
 

 

平成２９年度 事業報告書 

（ 自 平成２９年４月１日 ～ 至 平成３０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２１日（日）１３時～１４時、長崎市障害福祉センター（長崎ハートセ

ンター）５階 社会適応訓練室。 

以下の各議題について審議された。 

（ア） 平成２８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２９年度事業計画(案)に関する承認の件、承認。 

（ウ） 平成２９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） 各種規程（改正案）に関する承認の件、承認。 

（オ） 任期満了に伴う理事および監事の選任に関する承認の件、承認。 

（カ） その他の件（① （１）生活保護個人請求について、承認。） 

 

イ 第１回理事会 

４月２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２８年度事業報告、決算報告及び監査報告について、承認。 

（イ） 平成２９年度事業計画（案）について、承認。 

（ウ） 平成２９年度予算（案）について 、承認。 

（エ） 連合保険事業協定書への対応について、承認。 

（オ） 生活保護取扱いについて、承認。 

（カ） 各種規程の見直しについて、承認。 

（キ） 任期満了に伴う役員改選に係る立候補者報告について、確認。 

（ク） その他 



 

 

（①平成２９年度定期総会にかかる資料・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全鍼師会代議員総会等への派遣について、④

島原でのねんりんピックケア報告について、⑤広域連合保険事業の要

望書について）承認。 

 

ウ 第２回理事会 

５月２１日（日）１４時～１４時１５分、長崎市障害福祉センター、５階、

社会適応訓練室。 

以下の各議題について審議された。 

（ア） 代表理事の選任に関する承認の件、承認。 

（イ） 業務執行理事の選任に関する承認の件、承認。 

（ウ） その他の件。 

 

   エ 第３回理事会 

      ６月４日（日）１０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２９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（役員変更登記、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２９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） その他（① 生活保護協定書の取扱いについて、②教職互助取扱いに

ついて）承認。 

 

   オ 第４回理事会 

３月１８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２９年度事業報告、収支決算報告及び監査報告について 

（イ） 平成３０年度事業計画(案)について 

（ウ） 平成３０年度収支予算(案)について  

（エ） 選挙管理委員の選任に関する承認の件、承認。 

（オ） エその他（①平成３０年度定期総会にかかる資料・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平成３０年度九州鍼

灸マッサージ師連盟代表者会議について、③全鍼師会代議員総会等へ



 

 

の派遣について、④後期高齢者広域連合助成金の協定継続について、

⑤全鍼師会「東洋療法推進大会 IN鹿児島」について）承認。 

 

   カ 監査会 

（ア） 平成２８年度分監査会 

         ４月２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。 

① 事業監査について 

② 会計監査について 

 

（イ） 平成２９年度分監査会 

         ３月１８日（日）９時～１２時、長崎市障害福祉センター ５階 和

室研修室。 

       以下の事項について審議、監査が行われた。 

① 事業監査について 

② 会計監査について 

 

（２） 渉外等活動について 

 

平成２９年 

４月 ３日（月）長崎県福祉健康課保護班担当官から生保取扱指定者の確認について

       連絡あり。 

４月 ３日（月）後期高齢者広域連合へはり・きゅう施術費助成事業協定書発送。 

４月 ３日（月）全鍼師会へ会員異動等届出及び生涯研修年度末書類一式発送。 

４月 ３日（月）生保取扱について佐藤保険部長及び取扱い会員へ連絡。 

４月 ４日（火）長崎振興局にて長崎県法人県民税納税。 

４月 ５日（水）長崎市生活福祉 1課へ生保取扱について連絡。 

４月 ６日（木）全鍼師会へ代議員総会についてＦＡＸ。 

４月２６日（水）後期高齢者広域連合から、保険証切替ポスターと保険制度変更周知

ポスターについて連絡あり。 

５月 ２日（火）後期高齢者広域連合へ、平成２９年度はり・きゅう施術費助成集約

等業務に係る手数料請求書発送。 

５月 ８日（月）九連負担金について、全鍼師会と宮崎県師会へ問い合わせと連絡。 

５月 ８日（月）教職互助組合から協定料金及び施術について調査依頼あり。 

５月 ９日（火）宮崎県師会から九連負担金の入金確認について連絡あり。 

５月１１日（木）長崎県社会福祉協議会から周知文章について連絡あり。 

５月２２日（月）教職互助組合から協定料金過剰徴取について苦情と調査以来あり。 



 

 

５月２８日（日）・２９日（月）全鍼師会代議員総会・連盟総代会・協同組合総代会

出席。 

６月 ６日（火）後期高齢者広域連合へ、平成２９年度はり・きゅう施術費助成集約

等業務に係る手数料について問い合わせ。先方の手違いで未納であ

ることが判明。 

６月 ７日（水）後期高齢者広域連合から、はり・きゅう施術費助成協定書再締結の

原案をＦＡＸしてもらう。 

６月１４日（水）後期高齢者広域連合の事業課長と担当官が来訪され、はり・きゅう

施術費助成協定の再締結を行う。 

６月１６日（金）後期高齢者広域連合から、保険証切替ポスターと保険制度変更周知

ポスター及び説明文着。 

６月２２日（木）長崎県福祉健康部医療政策課から、来年春の叙勲について問い合わ

せあり。 

７月１１日（火）後期高齢者広域連合担当官から、領収書発行の依頼文章について相

談があり原文をＦＡＸしてもらう。 

７月１１日（火）帝国データバンク長崎支店の調査員が、本会の現状についてデータ

収集に来訪。 

７月２０日（木）全鍼師会へ政治連盟について問い合わせ。 

８月 ３日（木）長崎駅前松藤プラザ（いきいきひろば）へ研修会会場予約ＦＡＸ。 

８月 ３日（木）後期高齢者広域連合担当官から、はり・きゅう施術費助成取扱いに

ついて連絡あり。 

９月２１日（木）元社員から、協同組合の所得補償について問い合わせがあり対応。 

９月２８日（木）社員の家族が、協同組合所得補償書類一式を持参。 

１０月 ３日（火）全鍼師会へ１１月の協同組合研修会参加者名簿をＦＡＸし、ＪＴＢ

へチケット手配依頼。 

１１月１１日（土）東京、丸正総本店ビル６階、エムワイ貸会議室にて開催された協同

組合研修会出席。 

１１月１４日（火）沖縄県師会金城会長から、沖縄におけるスパ特区資料送付について

連絡あり。 

１２月１５日（金）長崎県福祉保健部医療政策課から、叙勲について問い合わせあり。 

平成３０年 

２月 １日（木）社員へ協同組合所得補償書類処理後発送。 

２月 ６日（火）長崎県福祉保健部医療政策課医事・医療相談班担当官へ、書類住所

間違いにつき訂正の連絡。 

２月 ９日（金）長崎県立盲学校卒業式出欠についてＦＡＸ。 

２月１３日（火）平戸の男性から入会について問い合わせあり。 

 

２月２４日（土）長崎の社員より退会したい旨の連絡があり対応。 



 

 

２月２６日（月）学校法人平成国際学園 長崎医療こども専門学校・長崎情報ビジネ

ス専門学校卒業式欠席状発送。 

２月２６日（月）五島の社員へ会費納入の督促。 

３月１２日（月）上記会費未納社員へ再度会費納入督促のため文書送付。 

３月１２日（日）諫早の社員より退会したい旨の連絡があり対応。 

３月１６日（金）対馬の社員より退会したい旨の連絡があり対応。 

 

（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、２９県鍼発第１号

～２９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 一 瀬   忍 

 

 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２９年７月２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。社員をはじめ、県内鍼灸マッサージ師、専門学校生が受講。 

 午前は『難聴について』という演題で、サイノオ耳鼻咽喉科医院院長 道相尾直知

先生にご講演いただいた。講演ではプロジェクターを用い、耳・鼻の解剖を画像で、

難聴を起こす病気を文章で解説いただいた。また、めまいに関しても、原因と症状・

治療・予後まで解説がなされた。我々が臨床の場で関わることが多い難聴とめまいの

知識を深めることができた。 

 午後は『小児難聴の治療について』という演題で、末次鍼灸院院長 末次修治先生

にご講演いただいた。講演では、小児難聴の総論と症例を資料をもとに解説いただい

た。また、演題に留まらず、全日本鍼灸学会東京大会で講演があったパーキンソン病



 

 

や緩和ケアの鍼灸治療について、うつ病・不妊症の症例、国民皆保険まで多様な内容

の講演でもあり、参加者一同、多彩な学びができた。 

 

（２）東洋医学秋期講座 

 平成２９年９月３日（日） ９時３０分～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。 

 午前は『普通救急救命講習』として、長崎市北消防署 救急救命士 渋谷氏に講義

していただいた。受講者全員が事前に e-ラーニングを受け、また、普通救急救命講

習を２回以上受講経験があったため、実技の復習と救急救命に関する新たな情報や知

識の解説に重点を置いて講義がなされた。参加者一同、自分の実技や持っている知識

が間違っていないか確認し、新たな情報に熱心に耳を傾け、いざという時に可能な限

り実行できるよう学びを深めることができた。 

 午後は『症例発表』とし、本会代表理事 下釜光弘先生にご講演いただいた。 

  

（３）東洋医学冬期講座（専門公開講座） 

 平成２９年１１月１９日（日）１０時～１６時 松藤プラザえきまえいきいきひろ

ば １０号室において開催。社員をはじめ、県内鍼灸マッサージ師が受講。 

 「鍼通電療法」をテーマに、筑波大学理療科教員養成施設 講師 徳竹忠司先生に

ご講演いただいた。 

 資料とプロジェクターを用いて「鍼治療とは」という原点から筑波大式鍼通電療法

の考え方や分類まで、総論を詳細に解説いただき、症例については、明日からの臨床

に活かしていける、有意義な学びができた。受講者の多くが学生だった頃からかなり

の年数を経ており、理論・根拠から少々離れた状況にあるが、今回の講義で各々が行

っている治療の理論・根拠を改めて確認することができ、患者さんへの治療に対する

解説がより良いものへ変わるのではないかと思われる 

  

（４）東洋医学新年講座 

 平成３０年１月２１日（日） １０時～１２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。 

 「生保・労災について」という演題の元、本会保険部長 林 義久先生にご講演い

ただいた。 

 講演では、生保の現状を中心に、都市圏と長崎県内市町の生活保護受給の現状や制

度の詳細を、クイズを交えながらわかりやすく解説いただいた。制度の復習と現状を

知ることができ、クイズ形式でリラックスした状態で受講できた。 

 

（５）東洋医学春期講座 

 平成３０年２月１８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。社員をはじめ、県内鍼灸師が受講。 



 

 

 午前・午後を通して、「近づく受領委任払いと全鍼師会」「保険取扱いの倍増をめ

ざして」という演題のもと、（公社）全日本鍼灸マッサージ師会監事 今村茂先生に

ご講演いただいた。 

 講演では、貴重なデータを準備していただき、全鍼師会の話としては新執行部のこ

とや受領委任払いに向かって行われている様々な会議の現状や裏話、最終的にどう決

着するかなど、わかりやすく解説いただいた。また、鹿児島県師会の活動については、

様々な資料を用い積極的に保険推進活動を行っていること、鹿児島と長崎の保険取扱

いの違いなど、説明していただき、鹿児島と長崎の県民性の違いを感じ、今後の活動

に活かせるヒントを学んだ、有意義な時間となった。 

   

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２９年 

５月１０日（水） ながさき県民大学（まなびネット）に登録申請手続き。 

５月２５日（木） 東洋医学夏期講座講師 道祖尾直知先生・末次修治先生宛  

          依頼状作成。 

５月２７日（土） 東洋医学夏期講座 専門学校宛案内状作成。 

６月 ５日（月） 東洋医学秋期講座 普通救急救命講習の手続き（長崎市北  

          消防署）。 

６月 ６日（火） 東洋医学夏期講座 専門学校宛案内状を、こころ医療福祉  

          専門学校にＦＡＸ、長崎県立盲学校専攻科にメール。 

７月 ３日（月） 東洋医学夏期講座講師 道相尾直知先生・末次修治先生宛  

          お礼状作成。 

７月２３日（日） 東洋医学夏期講座実施報告書作成。 

８月１０日（木） 東洋医学秋期講座講師 長崎北消防署宛 受講者名簿作成  

       ・  送付。  

９月 ８日（金） 東洋医学冬期講座講師 徳竹忠司先生に事前打ち合わせの  

          メール。 

          ※以降、１１月１７日まで綿密にメールにて連絡。 

１０月 ５日（木） 航空券予約。翌日、長崎空港にて購入。 

１０月 ７日（土） 宿泊先予約。 

１０月１１日（水） 東洋医学冬期講座講師 徳竹忠司先生宛ご依頼状、専門   

          学校宛案内状作成。 

１０月１８日（水） 航空券・ご依頼状送付。 

          ・予約した宿泊先に支払い。 

１０月２０日（金） 東洋医学冬期講座 専門学校宛案内をこころ医療福     

          祉専門学校へ FAX、長崎県立盲学校専攻科へメール。 

１１月２２日（水） 東洋医学冬期講座講師 徳竹忠司先生宛お礼状作成。 

１１月２６日（日） 全鍼師会宛講師派遣報告書作成。 



 

 

 

平成３０年 

１月１０日（水）  東洋医学春期講座講師 今村茂先生宛依頼状作成。 

１月１６日（火）  東洋医学春期講座講師 今村茂先生とメールにて事前打   

          ち合わせ。 

          ※以降、１月１７・１８・１９・２１・２２・２４日、   

          ２月１２・１７日まで綿密に連絡。 

２月１８日（日）  平成２９年度学術部会。 １６時～１７時 長崎市障害   

          福祉センター（ハートセンター） 

          ※次年度講師候補者へ下釜代表理事・明賀組織強化部長   

          より電話していただき、承諾を受けた。 

２月２１日（水）  東洋医学春期講座講師 今村茂先生宛お礼状作成。 

          ・次年度講師候補 真坂共子先生へ講師依頼の電話。 

 

※適宜、代表理事・庶務部長・財務部長と電話やメールで連絡。 

※会場予約は代表理事・庶務部長の協力をいただいている 

 

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１５日（日）１３時～１７時、長崎市障害福祉センター（ハートセンタ

ー）において広報部会開催。出席者４名。 

（審議事項） 

①  「なむしん会報」第４７号について 

・掲載内容について（議事録要旨についても再考） 

・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４７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２９年６月２７日（火） 

     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 

 

５ 保険部報告 

保険部長 林   義 久 

 

   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） 学術部東洋医学新年口座において、生保・労災研修会を開催した。（平成３０

年１月２１日） 

 （２）保険部資料の整備を行った。 

 

６ 組織強化部報告 

                                                  組織強化部長 明 賀 喜 利 

 

（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     なし。 

 

退会者（7名）  

 

逝去（１名）   

 

平成３０年３月３１日現在 社員総数５６名 

 

 


