
平成３１年（令和元年）度 事業報告書 

（ 自 平成３１年４月１日 ～ 至 令和２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  

     ４月２１日（日）１０時００分～１１時、長崎市障害福祉センター（ハート

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３０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３１年度事業計画(案)に関する承認の件、承認。 

（ウ） 平成３１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） 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。 

 

 

    イ 第１回理事会 

      ４月２１日（日）１１時～１２時、長崎市障害福祉センター（ハートセンタ

ー）５階、会議室 

     以下の各議題について審議された。 

（ア） 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 第２回理事会 

６月２日（日）１０時～１２時、岩下鍼灸院 

以下の各議題について審議された。 

     （ア） 平成３１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（役員重任登記）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報告について、承認。 

（エ） 全鍼師会定時総会等報告について、承認。 

（オ） 令和元年度事業について（①年間タイムテーブル（案）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） 入会申込者について、承認。 

 

エ 第３回理事会 

令和元年９月８日（日）１２時～１３時、長崎市障害福祉センター（ハートセ

ンタ ― ５階 和室研修室 

以下の各議題について審議された。 

（ア） 社員への過年度会費の取り扱いについて、承認。 

（イ） 本会紹介による国民年金基金入会者の手数料割合について、承認。 

 

  オ 第４回理事会 

    令和２年３月２２日（日）１３時～１５時、諫早市中央公民館（市民センター） 

３階、 和室。 

    以下の各議題について審議された。 

    （ア） 令和元年度事業報告、収支決算報告及び監査報告について 

（イ） 第２号議案 令和２年度事業計画(案)について 

（ウ） 令和２年度収支予算(案)について  

（エ） その他 

（①令和２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令和２年度九州鍼灸マッサージ師連盟

代表者会議について）承認。 

 

カ 監査会（令和元年度分） 

   ３月２２日（日）１０時～１２時、諫早市中央公民館（市民センター）３階、和室。 

   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３１年（令和元年） 

４月 ３日（水）後期高齢者医療広域連合へ施術費助成金集約手数料請求申請書発送。 

４月 ５日（金）一昨日発送した後期高齢者医療広域連合施術費助成金集約手数料請

求申請書に不備があり再送（請求書には代表理事となっているのに

会長印が押印されているため、委任状作成）。 



４月 ５日（金）全鍼へ代議員総会及び連盟総会欠席の連絡。 

４月１１日（木）全鍼へ代議員総会及び連盟総会欠席に伴う委任状について発送。 

４月１６日（火）長崎県振興局にて法人県民税納入。 

４月１７日（水）長崎県福祉保健課保護班の担当者へ郵便物誤住所について連絡。 

５月 ２日（木）社員から後期高齢者医療広域連合施術費助成金申請書作成について

問い合わせあり。 

５月 ７日（火）後期高齢者医療広域連合の担当係長へ施術費助成金申請書作成につ

いて問い合わせ。 

５月１６日（木）全鍼師会へ九連負担金に伴う社員総数について問い合わせ。 

５月１６日（木）本会へ入会したい旨の連絡あり。 

５月１８日（土）・５月１９日（日）福岡市鍼灸会館にて開催された九連代表者会議

出席（代表理事・保健部長）。 

５月２３日（木）後期高齢者医療広域連合から保険証切り替えポスター配布について

連絡あり。 

６月１１日（火）振替口座について福岡貯金センターへ問い合わせ。 

６月１２日（水）社員から教職互助会協定について問い合わせあり。 

６月１９日（水）全鍼師会へ正会員・準会員について問い合わせ。 

６月２１日（金）後期高齢者医療広域連合から保険証切り替えポスター必着。 

6月２２日（土）本会会費について、県央の池田が単一免許であることが判明し、そ

の旨を県央の田﨑財務へ連絡しこれまでの会費徴収について確認し

てもらう。 

７月 １日（月）全鍼師会から先に振り込んだ全鍼師会会費について問い合わせあり。 

７月 ９日（火）全鍼師会から衛藤晟一参議院議員立候補者の立会演説会への参加依

頼あり。 

７月１０日（水）国民年金基金長崎支部の支部長が、配布資料等持参し説明に来訪。 

７月１０日（水）チトセピアホールにて開催された衛藤晟一参議院議員立候補者の立

会演説会出席。 

７月１１日（木）後期高齢者医療広域連合の係長から施術費助成金申請書の署名代

筆について問い合わせあり。 

８月 １日（木）帝国データバンクの担当者から本会組織について問い合わせあり。 

９月 ６日（金）全鍼師会から１０月開催の「東洋療法推進大会 IN神奈川」につい

て参加要請あり。 

９月１３日（金）長崎市障害福祉センター（ハートセンター）へ、令和２年２月２日

研修会会場施設許可依頼状を持参。 

９月２４日（火）本会社員への全鍼師会郵便物返却についての経過と現状報告あり。 

９月２５日（水）松浦市役所健康保険課、担当者から条例見直しに伴い鍼灸助成金に

ついて問い合わせあり。 

９月２７日（金）長崎労働局の担当者から、料金改定に伴う協定書更新について連絡

あり。 



１０月１５日（火）日本協同組合へ研修会について問い合わせ。 

１０月２０日（日）大黒町のＪＴＢにて、１１月開催の全国都道府県師会長会議及び協同

組合研修会参加チケット手配。 

１０月２２日（火）全鍼師会と日本協同組合へ、全国都道府県師会長会議及び研修会出席

についてＦＡＸ。 

１０月２３日（水）長崎労働局の担当者から協定書の公印について問い合わせあり（代表

理事となっているが会長印が押印されているため。） 

１１月 １日（金）松藤プラザえきまえいきいきひろばへ、令和２年１月２６日研修会

会場の予約手続き。 

１１月１１日（月）福岡貯金センターダイレクトサポートへ、振替口座通知が有料化さ

れる旨の案内が届いたけれども本会への通知書類は該当するのか問

い合わせ。 

１１月１３日（水）富士見郵便局にて、本会振替口座通知の点字申請を行う。 

１１月１７日（日）・１１月１８日（月）全鍼師会都道府県師会長会議及び日本協同組

合研修会出席。 

１２月 ５日（木）日本協同組合から新年名刺交換会について連絡あり。 

１２月１３日（金）国民年金基金長崎支部長へ促進チラシ等の郵送等について連絡。 

１２月２０日（金）日本協同組合へ出資金債権等について連絡。 

令和２年 

１月１６日（木）全鍼師会から、講師派遣費を振り込んだ胸ＦＡＸあり。 

１月２３日（木）全鍼師会へ講師派遣費の振替口座払い込み通知書ＦＡＸ。 

１月２７日（月）全鍼師会から社員の功労大臣免許保有証必着。 

２月 ５日（水）長崎県立盲学校卒業式出欠についてＦＡＸ。 

２月１２日（水）長崎県教職互助組合から名簿提出について連絡あり、直ちに送付。 

２月１４日（金）富士見郵便局にて振替口座から全額を払い出し、１６日（日）山口会

計担当者へ銀行口座へ入金依頼。 

２月１９日（水）・２月２０日（木）大阪貯金事務センターへ振込口座の点字通知につい

て連絡と確認。 

３月１２日（木）後期高齢者医療広域連合へ「はり､きゅう施術費の助成に関する協定

書」返送。 

 

（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、３１県鍼発第１号

～０１県鍼発第２０号、事務連絡文書ほか。）。 

 



２ 財務部報告 

財務部長 下 釡 光 弘 

 

 

（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。 

   

（１） 第 1回研修会 

 令和元年９月８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が受講。 

 午前は『認知症に対する鍼灸治療』という演題で、福岡の田山鍼灸院副院長で医学博士

の山田文先生にご講演いただいた。講演では、パワーポイントスライドを用いて脳の仕組

みや認知症に関するデータ等、さらに、認知症への薬物的アプローチと非薬物的アプロー

チをそれぞれの効果と欠点を、視覚障害のある者にも解るよう解説いただいた。特に鍼灸

治療に関しての問題点や難しさを、福岡のグループで研究された結果から説明していただ

いたことは、我々が日々直面し得ることであり、症例を通じて先生が感じられた率直な考

えを聴くことができ、どっぷり高齢社会に浸っている長崎の地で治療を行っている我々に

とって、今後の臨床に活きる学びができ、有意義な時間となった。生理学の医学博士で鍼

灸師である先生の身体のとらえ方は、大変勉強になった。 

午後は『技術交換会』とし、実技を通して、各々が普段の施術での疑問点やさらに効果

を出したい症例への治療法について、意見交換も含めて、学ぶことができた時間となった。 

 

  （２）第２回研修会 

 令和２年１月２６日（日） １０時～１６時 松藤プラザいきいきひろばにおいて開催。

社員をはじめ、県内鍼灸マッサージ師が受講。 

 『保険取扱い講習会』という演題のもと、（公社）岐阜県鍼灸マッサージ師会会長 山

田敏雄先生にご講演いただいた。 

 講演では、冒頭、これからの無資格者対策がどう変わるか、はり師、きゅう師、あん

摩・マッサージ・指圧師にどのような影響があるのかを詳しく説明いただいた。保険取扱

いについては、総論から岐阜県での取扱いの現状、医師会や医師との関わり方、レセプト

ソフトまで、わかりやすく解説いただいた。医師会や医師との関わり方の話は、我々の現



状とは違い、とても興味深く参考になるものだった。受領委任払いが開始して一年が過ぎ、

厳しい状況の中、他県でどのような活動をしているのか、どのように問題点をクリアして

いるのかを聞くことができ、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３１年 

３月 ９日（土） 第 1回研修会講師 山田文先生へ、研修会についてメール。 

          ※以降、３月１１・１３・１４日、４月１８・２２日、７月３０・

３１日、８月６・７・１４・１６日、９月１・２・３・７日にメー

ルにて連絡。 

令和元年 

６月 ５日（水） 令和元年度学術案内作成。 

６月１８日（火） ながさき県民大学（まなびネット）に登録申請手続き。 

７月１０日（水） 令和元年度第 1回研修会 専門学校（こころ医療福祉専門学校・長

崎県立盲学校専攻科）宛案内状作成。 

７月１５日（月） 山田文先生宛講師依頼状・乗車券送付文書作成。 

７月１８日（木） 専門学校宛案内状を、こころ医療福祉専門学校へ FAX、長崎県立盲

学校へメール。 

８月 ８日（木） 山田文先生乗車券・特急券購入。 

８月１４日（水） 山田文先生宛依頼状・乗車券を郵送。 

９月 ８日（月） 山田文先生宛お礼状作成。 

１０月 ２日（水） 第２回研修会講師 山田敏雄先生へ研修会についてメール。 

          ※９月に岩下学術部員に依頼し電話・FAXにて連絡。 

          ※以降、１０月３・４・５・１７・１８・１９日、１１月２４・２

７日、１２月１・８・９日、１月６・７・８・１２・１５・１７・

１９・２０日にメールにて連絡。 

１１月２７日（水）「令和元年度第２回研修会日時・会場変更について（ご案内）」作成。 

１２月 ８日（日） 第２回研修会講師 山田敏雄先生宛依頼状作成。 

          ※全鍼師会宛 講師派遣申請書は新井庶務部長に作成していただい

た。 

令和２年 

１月２６日（日） 第２回研修会講師 山田敏雄先生宛お礼状作成。 

１月２９日（水） 全鍼師会宛 講師派遣報告書作成。 

２月２６日（水） 令和元年度学術部会。 １８時～ 

 

 

※ 会場予約は下釜学術部員の協力を得て数ヶ月前に手続き。 

※ 適宜、理事・監事と連絡をとり、協力していただいた。 



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２０日（日）１３時～１５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４９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） 令和２年１月 

「なむしん会報第４９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 

    令和元年６月１６日（日） 

     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、治療院の紹介更新 

    令和元年７月２４日（水） 

     県民公開講座、学術部研修会開催案内を掲載 

 

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） 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（１名）  

 

退会者（４名）  

 

令和２年３月３１日現在 社員総数４３名 

 

以上 


