があつてもなくてもよいとい うのであれば、無 しに

して地区への奉仕活動費 とい うのは玉野 とかと同じように処理をさせると

い うことになる。

内田輝和会長の発言

昔から、地区に活動助成金を出してどうぞお願い します とい う形になって

いたが、本来なら当会の会員がきちんと行つてくれるのが良い。例えば、

大きなイベン トの中で行えば分か りやすいのではないからそろそろ地域の

奉仕活動の内容を変える必要があるのではないか。

馬場みずほ財務部長の発言

高齢者施設等での奉仕活動より、岡山市で行つているようなおかやまマラ

ソンなど、すでに入つて行つているので、これからはスポーツイベン トの

中でボランティア活施術を行っていくとい う形になるとい うことか。た

だ、井原、新見での活動はそれぞれ頑張つて活動 しているので、現状維持
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としたい。

岡山、倉敷での活動に関しては、地区担当者を交えての話 し合いになると

思 うので、もし話 し合いが うまくいけば倉敷ツーデーマーチに予算をつけ

ることができる。

内田輝和会長の発言

まあtこれには地区担当者 との話 し合いで必要になり時間かかるので、先

になるだろう。

このような提案を出してくれればまた次につながるのではないか。

新 しい試みで活動を行えば見える形にな り、会員が増えるのではないかと

期待 される。

今回は、このまま状況を見ながら次を考えて行 こう。

馬場みずほ財務部長の発言

JIMTEF災害医療研修ア ドバンスコースの受講料についてどうするか。

市村由美子理事の意見

受講料を半額にするか、交通費を半額にしてはどうか。

受講料だけ会が負担 してはどうか。

また、会員に」IMTEF災害医療研修ア ドバンスコースの受講案内を出し、

受講希望者を募 り、希望者がいなければ会長、副会長が参カロすれば良いの

では?

福原隆行理事の発言

それが一番よいのでは?

小原陸夫理事の発言

会長指名ではどうか。

馬場みずほ財務部長の発言

前回は高木先生を選出した上で審議 し、代表 として受講 してもらつた。

市村由美子理事の意見

本来なら、災害支援の代表 として動いて頂 く人はだれかを決め、動きやす

い人が受講すべきではないか。

馬場みずほ財務部長の発言

(公社)日 本鍼灸師会会報誌には情報が掲載 されるので、それを見た会員か

らの参加希望の連絡を待ち、希望者がなければ会長 と、会代表 として国安

副会長が参加すればよいのでは。

交通費をなしにして、受講料を負担するとい う形で、今回は予算を立てて

いる 4万円で良いか。

福原隆行理事の提案

会費収入以外に収入を増やす方法はないのか?と い うことで、鍼灸展など大
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きなイベン トの際に全て無料 とい うのではなく、ワンコイン(500円 )が必

要な体験ブースもあつていいのではないかと思っている。

青年部で話 し合つたとき、昨年鳥取でお灸フェスを行つた際にワンコイン

で参加をお願いしたかとい うと、無料だと逆に怪 しまれるから。「何か売 り

つけられるのか」 と怪 しまれる声も聞かれる。

松浦浩市副会長の発言

これからは収入を増やすことも考えながら進めて行きましょう。

審議の結果、倉敷ツーデーマーチの予算に関しては、平成 30年度も倉敷

市スポーツ振興課に費用を負担頂き、鍼灸師会の予算は 0円 とする。ま

た、JIMTEF災害医療研修ア ドバンスコースの受講費用に関しての予算

は、 (公社)日 本鍼灸師会に所属 している会員より受講希望者がなければ、

内田輝和会長 と会代表 として国安俊成副会長が受講 し、交通費は無 し、受

講料 4万円を負担する。その他の事業予算については異議なく、出席理事

全員一致で承認 された。

第 3号議案 平成 30年度資金調達及び設備投資見込み承認の件

国安俊成副会長より、平成 30年度資金調達及び設備投資見込み承認の件

に関して、議案 説明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

第 2号議案で提案の通り平成 30年度は資金調達及び設備投資計画ともに

計画がない旨報告した。

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 日本良導絡自律神経学会の全国大会への助成についての件

内田輝和会長より、日本良導絡自律神経学会の全国大会への助成について

の件について、議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

岡山で 10月 7日・8日 に朝日医療大学校を会場に行う。日本良導絡自律神

経学会は国際的に活動し、海外の会員もいるので国際セミナーを前日の 6

日に行 う。学会では、実技をメインに行い、中谷義雄先生の直弟子の森り||

和宥先生が「中谷義雄秘伝の技術とその応用」を、森川和宥先生と兄弟弟

子の後藤公哉先生が「大儀泰啓 (中谷義雄先生の弟子)秘伝の技術とその応

用」と題して各 1時間半の実技講習を行う予定。今期最後の実技披露なの

で興味のある方はぜひ参加して頂きたい。
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開催助成をして頂ければ予約会員の会費 (10,000円 )で参カロして頂ける。

開催の助成 して頂けるかどうか審議をして頂きたい。また、後援も合わせ

てお願いしたい。

福原隆行理事の質問

会員外参カロ費はいくらですか。

山口大輔 日本良導絡 自律神経学会の全国大会実行委員長の回答

予約会員外 13,000円 、当日会員外 15,000円 となつている。

馬場みずほ理事の質問

以前、 (公社)全 日本鍼灸学会中国四国支部学術集会の際には抄録への広告掲

載 とい うことで 1 万円を支払つたことがある。

助成については少 しややこしくなるのかと思 うので、広告費 としてなら 1～ 2

万円位なら出せると思 う。他の会から要請があればそこにも助成をしなけれ

ばならなくなるので、広告の枠があるのであればそれにしたい。

審議の結果、広告費 として A4サイズで 2万円までなら承認する。また後援

依頼については承認する、とい うことが出席理事全員一致で承認 された。

第 5号議案 学術講習の 日程について

山口大輔学術部長より、平成 30年度学術講習の 日程について、7月 29日 、9

月 9日 、11月 4日 、平成 31年 1月 20日 で調整 しているとし、審議要請があ

った。

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 岡山県危機管理対策委員会の立ち上げ、登録について

国安俊成冨じ会長より、岡山県危機管理対策委員会の立ち上げ、登録について

議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

岡山県危機管理対策委員会を立ち上げ、2月 11日 に開催された災害支援鍼灸

師養成講座に出席した会員を登録したいと思うが審議して欲しい。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

内田輝和会長より、事前に会員へその旨伝えるように国安俊成副会長に

指示があつた。
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第 7号議案 鍼灸展について

高木謙輔普及部長より、鍼灸展について議案説明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

松浦浩市冨1会長に提案頂き、次年度の開催場所を岡山市北区中山下の川崎医

科大学総合医療センターにて、8月 開催の予定の東洋医学会の行事に乗 り、

合同で行ってはどうかと考えている。

〈松浦浩市副会長の補足〉

川崎医科大学総合医療センターの ドクターとコネクションがあり、総合医

療センターの中に地域コミュニティー として使 う会場がある。そこは 1時

間 2,000円 で使用できるのでここを使用 して頂ければと話があつた。ここ

で鍼灸展を行えばどうかと思 う。昨年朝 日医療大学校をお借 りして開催 し

たが、反響がいま一つであった。総合医療センターのスタッフにも告知 さ

せて頂き、西洋医学 と、東洋医学の統合医療の形をするのはどうか。

東洋医学会にも自分が参加 しているので、話を通 してはいないが、鍼灸だ

けではなく漢方 ともタイアップすればそれが目玉になるのではと思 うので

これを提案 したい。

例えば、妊婦さんのケアをしている助産師さんも健康講座を持つてお られ

た りするので、興味をもつているようだ。

福原隆行理事の発言

内容の提案だが、市民公開講座 1本にしてみては?いいものを作って、し

つか り告知をする。

内田輝和会長の発言

その場合は、どのような方法で告知をしていくか。以前は、新間に案内を

掲載 した り、チラシを配布 した りしたが、いま一つだつた。

松浦浩市副会長の発言

それを考えた時に川崎は何か媒体を持つているのではないかと思 う。市民

に対 して行 う媒体を利用させて頂 くのもありかと、これは確認必要持って

いるのではと思 う。

市民公開講座だけにするとい うのは講座だけで何 もしない?体験コーナー

は無 しにするのか。

福原隆行理事の発言

体験はサブの感 じて行つてもよいが、イベン トとしては、市民公開講座を

大々的に押 し出してはどうか。

松浦浩市副会長の発言

東洋医学会 と一緒にとい うとどうい う切 り口になるか。
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福原隆行理事の発言

統合医療 とい う立場で漢方の話、医師、鍼灸師、等でパネルディスカ ッシ

ョン的なものはどうか。市民にとつて 「へぇ―」 と思 うものが良いので

は 。

高木謙輔理事の発言

メインが一番集ま りやす くなるので、それ以外は人が集まらなくなつての

で、メインをしつか り決めた方が集約 したほ うが良いのではと思 う。今ま

での流れ とは変えて しまってはどうかと思 う。

吉田和彦理事の発言

体験はあったほ うが良いのでは?

高木謙輔理事の発言

体験は別枠で してもよいと思 うが。

松浦浩市副会長の発言

なるべ く早い うちに東洋医学会の先生方に打診することとし、会場を確認

することから始めて、 日程をいつにするか決める。また、高木先生は川崎

医科大学総合医療センターの会場を視察 し、部屋を確保する準備を進めて

|ま しい。

内田輝和会長の発言

では、その方向で東洋医学会 との話 し合いを進めて行つて欲 しい。

審議の結果、川崎医科大学総合医療センターを会場に東洋医学会 と合同で

鍼灸展を開催することに関して原案通 り、出席理事全員一致で承認 され

た。

第 8号議案 定款の変更について

松浦浩市副会長より、定款の変更について議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

定款の変更に至る経緯は、昨年の春、国際医療技術財団理事長小西恵一郎氏

から定款におかしいところがあると指摘を受けたことにより、1年間かけて

司法書士に相談したり他の人にも意見を求めたりして確認を行ったところ、

変更が必要だろうという事になり、今回変更してはどうかということになっ

た。ある程度まとまったら、とりあえず、この理事会で承認を頂き、その後

弁護士に相談の上、校正を行い、細かいところは聞いて進めたい。その後再

度理事会に提出したい。この様な流れで進めて行きたいが、審議して欲し

い。また、定款施行規則に関しても審議願いたい。
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定款施行規則に関して、今回会員の種別 として 「名誉会員」新たに 「名誉会

長」とい う言葉を入れた。その件に対 し、下記のような様々な意見が出され

た。

馬場みずほ理事の質問

名誉会長はどのような経緯で作つたのか。

才野優一理事の発言

名誉会員はありましたか。

馬場みずほ理事の発言

和田克己先生が当会へ寄付をして下さつた時に今後会費を頂 くのはどうか

となり、会費免除に関する規定が無いのでどうするかとい う事はあつた。

松浦浩市副会長の発言

今後、高齢者社会になつてくるので必要ではないのか。

内田輝和会長の発言

名誉会長は、この会をどう進めて行 くかとい う意見を述べ られる立場。

松浦浩市扇J会長の発言

名誉会員に関しては、前会長の大藤武彦先生の件がある。退会 された状態

だと慶弔費が出せないとい う事もある。名誉会員 としていれば、功績を称

えて慶弔費を出してもらえるのではないかと思 う。

赤枝壽士理事の発言

「名誉会長」について、《理事会が推挙 した、ただ し、正会員であること》

とあるが、名誉会員の中から選ばれるのではなく、正会員で会費を払つて

いる人、まだ名誉会員になつていない人、また、会長をやめて名誉会長に

なれない人は正会員のままなのか。

松浦浩市副会長の発言

基本的には、会長を辞任 した方。要は大藤武彦先生がされていた相談役の

ようなものと考えて欲 しい。

内田輝和会長の発言

そ うです。

馬場みずほ理事の発言

書いてある内容だと相談役の方が無難ではないか。特に意見を述べる事が

できるとい う部分。名誉会長は名誉職で意見を述べる事ができるとい うの

がちょっと弓|っ かかる。

ここで、会員種別の 「名誉会長」、「名誉会員」 とい う言葉を入れた定款施

行規則を決めてもよいか決をとつたが、これ らを削除したものに対 し出席
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理事全員一致で承認 された。

しかし、

赤枝壽士理事・馬場みずほ理事の意見

和国克己先生の件で、寄付を頂いた後に退会 されるとい うことだつたが、

表彰もあつたため、現在も会費を頂いて会員を継続 されている現状がある

ので、「名誉会員」は新たに作つてもよいのでは?

この声があが り、再度審議を行 うことになった。

国安俊成副会長の発言

「名誉会長」を削除 し「名誉会員」は新たに作るとい うことに対 し了承頂け

ますか?

3名 の反対者 (福原隆行理事、才野優一理事、藤原秀雄監事)あ り。

松浦浩市副会長の発言

では、なぜ 「名誉会員」を作ることに反対なのか理由を教えてもらえない

力ち

福原隆行理事の発言

岡山市鍼灸マッサージ師会で、自分は総務、才野優一理事は財務を担当し

ている。会員の高齢化が進み、全会員 86名 の うち、すごい割合で名誉会員

が誕生することに財務が気づいた。名誉会員になる年齢が 70歳であつたの

を 5年前に改正 し、現在 75歳に変更 した。移行期間としてこの方たちの年

会費を半額にするとい うことで、今年やつとそれが終わる。

こんなことがあつたので、少 し「名誉会員」とい う言葉にアレルギーを起

こしている。

松浦浩市副会長の発言

それが 50年以上とい うことになったらまた違 うのでは。

才野優一理事の発言

名誉会員になって辞める人はいませんよね。たぶん。

福原隆行理事の発言

これを考えるとかな り条件が狭 くなり、少数になるので、あえて明記する

必要があるのかなと。

内田輝和会長の発言

少ないからこそ、「名誉会員」にしてはあげては?



福原隆行理事の発言

それなら、慶弔費 とかの細則だけに留め、理事会で OKし た場合には出しま

しょうねとした方が良いと思 う。運用の仕方だけを変更すれば良いのでは?

内田輝和会長の発言

では、もう一度 「名誉会長」は削除 し、「名誉会員」は新たに設けるとい

うことに対 し、決を採る。

審議の結果、定款変更についての承認は原案通 り、前もつて提出された資

料を基に定款の変更部分の確認を行つたが、文言の中に「会員」「社員」等

どのような違いがあるのか分か りにくい部分があるので、弁護士に相談の

上、校工を行い、細かいところは聞いて進めていき、その後再度理事会に提

出することが出席理事全員一致で承認 された。 しか し、定款施行規則に関し

ては、会員の種別 として新たに「名誉会長」の部分は削除する。また「名誉

会員」については迫カロで明記するとい うことに対 し、出席理事全員一致で承

認 された。

15。 その他

①受領委任制度登録準備について

才野優一保険部長より、今年 4月 から登録が開始 とい うことでそれまでに

下準備を整えるために、総会後に開催する保険部必修講習会内で分かって

いるところまで説明し、登録の準備をしてもらう予定である。受領委任の

取 り扱いは 10月 からなので、また、大きな動きがあればもう一度説明会

を開くのが良いかと漠然 と思つている。まだ、決まっていないことが多す

ぎて、当面タイムスケジュール的な案内だけの説明になるのではないか。

国安俊成副会長の発言                      ,
理事に何が大きく変わるのか説明をしてほしい。

才野優一保険部長の回答

いまは、償還払いとなつていて、本来患者 さんが受け取る保険金の受け取

りを施術者が代わ りに受け取るシステムになつている。受領委任 となると

保険者 と間に入る公的な機関が協定を交わす とい うような形になる。ざつ

くり言 うと柔道整復 と同じようなお金の流れになるが、今は特に罰則規定

等もないが、今後公的な機関が監督をする立場 としてとして間に入ると不

正などした場合には罰則がしつか りと決まつてくるのではないか。正 しい

取 り扱いに向けての後押 しになるかもしれない。保険の取 り扱いをしてい

る側に対 しては特にメリットはない。 目に見える変化がないのでどうかな

と。制度 としてきつちりしていくとい うことに関しては良いのかなと。保

，
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険部の立ち位置が今後 どのようになるのかは未定である。

国安俊成副会長の発言

登録に関して免許証の確認は行わなくてはならない。

才野優一保険部長の回答

準備 として免許証の内容に間違いがないかどうかの確認のため、今から修

正があれば手続きを始めないと間に合わないとの案内は出す予定である。

②災害時の協定について

内田輝和会長より、岡山県推進医療課に行き、岡山県と災害協定を結びた

いと話をした。内部で検討するとし、打ち合わせをさせてくださいとの回

答を頂いた。できれば 7月 29日 の学術講習会の午前中に医療推進課の担

当者に来てもらい、話を聞く。できれば D IIAT・ AIIDAか らも一人お呼び し

講演をして頂きたい。中国四国ブロックの先生たちにも案内を出し、参カロ

して頂 く予定である。講演の前に調印ができるとよいと考えていることを

報告 し、準備を進めていると話 した。

高木謙輔災害ボランティア委員長が、岡山市の災害ボランティアの登録に

関して、用紙に記入をすませ提出する予定であるが、備考欄に県 レベルの

活動も希望するとの言葉を入れるように要請されたので、そのようにして

いると報告 した。

③代議員、部長会議等派遣の件

議員連盟総会は 6月 9日 に開催 され、翌 6月 10日 には (公社)日 本鍼灸師

会代議員総会が開催予定である。

今回は選挙も何もないので、代議員 1人の参加で良い。 (公社)日 本鍼灸師

会の理事 として国安俊成副会長もいるので当会からの負担は代議員である

西谷典人理事 1人分が必要になる。

次に 7月 8日 開催予定の部長会議への派遣については、学術部、保険部、

青年部、広報部の各部長に参力日してもらい、交通費と日当の支給を行 うこ

ととする。

④地区担当者について

国安俊成冨J会長より、地区担当者について継続の承認を毎回取 りたいと思

う。現在、岡山市地区担当者は落吉生先生、倉敷市は芦田徹先生、美作地

区は西谷典人先生、井原市は藤井寛之先生、新見市は柳生良雄先生 となつ

ている。

今回、岡山市落吉生先生、倉敷市芦田徹先生お二人より担当を変わって欲



しいと打診があった。理事の中から責任者を選んではどうか。

倉敷市担当者 として、小原陸夫先生、馬場みずほ先生いかがでしょうか。

馬場みずほ理事の発言

財務を変わつてくれるのなら、担当者になってもよい。

以前より引き継ぎ事で玉野市の尾家忠志先生の時も話が出たが、例えば岡

山市鍼灸マッサージ師会からの後任、岡山県、岡山市の両方所属 している

会員を推薦 してもらうのが一番良いのだが 0・ 。

この条件で行 くと、岡山県と倉敷市の両方に所属 しているのは、松浦浩市

副会長かな。

松浦浩市副会長の発言

はい。松浦がや ります。

内田輝和会長の発言

では、岡山は?

市村由美子理事の発言

奉仕活動の報告が上がってきているのは、才野優一理事か らです。

国安俊成副会長の発言

一応、落吉生先生も芦田徹先生も誰も適任者がいない場合は、再度受ける

とい う事である。

松浦浩市副会長の発言

できれば人数が多い方が良い。また、違 う人が担当している方が良いと思

う。

市村由美子理事の発言

では、会長、副会長名で地区担当者に理事会で継続をお願いしたいと決定

したので、その決定通知を文書にして出して欲 しい。

松浦浩市副会長の発言

その方が良いですね。

では、岡山市地区担当者は落吉生先生、倉敷市は芦田徹先生、美作地区は

西谷典人先生、井原市は藤井寛之先生、新見市は柳生良雄先生で従来通 り

お願い しましよう。

国安俊成副会長の発言

地区担当に関して、保健所の県民局単位で分けると 3つで済むと思 うが、

現在は地区単位を細かく分けているがどうか。

松浦浩市副会長の発言

県民局の 3つになると 2人 と 1人 とかに分けてはどうか。

国安俊成副会長の発言

倉敷、備西、備北、便宜上分けているのが、津山、真庭、新見。あまり意



味がないのでは?

松浦浩市副会長の発言

これをすると大ごとになる。

赤枝壽士理事の発言

備中、美作と岡山。岡山、倉敷は保健所は分かれているが 00。

内田輝和会長の発言

地域医療 として何を行 うか。

松浦浩市副会長の発言

各地区それぞれ今まで行つている活動で良いのでは?行事はたくさんあるの

で新 しい事をや らなくても、例えば美作地区で行つている「津山カロ茂郷フ

ルマラソン全国大会」でも十分ではなないか。それぞれの地区で活動 して

いることを当てはめればよいのではないか。

内田輝和会長の発言

岡山地区担当者は、才野優一先生やってよ。

才野優一理事の発言

分か りました。

松浦浩市副会長の発言

倉敷地区担当者については、次回引き継ぎまでに考えます。

平成 30年度の地区担当者について、岡山市は才野優一先生、倉敷市は芦田

徹先生、美作地区は西谷典人先生、井原市は藤井寛之先生、新見市は柳生

良雄先生の5条 に決定した。

⑤HPについて

内田輝和会長より、平成 26年度からあまり動いていない。HPは以前の社

団法人のまま掲載されている。新しい llPは文書作成中といつた表示が出て

くる。もし、新しいものがあるのだったら、出して欲しい。古いものは消

去してもらいたい。

公益法人格ということと、会員のためにも早急に良いものを作らないとい

けない。忙しくて作成できないというのなら、専門家に任せては?

才野優一理事の発言

昨年末に伝えたように、 トップページに西谷典人先生の娘さんにイラス ト

を書いて頂き、会のキャッチフレーズを考えてもらえれば、ほとんどHPを

アップすることができる。

内田輝和会長の発言

そうですか?も うできているの?HPを 見るとまだ古い社団法人の HPしか見



えないからこれではだめだと思っていた。

才野優一理事の発言

ひょっとしたら、前に武藤尚代先生が作っていた途中のものかもしれな

い 。

馬場みずほ理事の発言

才野優一先生、 ドロップボックスにあげたのではなかったですか?

才野優一理事の発言

あげましたよ。

内田輝和会長の発言

見えて確認できた人 と、できなかった人がいる?

才野優一理事の発言

インターネ ッ ト上に残つているキャッシュを削除 してもう一度載せてみ

る。でも、前の残つている社団のものは自分ではパスワー ドがかかつてい

るので、触れない。

内田輝和会長の発言

早急に確認 して欲 しい。

馬場みずほ理事の発言

キャッチフレーズまで業者に任せると料金がかかるのでは?

才野優一理事の発言

キャッチフレーズを入れるとほとんど出来上がる。

内田輝和会長の発言

では皆さん、必ずキャッチフレーズを考え、早急にメールで送るように。

皆で考えましょう。

③合同理事会について

内田輝和会長より、3月 25日 午前 10時から高島屋東館 3階の会議室に

て開催予定の合同理事会について、アンケー トの結果を踏まえて合同理事

会を開催するのでよろしくお願いしますとお願いした。

⑦平成 30年度第 41回定時総会準備について

配布資料をもとに市村由美子総務部長が会場の確認、開始時間など説明

を行つた。

また、役割分担のところで、申し訳ないが、小原陸夫理事と石部春子監

事が都合が悪く欠席すると報告があつた。

市村由美子総務部長の質問

監事が欠席の場合、議事録署名人はどうなるのか。
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石部春子監事の発言

後 日議事録を読んでから署名捺印をしても良ければそのようにしたい。

藤原秀雄監事の発言

議事録署名人は、文章の確認だけなのか、議事を聞いて読み込んで署名

をするのか。議事録署名人の責任はどこまであるのか。役職が良く分か

らない。

内田輝和会長の発言

これは確認 しておかなければならない。

誰か代理を立ててはどうか。

福原隆行理事の発言

例えば録音を取つておいて後 日間いて確認 したのでは?

山口大輔理事の発言

議長か副会長クラスの人か、理事等その場にいる人でないとダメ。

松浦浩市副会長の発言

では、副議長にお願い しては?

国安俊成副会長の発言

議長、副議長は今回も川西清隆先生と松本真定先生にお願いするので良

いで しょうか。

内田輝和会長の発言

では、お願い して下さい。

次に、来賓案内の送付について資料には岡山県知事、岡山市長が抜けてい

るので、追加で案内を送ることになつた。また、岡山県医師会会長石川紘

氏、衆議員議員平沼赳夫氏には案内を出さないことになつた。あとは、従

来通 りとした。

③選挙の件について

赤枝壽士組織部長が、配布資料をもとに立候補届の日程などを確認し提出

書類について説明を行つた。

立候補表明は、平成 30年 4月 11日 (水)17時締切

立候補届け出用紙申請は、平成 30年 4月 11日 (水)～4月 30日 (月 )必着

資料の「理事・監事立候補届け出書」に理事・監事どちらに立候補するか

を○印で選ぶ事が出来るように欄を追加することとした。

ここにいる理事は皆さん、再任するようにお願いしたい。提出を忘れない

ように。と内田輝和会長からお願いがあつた。



印鑑の確認をしなくてはならないので、必ず封書で郵送にて赤枝壽士組織

部長まで送付のこと。

平成 30年度第 1回理事会は、平成 30年 5月 27日 (日 )第 41回定時社員総会

終了後に(公社)岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導室にて、午後 6時より開催

されることで、原案通り、出席理事全員一致で了承された。

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、16時 53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、次の通り記諸押印をする。

平成 30年 3月 29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

監事

藤原 秀雄  ⑫

石部 春子
 ①
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