
                 公益社団法人 広島県鍼灸師会 

   平成２５年度 通常総会式次第 

 

    日 時    平成２６年 ６月 １日（日） 午前１０時より 

    会 場    広島県立総合体育館 中会議室 

           広島県広島市中区基町４－１ 

 

１． 開会宣言                       司 会  石原 敦彦 

２． 会長挨拶                       会 長  山﨑 正隆 

３． 祝辞                         県議会議員  山木 靖雄 

                         衆議院議員  岸田 文雄 

４． 議長・副議長選出  

             議長 山崎 正隆 

５． 議長就任挨拶 

定足数の確認      会員数          126名      委任状数     51名 

             出席者数      29名    書面議決書数        2名 

                              合 計        名 

６． 議事録作成人・議事録署名人選任 

議事録作成人 細田裕太郎            議事録署名人 大井 良章  西平 和彦 

 

７． 本部報告                           会 長  山﨑 正隆 

 

８．議 事  

  １号議案  平成２５年度事業報告承認の件          総務部長  細田 裕太郎 

 

  ２号議案  平成２５年度収支決算報告承認の件        財務部長  西平 和彦 

                                 監 事  岡田 治郎  

  ３号議案  平成２６年度事業計画案承認の件         総務部長  細田 裕太郎 

 

  ４号議案  平成２６年度予算案承認の件           財務部長  西平和彦 

 

  ５号議案  定款変更承認の件                総務部長  細田 裕太郎 

 

  ６号議案  理事監事改選承認の件           選挙管理委員長  仲本 剛二 

 

９． 議長・副議長退任挨拶 

 

    １０．閉会の辞                       東広島地区会長    坂井孝之  

          

 

                                                   １                                                                                                                          



公益社団法人  広島県鍼灸師会  平成２５年度事業報告 

                 （平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 

 

 【総 務 部】 

 

１． 平成２４年度 通常総会 開催 

    日時 平成２５年 ４月２９日（日） 午前１０時より 

    会場 ビューポート呉 

    議事 

１． 第１号議案  平成２４年度 事業報告 

２． 第２号議案  平成２４年度 決算報告及び監査報告 

３． 第３号議案  平成２５年度 事業計画案 

４． 第４号議案  平成２５年度 予算案 

５． 第５号議案  その他 

 

 

２． 平成２５年度定時代議員総会 

日時 平成２５年 ６月 ２日（日）  山﨑正隆会長、濱本達男先生、丸木直也先生 出席 

会場 ステーションコンファレンス東京サピアタワー 

  ※詳細は「師会だより５８号（７月号）」参照 

 

３． 平成２５年度 第１回役員会 

日時 平成２５年 ６月 ２３日（日）午前１０時より 

会場 広島市中央公民館 

議題 

１． 各部活動方針 

２． 役員改選に関して 

３． その他 

                                                    

４． 中四国ブロック会議 開催 

日時 平成２５年 ９月１５日（日）、１６日（月・祝） 山﨑正隆会長、濱本達男先生、 

会場 サンピーチ岡山                 丸木直也先生、岩本素明先生 出席 

会場次第 

・９月１５日（日） 

１） 講演 

① 「日本型統合医療の理念と、鍼灸と医師との連携」 

                   （公社）日本鍼灸師会副会長 小松秀人 

            （一社）日本統合医療支援センター代表理事 織田聡 

② 第９回（公社）日本鍼灸師会全国大会 inおかやま進渉状況報告 

                       大会実行委員長 国安俊成     

 

２）各県師会の情勢報告                                ２ 



３） 中四国ブロック会長会議 

４） 中四国ブロック青年部長会議                                                         

５）懇親会 

    ・９月１６日（月・祝） 

        全体会議 

           議事 

１） 中央情勢報告 

２） 各県師会からの質問提言と応答 

        ３）中四国ブロック会長会議報告 

        ４）中四国ブロック青年部長会議報告 

        ５）平成２６年度ブロック会議開催権挨拶 （一社）徳島県鍼灸師会会長 篠原新作 

 

     【平成２６年は徳島県で９月１４日（日）、１５日（月・祝）開催予定】 

       ※詳細は「師会だより５９号（１０月号）」参照 

 

５． 平成２５年度 第２回役員会 

日時 平成２６年 １月 １９日（日） 午前１０時より 

会場 広島市まちづくり市民交流プラザ 南棟４階 会議室 C 

議題 

     １）諸規定及び細則について 

２）理事改選及び選挙について 

３）その他 

 

６．全国師会長会議 

日時 平成２５年 １２月 １日（日） 午前１１時より  山﨑正隆会長 出席 

会場 日本鍼灸会館 ２階講堂                  

※詳細は「師会だより６０号（１２月号）」参照 

 

７．IGL医療専門学校 

（１）第１回 教育課程編成委員会    丸木直也先生 出席 

       日時 平成２５年１１月２４日（日）午前９時３０分より 

    （２）第１回 小委員会         丸木直也先生 出席 

       日時 平成２６年 １月１５日（水）午後７時３０分より 

    （３）第２回 教育課程編成委員会    丸木直也先生 出席 

       日時 平成２６年 ２月 ９日（日）午前９時より 

 

８．朝日医療専門学校 講演 

    日時 平成２６年 ２月 １２日（水）  

「鍼灸療養費に関して」   山﨑正隆会長 講師として出席 

 

 

                                                   ３ 



    ９．平成２５年度 第３回役員会 

日時 平成２６年 ３月 ９日（日） 午前１０時より 

会場 広島県立総合体育館 ミーティングルーム 

議題 

     １）平成２５年度各部事業報告 

２）平成２６年度各部事業計画（案） 

３）理事改選について 

４）総会準備について 

５）その他 

 

１０．学校関係 

IGL医療専門学校  

入学式  平成２５年 ４月 ５日（金）    丸木直也先生 出席 

卒業式  平成２６年 ３月 ７日（金）    山﨑正隆会長 出席 

優秀卒業生の表彰（賞状・記念品） 

  鍼灸学科  桑村 実奈 

                                                    

      朝日医療専門学校 

       入学式  平成２５年 ４月 ３日（水）    濱本達男先生 出席 

             卒業式  平成２６年 ３月 ５日（水）     山﨑正隆会長 出席 

       優秀卒業生の表彰（賞状・記念品） 

         鍼灸学科  河野 千晶                                                

             

                                                    

    １１．慶弔関係 

       

      訃報 

       （公社）広島県鍼灸師会 東広島地区 右手千秋先生  

                               平成２５年６月３日（月） 

      訃報 

       （公社）広島県鍼灸師会 福山地区 廣安猛先生 御母堂様 

                               平成２５年１１月１６日（土） 

      訃報 

       （公社）広島県鍼灸師会 福山地区 東屋隆三先生 御母堂様 

                               平成２６年３月１６日（土） 

 

【保 険 部】 

１． 全国保険部長会議    新藤隆司 保険部長 出席 

日時 平成２５年 ７月 ７日（日） 

会場 日本鍼灸会館 ２階講堂 

※詳細は「師会だより５８号（７月号）」参照 

                                            ４ 



２．療養費に関して 

協同組合 保険鍼灸マッサージ師会と協力し、療養費の取扱いを円滑にすべく 

保険者回りを中心とした活動を行いました。 

 

【学 術 部】 

１． ６月研修会 

日時 平成２５年 ６月 ２３日（日）午後１時３０分より 

場所 広島市中央公民館３階大集会室１ 

「瘀血症について」 

  たいせい堂薬草店 鍼灸師 高橋俊幸 

    

 

  ２．全国学術部長会議  学術部長 杉原朝香 出席 

  日時 平成２５年 ６月 ３０日（日）午前１１時より 

  会場 日本鍼灸会館２階 会議室 

                                                   

３．第３３期鍼灸臨床研修会  宝諸有弘 先生 参加 

日時 平成２５年 ９月 １４日（土）、１５日（日）、１６日（月・祝） 

会場 大阪府 森ノ宮医療専門学校 

                                                    

４．第３１回広島県鍼灸学術大会（旧称：鍼灸学会広島大会） 

日時 平成２５年 ９月 ２９日（日） 午前１０時より午後４時まで 

会場 広島県立総合体育館 大会議室 

主催：（公社）広島県鍼灸師会 

後援：（一社）広島県鍼灸マッサージ会、広島鍼灸医学会、経絡治療学会広島部会、 

IGL医療専門学校、朝日医療専門学校広島校 

 

一般発表 

「eラーニングを用いた学習支援システムの検討」朝日医療専門学校広島校 奥村成享 座長 瓜生典子 

「変形性膝関節症の症例」     （公社）広島県鍼灸師会 広島市地区 長谷川貴 座長 丸木直也 

「治療に役立てる手作り道具」    （一社）広島県鍼灸マッサージ師会 山田健三 座長 平野香里 

「滲出性中耳炎の一症例について」  （公社）広島県鍼灸師会 福山地区 時本哲弥 座長 濱本達男 

 「小児はりに対する保護者の意識調査」 

～IGLグループの保育園・幼稚園 保護者を対象として～ IGL医療専門学校 公文絵美子 座長 南一成  

 「赤血球の形態と臓・腑の関係」            

  ―無呼吸症候群の一症例を通して―        広島県鍼灸医学会 谷口正昭 座長 新中喜美子 

特別講演 

 「『黄帝難経八十一難経』について」       日本鍼灸史学会 理事長 寺川華奈 座長 杉原朝香 

     

５．第９回日本鍼灸師会全国大会 inおかやま  

    日時 平成２５年 １０月１３日（日）、１４日（月・祝） 

    会場 岡山コンベンションセンター 杉原朝香 出席                       ５ 



 ６．第３１回はり供養祭並びに特別講演会  

日時 平成２６年 ２月 ２日（日）午前１０時３０分より 

会場 福山市西町１－１－１  福山市男女共同参画センター イコール福山大会議室 

 ・はり供養祭 

・特別講演会 

    「モバイルデバイスで伝える iPad等を利用して」 

          上肢スポーツ障害 患者への説明と動機づけ そして治療 

                                 （公社）日本鍼灸師会 副会長 小松秀人 

 

    ７．メーリングリストによる情報交換 

全国学術部長メーリングリスト、中四国学術部長メーリングリスト                

   ８．学術管理カード管理 

 

【組 織 部】 

１． 会員台帳作成 

 

２． 平成２５年度 会員名簿作成             

                                                                                                        

３． 平成２５年度 会員状況 

  入会者：南一成、南絵美子、中島清貴 

        退会者：広島市地区…宮田裕二、刈山雅史、藤原元、菊地浩輝 

            呉地区…岸本進、嶋村次芳、葛原博記 

            福山地区…水谷洋之、安原圭治、三谷頴則、田中紀子、砂田悦昭、廣安猛 

            東広島市地区…佐々木俊幸、右手千秋 

            各方面…村上由光、石坪春雄、片岡篤憲 

       住所変更：今井広行、岩本素明 

       各方面→広島市地区入会：鎌田淑恵 

                                                

    ４．全国組織部長・共済部長合同会議      組織部長 丸木 直也 出席 

    日時 平成２５年 ７月 ２１日（日） 

    会場 日本鍼灸会館 ２階講堂 

 

５．全国組織部長メーリングリストによる情報交換  

 

 【広 報 部】 

   １．『会報 第３６号』発刊  平成２５年 ４月 ＜通巻６９号＞ 

 

   ２．『会報 第３６号』を中四国８県師会の会長・広報部宛に発送 

                                                    

   ３．『師会だより』発行  ［５８号］ 平成２５年 ７月 健康歳時記８号発行 

                ［５９号］      １０月 健康歳時記９号発行 

                ［６０号］       １月 健康歳時記１０号発行           ６ 



                ［６１号］ 平成２６年 ３月 健康歳時記１１号発行       

 

４． 次年度の会報発刊の為の年間行事における取材活動（写真撮影、記録）と原稿作成 

 

 【I T 委 員】 

１． （公社）日本鍼灸師会メーリングリストによる情報交換  

 

２． （公社）広島県鍼灸師会役員メーリングリストの管理    

                     

３． 中四国学術部長メーリングリストの管理 

                                                                                               

４． （公社）広島県鍼灸師会ホームページ管理 

 

５． （公社）広島県鍼灸師会ブログ管理（活動報告） 

                                                                                                                                                     

 【共 済 部】 

    １．全国組織部長・共済部長合同会議    共済部長 濱本 達男 出席 

    日時 平成２５年 ７月 ２１日（日） 

    会場 日本鍼灸会館 ２階講堂 

 

 【調 査 部】 

    １．活動報告なし                                                    

 

 【渉 外 部】 

  １．活動報告なし 

 

 【普 及 部】 

    １．全国普及部長会議    普及部長 小川 昭夫 出席 

    日時 平成２５年 ７月１４日（日） 

    会場 日本鍼灸会館 ２階講堂 

 

    ２．第１４回アクアスロン倉橋大会 鍼灸治療ボランティア活動 

    日時 平成２５年 ７月２１日（日） 

    会場 呉市倉橋町桂浜 桂浜温泉館２階 なぎさホール 

 

９月１４日（土）  ひろしま国際平和マラソン 担当者会議 小川昭夫先生 出席      

                                                                                                        

３．第３３回ひろしま国際平和マラソン 鍼灸治療ボランティア活動 

日時 平成２５年 １１月 ３日（土・祝） 

会場 広島市西区観音 コカコーラ ウェストスタジアム サブグランド 

                      

                                                                                           ７                                  



４．第５回呉とびしまマラソン大会 鍼灸治療ボランティア活動 

    日時 平成２６年 ２月２３日（日） 

    会場 呉市蒲刈町県民の浜 

 

５．鍼灸師会学校説明会  小川昭夫先生 出席 

    日時 平成２６年 ２月２４日（月） 

    会場 IGL医療専門学校 

    内容 鍼灸師会への入会案内 

 

 【青 年 部】 

     

１．スキンタッチ直前講習会 

    日時 平成２５年 ５月１９日（日） 

    会場 広島市中央公民館 

 

２．すこやか２０１３にてスキンタッチ教室開催  

    日時 平成２５年 ６月１日（土）、２日（日） 

    会場 広島県立総合体育館 

 

    ３．中四国ブロック会議  

日時 平成２５年 ９月１５日（日）、１６日（月・祝）  

会場 サンピーチ岡山  

                                                   

   ４．全国青年部長会議   青年部長 岩本素明 出席 

    日時 平成２５年１０月１２日（土） 

    会場 岡山コンベンションセンター 

                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ８ 



公益社団法人  広島県鍼灸師会  平成２６年度事業計画案 

               （平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

 

【総 務 部】 

 

１． 各種会議開催 

 

２． 案内状発送 

 

３． 祝弔電発信連絡 

 

 

【保 険 部】 

 

１． 引き続き協同組合 保険鍼灸マッサージ師会と協力し、療養費にかかる活動を行なう 

 

 ２．全国保険部長会議  平成２６年 １０月 １３日 岐阜じゅうろくプラザ 

                                               

 

【学 術 部】 

 

１． 学術研修会の開催（広島市 ７月予定） 

 

２． 全国学術部長会議  平成２６年 １０月 １３日 岐阜じゅうろくプラザ 

 

３． 第３２回広島県鍼灸学術大会の開催（広島市 ９月予定） 

 

４． 第３２回はり供養祭並びに特別講演会の開催（福山市 ２月 １日） 

 

５． 第３４期臨床研修指導者講習会へ参加（大阪市 ９月） 

 

６． 第１０回公益社団法人日本鍼灸師会 全国大会 in岐阜（じゅうろくプラザ） 

 

 ７．メーリングリストによる情報交換 

    （全国学術部長メーリングリスト、中四国学術部長メーリングリスト） 

 

 ８．学術管理カード管理                                                  

                                                  

【組 織 部】 

 

１． 入会促進と退会防止                                                                               

                                                   ９ 



２． 会員台帳の整備 

 

３． 全国組織部長会議  平成２６年 平成２６年 １０月 １３日 岐阜じゅうろくプラザ 

 

 ４．全国組織部長メーリングリストによる情報交換 

                                               

【広 報 部】 

 

 １．「会報３７号（通巻７０号）」発刊                             

                                               

２． 「師会だより」発行（年４回）健康歳時記など待合室用広報誌を同時に発行 

 

３． 県師会行事へ積極的に参加して取材活動 

 

【I T 委 員】 

 

１． （公社）日本鍼灸師会メーリングリストによる情報交換 

 

２． （公社）広島県鍼灸師会役員メーリングリストによる情報交換 

 

 ３．（公社）広島県鍼灸師会ホームページ管理 

 

４．（公社）広島県鍼灸師会ブログ管理（活動報告） 

 

５．メーリングリストの作成等管理（研修会シンポジウム等） 

 

６．中四国学術部長メーリングリストの管理 

                   

【共 済 部】 

 

１． 全国組織部長・共済部長合同会議  平成２６年 １０月 １３日 岐阜じゅうろくプラザ 

 

２．医療事故に関する情報を会員に提供し、予防・対処法について精通してもらう 

 

３．万一事故が起こった場合、当事者と連絡を取り合い解決に協力する 

 

【調 査 部】 

 

１． 依頼調査の随時実施 

     （公社）広島県鍼灸師会理事会の依頼により随時実施する予定                                             
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【渉 外 部】 

 

１． 必要に応じて活動 

 

【普 及 部】 

 

１． 全国普及部長会議  平成２６年 １０月 １３日 岐阜じゅうろくプラザ 

 

２．  ９月     第３４回ひろしま国際平和マラソンボランティア会議 

１１月 ３日  第３４回ひろしま国際平和マラソンボランティア活動 

 

３． 各地区の普及活動の調査 

 

 ４．アクアスロン倉橋 鍼灸ボランティア活動  平成２６年 ７月頃 

 

 ５．とびしまマラソン 鍼灸ボランティア活動  平成２７年 ２月頃 

 

 ６． 鍼灸師会学校説明会 

 会場 IGL医療専門学校、朝日医療専門学校広島校 

                                               

【青 年 部】 

 

 １．親子スキンタッチ教室ボランティア直前講習会 

   日時 平成２６年 ５月 １１日（日）午前１０時より 

   場所 IGL医療専門学校 

 

２． すこやか２０１４にて親子スキンタッチ教室ボランティア 

日時 平成２６年 ５月 ２４日（土）、２５日（日） 

   場所 広島総合体育館（グリーンアリーナ） 

 

３． 中四国ブロック青年部長会議   平成２６年 ９月１４日（日）、１５日（月・祝） 徳島県 

 

 ４．全国青年部長会議  平成２６年 １０月 １３日 岐阜じゅうろくプラザ 

 

５．日本鍼灸師会青年委員会・合同研修会 

徳島県民公開講座「子供の鍼灸治療シンポジウム」  平成２６年 １１月 ２３日（日） 
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