
  

 

平成２８年度 事業報告書 

（ 自 平成２８年４月１日 ～ 至 平成２９年３月３１日 ） 

 

 各部・委員会報告 

１ 代表理事・庶務部報告 

代表理事 下 釜 光 弘 

庶務部長 新 井   博 

 

主な活動報告 

 

（１） 会議開催について 

ア 定時社員総会 

５月２２日（日）１４時～１５時、諫早市中央公民館（市民センター）３階

 第１講座室。 

以下の各議題について審議された。 

（ア） 平成２７年度事業報告、決算報告及び監査報告に関する承認の件、承

認。 

（イ） 平成２８年度事業計画(案)に関する承認の件、承認。 

（ウ） 平成２８年度予算(案)に関する承認の件及び補正予算を理事会に委任

することに関する承認の件、承認。 

（エ） 選挙管理委員の選任に関する承認の件、承認。 

（オ） その他の件。 

 

イ 第１回理事会 

４月３日（日）１３時～１７時、長崎市障害福祉センター ５階 会議室。 

以下の各議題について審議された。 

     （ア） 平成２７年度事業報告、収支決算報告及び監査報告について、承認。 

（イ） 平成２８年度事業計画(案)について、承認。 

（ウ） 平成２８年度収支予算(案)について 、承認。 

（エ） 選挙管理委員の選任について、承認。 

（オ） その他。 

（① 平成２８年度定時社員総会にかかる資料・議題などの確認及び役

割分担・タイムスケジュール等について、② 九州鍼灸マッサージ師会

連盟代表者会議について、③ はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施

術受療者の生活機能に関する調査について（全鍼師会学術局通知）への

対応について）承認。 



  

 

 

ウ 第２回理事会 

６月５日（日）９時～１２時、諫早市永昌東町公民館。 

以下の各議題について審議された。 

（ア） 平成２８年度定時社員総会における総括および議決事項確認について、

承認。 

（イ） 法定手続き（公益目的支出計画実施報告書提出）について、承認。 

（ウ） 九州鍼灸マッサージ師会連盟代表者会議開催報告について、承認。 

（エ） 全鍼師会定時社員総会等報告について、承認。 

（オ） 平成２８年度事業について 

（① 年間タイムテーブルについて、② 事業計画及び提案事項につい

て、③ ホームページの更新について）、承認。 

（カ） 入会希望者について、承認。 

（キ） その他（①ねんりんピック長崎大会へのケアサポート依頼に関する対

応について）、承認。 

   エ 監査会 

     ４月３日（日）９時～１２時半、長崎市障害福祉センター ５階 会議室 

     以下の事項について審議、監査が行われた。 

    （ア） 平成２７年度事業監査について 

（イ） 平成２７年度会計監査について 

 

（２） 渉外等活動について 

 

平成２８年 

４月 ２日（土）広域連合へ、はり・きゅう施術費助成金協定書発送。 

４月 ６日（水）長崎振興局にて長崎県法人県民税納税。 

４月１１日（月）入会について問い合わせあり。 

４月１５日（金）熊本県鍼灸マッサージ師会の高橋会長へ、地震の被害状況とお見舞

いの連絡。 

４月１８日（月）佐世保市との生活保護に関する協定書発送。 

４月２５日（月）全鍼から代議員総会について連絡あり。 

４月２６日（火）広域連合から保険証切替ポスターについて連絡あり。 

５月 ７～８日（土・日）鹿児島市にて開催された九連代表者会議へ出席。 

５月１１日（水）長崎県社会福祉協議会から介護支援専門員試験受講について連絡あ

り。 

５月１３日（金）島原市役所からねんりんピックについて連絡あり。 

５月３１日（火）広域連合へ、はり・きゅう施術費助成金申請書について連絡。 

６月 ６日（月）全鍼へ講師派遣出向申請書について連絡。 

６月 ６日（月）島原市役所へねんりんピックについて連絡。 



  

 

６月 ９日（木）全鍼へ「厚労大臣免許保有証取り下げに係る事務手数料返還につい

て」ＦＡＸ及び講師派遣について連絡。 

６月２２日（水）諫早市役所から市民表彰に関する問い合わせあり。 

６月２３日（木）全鍼へ「あはき養成施設臨床実習施設調査（都道府県別）につい

て」ＦＡＸ。 

６月２７日（月）全鍼へ「鍼灸マッサージ受療者の生活機能に関する調査表」３０人

分発送。 

７月１４日（木）広域連合から、はり・きゅう施術費助成金申請書一式着。 

８月１７日（水）広域連合からフロッピー着。 

９月 ７日（水）島原市役所からねんりんピックについて連絡あり。 

９月２８日（水）広域連合から、はり・きゅう施術費助成金について課長と主事が来

訪。 

１０月 ３日（月）全鍼へ療養費アンケートについてＦＡＸ。 

１０月２８日（金）長崎県労働局から労災保険料金改定に伴う協定書について連絡あり。 

１０月２８日（金）広域連合から、はり・きゅう施術費助成金について課長と主事が来

訪。 

１１月２４日（木）長崎県教職互助組合へ協定書について連絡。 

１１月２５日（金）長崎県医療政策課から叙勲に関する連絡あり。 

１２月２０日（火）広域連合から、平成２９年度はり・きゅう施術費助成金協定書案に

ついて課長と主事が来訪。 

１２月２１日（水）広域連合へ平成２９年度の協定書案について連絡。 

１２月２８日（水）長崎県医療政策課から「広告制限の一部緩和について」連絡あり。 

平成２９年 

１月１８日（水）広域連合へ保健事業についてマッサージ適応の要望書提出。 

１月２４日（火）教職互助組合から協定書に関する連絡あり。 

２月１３日（月）長崎県立盲学校卒業式出欠についてＦＡＸ。 

２月２７日（月）広域連合から平成２９年度はり・きゅう施術費助成金協定書着。 

３月 ３日（金）長崎柔鍼スポーツ専門学校卒業式出欠についてＦＡＸ。 

３月１０日（金）長崎県福祉保健課保護班の担当官が、平成２９年４月から生活保護

取扱申請書一部変更についての説明に来訪。 

３月１４日（火）長崎県福祉保健課保護班へ生活保護取扱いについて連絡。 

３月１８日（土）広域連合へ平成２８年度審査手数料請求書発送。 

 

（３） 社員異動について、本会および全鍼師会へ各種手続きを行った。 

 

（４） 社員、外部へ対し、文書の発受を行った（発信については、２８県鍼発第１号

～３７号、事務連絡文書ほか。）。 

 



  

 

２ 財務部報告 

財務部長 大 坪 浩 次 

 

（１） 財務部では、納入された会費や会務活動に伴う経費の支出等、公益法人会計基

準を順守し会計処理を適正且つ円滑に行うよう努めた。 

 

３ 学術部報告 

学術部長 岩 下  登 

 

 学術部においては、社員の資質向上と社会的評価を高めるために次のような研修会

を開催し、学・術の研鑽に務めた。なお、研修会は東洋療法研修試験財団が推進して

いる生涯研修制度の承認通知を受け、規程に基づき開催した。 

 

（１）東洋医学夏期講座 

   平成２８年７月３日（日）１０時～１６時、長崎市障害福祉センター（ハート

センター）において開催。社員が受講。 

   １０時より『生保・労災について』という演題で、本会保険部長の佐藤英孝先

生にご講演いただいた。主として、生保・労災制度の現状と注意事項を解説いた

だいた。 

   １０時３０分より、『中央情勢について』『保険取り扱いについて』という演

題のもと、（公社）全日本鍼灸マッサージ師会 副会長兼保険局長 往田和章先

生にご講演いただいた。資料をもとに、厚生労働省との協議の現状について、会

報には書くことができない貴重な内容も交えながら丁寧に解説いただいた。また、

支払い形式の確立や往療に関する件、都市部での医師との関わり方など、多岐に

わたるお話を聞くことができ、一日を通し有意義な学習ができた。困難な協議が

続く中、常に危機感を抱きながら、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の

保険のために日々ご尽力いただいていることがわかり、参加者一同、身が引き締

まる思いと深い感謝気持ちを抱いた一日となった。 

 

（２）東洋医学秋期講座 

   台風１２号接近のため中止。午前に予定していた宮崎正明先生の講義は、東洋

医学冬期講座の午後に行うこととなった。 

 

（３）東洋医学冬期講座（一般公開講座） 

   平成２８年１１月２０日（日）１０時～１６時 諫早中央公民館（諫早市民セ

ンター）において開催。社員をはじめ、県内鍼灸マッサージ師、諫早市民が受講。 



  

 

   午前は『歯の大切さ』という演題のもと、医療法人社団トキワ会みぞこし歯科

医院理事長 溝越孝先生にご講演いただいた。プロジェクターを使用して、口腔

内や歯の構造、虫歯や歯周病になるメカニズム、統計から見た長崎県や各市町の

デンタル IQの低さと改善策を、わかりやすく解説いただいた。また、受講者よ

り採取した歯垢に潜む細菌のリアルな動き等、通常見ることができない映像を見

せていただき、歯磨きの重要性を改めて学んだ、貴重な時間となった。受講した

市民からも「歯のことがよくわかった」「勉強になった」との感想が聞かれた。 

   午後は『患者の心理学』という演題のもと、国立大学法人長崎大学名誉教授宮

崎正明先生にご講演いただいた。ご講演では、資料をもとに、患者さんの心理を、

専門家として詳細に解説いただき、また、患者の立場となった際の経験談も話し

ていただいた。各々、普段接する患者さんへの配慮・気配り等を改めて確認する、

良い時間となった。 

 

（４）東洋医学新年講座 

   平成２９年１月２２日（日） １０時～１６時 諫早中央公民館（諫早市民セ

ンター）において開催。社員が受講。 

   午前は『私の治療室』という演題のもと、東洋鍼灸 いぶき 院長の池上功先

生にご講演いただいた。テーマの枠を大きくとらえていただき、先生が力を注い

でいらっしゃるスポーツ鍼灸、中でも陸上選手に多いスポーツ障害とその判別法、

治療法と考え方を、プロジェクターを使用しながら詳細に解説いただいた。また、

随所に先生の鍼灸師会に対する考えも聞くことができ、有意義な学びの時間とな

った。 

   午後は『東洋医学に関する話』という演題のもと、長崎県立盲学校専攻科教諭

の森﨑三郎先生にご講演いただいた。ご講演では、現代社会で多くの人がかかえ

ている「ストレス」を、西洋医学的なとらえ方と、東洋医学的なとらえ方を比較

し解説いただきました。ストレスに対する対処法は千差万別であり、対処法も多

く必要で、患者さんのためにも、日頃から多くの知識・知恵を習得する必要性を

改めて感じた、良い時間となった。 

 

（５）東洋医学春期講座（専門公開講座） 

   平成２９年２月２６日（日） １０時～１６時 諫早中央公民館（諫早市民セ

ンター）において開催。社員をはじめ、県内鍼灸マッサージ師が受講。 

   『太極療法について』という演題のもと、（公社）全日本鍼灸学会 九州支部

長 山崎浩一郎先生にご講演いただいた。午前は総論として、太極療法の歴史か

ら考え方を、プロジェクターを用い解説いただいた。古典が苦手な受講者も理解

ができたと喜んでいた。 

   午後は実技で、治療の考え方と診察のポイント、治療法を解説いただいた。受

講者からの質問にも適宜回答くださり、太極療法について、理解を深める有有意

義な学びの時間となった。 



  

 

 

その他、研修会を円滑におこなうため、以下の通り活動した。 

平成２８年 

４月２３日（土）『施設使用許可について』（ハートセンター宛依頼文作成。 

  ４月２７日（水）ながさき県民大学（ながさきまなびネット）に登録申請。 

  ５月  ９日（月）生涯研修制度関係書類作成。 

  ５月１９日（木）東洋医学夏期講座講師 往田和章先生宛依頼状作成。 

  ５月２３日（月）東洋医学夏期講座講師 往田和章先生の交通・宿泊先の手配。 

  ５月２７日（金）森ノ宮医療学園より、WFAS市民公開講座パンフレットへの本会

一般公開講 座掲載の依頼あり、関係書類作成・提出。 

                 ※後日、無料配布パンフレット 50部依頼し受理。 

                  ・平成 28年度学術部研修会案内作成。 

  ６月 2日（木）東洋医学夏期講座講師 往田和章先生へ問い合わせメー  

ル。 

         ※ 以降、６月 17日、にメールにて連絡。 

 ６月  ７日 (火) 東洋医学夏期講座講師 往田和章先生へ航空券送付。 

  ７月  ５日（火）東洋医学夏期講座講師 往田和章先生宛お礼状作成。 

・全鍼師会講師派遣事業報告書作成。              

  ７月１１日（月）東洋医学秋期講座（一般・専門公開講座）専門学校宛案内状作成。 

 ７月１４日（木）東洋医学秋期講座（一般・専門公開講座）案内状を、こころ医療

福祉専門学校へＦＡＸ、長崎柔鍼スポーツ専門学校・長崎県立盲

学校専攻科へメール。 

 ７月２８日（木）東洋医学秋期講座講師 宮崎正明先生・森﨑三郎先生宛依頼状作

成。 

 ８月２０日（土）東洋医学秋期講座講師 森﨑三郎先生に準備物品の確認。 

 ８月３０日（火）東洋医学秋期講座講師 宮崎正明先生に準備物品の確認。 

 ９月  ３日（土）台風１２号接近のため、下釜代表理事と東洋医学秋期講座実施に

ついて協議し、中止を決定。それに伴い、関係箇所へ連絡。 

                 ・宮崎正明先生へ、講義日程を１１月２０日（日）東洋医学冬期

講座の午後 へ変更依頼の連絡（承諾）。 

 ９月  ９日（金） ながさき県民大学（まなびネット）の追加変更の手続き。 

 ９月１３日（火） 森﨑三郎先生へ、東洋医学新年講座 午後の講師依頼。 

１０月１３日（木）東洋医学冬期講座講師 溝越孝先生・宮崎正明先生宛 

依頼状作成。 

                  ・東洋医学冬期講座（一般公開講座）専門学校宛案内作成。 

１０月２４日（月）東洋医学冬期講座（一般公開講座）専門学校宛案内を長崎柔鍼ス

ポーツ専門学校・長崎県立盲学校へメール、 

こころ医療福祉専門学校へＦＡＸ。 



  

 

１１月  ９日（水）東洋医学冬期講座駐車場確保のため、諫早市役所総務課へ出向き

交渉。 

１１月２１日（月）東洋医学冬期講座講師 溝越孝先生・宮崎正明先生宛お礼状作成。 

１２月 ６日（火）東洋医学新年講座講師 池上功先生・森﨑三郎先生宛依頼状作成。 

平成２９年 

 １月１２日（木）東洋医学春期講座講師 山崎浩一郎先生宛ご依頼状作成。 

 １月１６日（月）東洋医学新年講座講師 池上功先生へ、必要物品確認の 

電話・メール。 

１月２０日（金） 平成 28年度学術部会開催案内を、学術部員へメール。 

 １月２３日（月） ながさき県民大学（まなびネット）へ、東洋医学秋期講 

座（市民公開会講座）の報告メール。 

 １月２４日（火） 東洋医学新年講座講師 池上功先生・森﨑三郎先生宛お 

礼状作成。 

 １月２６日（木）東洋医学春期講座（専門公開講座）案内状作成。 

 １月２７日（金）東洋医学春期講座（専門公開講座）案内状を、こころ 

医療福祉専門学校へＦＡＸ、長崎柔鍼スポーツ専門学校・長崎県

立盲学校へメール。 

 ２月 ５日（日）東洋医学春期講座講師 山崎浩一郎先生へ、必要物品 

の確認。 

 ２月２２日（水） 平成２８年度学術部会。 

 ２月２４日（金） 平成２９年度学術研修会講師候補者へ電話・メールにて依頼。 

 ３月 １日（水） 東洋医学春期講座講師 山崎浩一郎先生宛お礼状作成。 

 ３月 ５日（日） 生涯研修制度点数集計。 

 ３月１３日（月） 生涯研修関係資料作成後、庶務部長へメール。 

※適宜、代表理事・庶務部長・財務部長と電話やメールで連絡。 

 

４ 広報部報告 

広報部長  東 川 信 一 

 

広報部においては、適正な情報公開を目的とした機関誌について、円滑な発行及び 

ホームページの整備のために、以下の事業を行った。 

 

（１） １０月２３日（日）１２時～１５時、三菱記念会館において広報部会開催。出

席者５名。 

（審議事項） 

①  「なむしん会報」第４６号について 

・掲載内容について 

・原稿執筆に関する担当者について 



  

 

・原稿の提出期限について 

・発行形態と作成、送付手段、時期について 

② ホームページについて 

・掲載内容及び更新状況について 

 

（２） 平成２９年２月 

「なむしん会報第４６号」発行。（墨字版・メール版の２種類発行。） 

 

（３） ホームページ更新等 

    平成２８年７月３日（日） 

     定款、社員名簿、事業報告、監査報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、

財産目録、県民公開講座、学術部研修会開催案内、治療院の紹介更新 

平成２８年１２月２８日（水） 

 ホームページ関連名義を法人名義へ移行完了。 

 

５ 保険部報告 

保険部長 佐 藤 英 孝 

 

   保険部においては、生保、労災関係書類の整備を行った。又、広域連合保健事業に

係る取扱いについて、適切な処理を行うよう努めた。 

 

 （１） 毎月１２日、生保審査会を開催した。 

 （２） 生保・労災研修会を開催した。（平成２８年７月３日） 

（３） 生保・労災登録の整備を行った。 

 （４） 保険部資料の整備を行った。 

 （５） １１月１２日（土）１１時～１７時全鍼師会協同組合第３回研修会出席（東京、

新宿。） 

 

６ 組織強化部報告 

                                                  組織強化部長 林   義 久 

 

（１） 社員台帳の整備。 

（２） 本会入会パンフレットの整備。 

（３） 各部と連携し、各部が行う事業に対するサポートを行った。 

 

《社員異動状況報告》 

 



  

 

入会者（１名）   

 

退会者（１名）   

 

平成２９年３月３１日現在 社員総数６４名 

 

 

 


