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公益社団法人 日本鍼灸師会倫理綱領

日本鍼灸師会会員の遵守すべき倫理綱領を次のように定める

１ 私は生涯を人類への奉仕に捧げることを誓う

２ 私は常に患者の健康の回復と保持増進を第一に考える

３ 私は患者の信頼に応えて秘密を厳守する

４ 私は良心と誠意をもって治療に専念する

５ 私はたえず鍼灸の学と術について最高の水準を保ち疾病に関する知識を一層深め

伝統を守りその伝承に努力する

６ 私は鍼灸治療の有効性を高めその学術的研究の業績を重ねることによって他の医

療分野から信頼と協調を確保し患者の治療に努力する

７ 私は鍼灸治療の適応を十分に認識し無効な治療を行うことなく更に過誤を犯すこ

とのないように努める

８ 私は常に自己の職責に誇りと責任を持ち鍼灸師としての名誉と尊厳をもって鍼灸

の発展に努力する

９ 私は治療に当たって宗教・国籍・人種・政党・社会的地位の違いによって患者に

果たすべき義務を変えることはしない

私は流派を超えて相互に鍼灸師を尊重し鍼灸界の団結を高め鍼灸師の資質向上の

ために努力する

 
 

－ 2－



            令和２年度 定時総会 次第

司 会 副会長 岡田 賢

１．開会の辞 副会長 岡田 賢

２．物故者への黙祷

３．会長挨拶 会 長 一見隆彦

４．議長選出

議 長 副 議 長

５．新入会者紹介 森 香りさん（伊賀・名張支部） 堤 綾子さん（伊勢・鳥羽支部）

宮脇太朗さん（四日市支部） 伊藤由利さん（四日市支部）

６．書記選出

書 記 ．

７．定足数確認

１．通知状発送数 名

２．出席者数 名

３．書面表決書数 名

４．未提出者数 名

８．報告事項及び決議事項

〈報告事項〉

（ ）平成３１年／令和元年度事業報告の件

（ ）令和２年度事業計画の件

（ ）令和２年度収支予算の件

〈決議事項〉

第１号議案 平成３１年／令和元年度貸借対照表承認の件

第２号議案 平成３１年／令和元年度正味財産増減計算書承認の件

９．連絡事項

１０．閉会の辞 副会長 新谷有紀
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報告事項及び 決議事項

【総会の目的事項】

《報告事項》

１．平成３１年／令和元年度事業報告の件

＜ ６～Ｐ１４参照＞

２．令和２年度事業計画の件

＜Ｐ２５～Ｐ２９参照＞

３．令和２年度収支予算の件

＜Ｐ３０～Ｐ３２参照＞

－ 4－



《決議事項》

第 号議案 平成３１年／令和元年度貸借対照表承認の件

＜Ｐ１５参照＞

第２号議案 平成３１年／令和元年度正味財産増減計算書承認の件

＜Ｐ１６～Ｐ１７参照＞
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（一社）三重県鍼灸師会 ２０１９年（平成３１年／令和元年）度 年間行事報告
 行 事 会 議 他 日鍼会関連 全日学等関連団体 

４ 
（日）学術研修会①（岩山先生）

（ ／津市海浜公園）

（日）三療協議会（ ／会館）

（日）監査（ ／会館）

理事会①（ ／会館）

（日）療養費等申請

指導会（会館） （水）業務執行委員会①

５ ６（日）定時会員総会

学術研修会②（療養費関連）

（三重県鍼灸会館）

意見交換会（ 津）

（日）理事会②

（木）第 回評議員会（鈴鹿）

（木）療養費等申請

指導会（会館）
（日）理事会①

（金）～ （日）第６８回（公

社）全日本鍼灸学会学術大会・愛知

大会

（名古屋国際センター）

６ 

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（水）業務執行委員会②

（土）日本鍼灸師連盟総会

（渋谷：ＴＫＰ会議室）

（日）定時代議員総会

（渋谷：ＴＫＰ会議室）

意見交換会

（ＴＫＰガーデンシティ渋谷）

理事会②

（月）理事会③

（土）～２ （日）東北Ｂ会議（宮城）

（日）三重県柔整師会総会（津）

（土）～ （日） 災害

医

療研修・第 ２回ベーシックコース

（兵庫県柔整師会会館／神戸市）

（金）～ （日）第 回

日本東洋医学会学術総会

（京王プラザホテル）

７ 
（月・祝）学術研修会③

（斎藤先生）

（月・祝）支部長会議

（会館／ＡＭ）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）第 回災害支援鍼灸師

マッサージ師合同育成講習会

（大阪ハイテクノロジー専門学校）

（日）～ （月・祝）

第１回日本在宅医療連合学会大会

（京王プラザホテル）

８ 

（月）会報（ ４号）発行

（木）関係機関訪問（四日市）

（木）関係機関訪問（津）

５（木）療養費等申請

指導会（会館）

（日）関東信越Ｂ会議（群馬）

（水）業務執行委員会③

（日）理事会④

（土）北海道Ｂ会議（～９／１）

９ 

（金）第 回評議員会（鈴鹿）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）北海道Ｂ会議

（土）～ （日）九州Ｂ会議（熊本）

（日）～ （月・振）

中国・四国Ｂ会議（山口）

（土）～ （日）近畿Ｂ会議（滋賀）

（土）～ （日）

日本在宅医療連合学会地域フォー

ラム（札幌市教育文化会館）

（土）～ （日） 災害

医療研・第 ３回ベーシックコース

（ 東京）
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 行 事 会 議 他 日鍼会関連 全日学等関連団体

１０ 

５（土）第 回子育て支援わくわく

フェスタ（県総合文化センター）

（日）学術研修会④（第 回三県

合同鍼灸研修会「灸」：岐阜県）

（日）理事会③（ブロック会議終

了後／プラトンホテル四日市）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（水）業務執行委員会④

（日）仲野日鍼会前会長叙勲祝賀会

（都ホテル四日市）

（土）～ （日）東海北陸ブロック

会議（プラトンホテル四日市）

（土）～ 日（日）災害医療研修

第 回アドバンスコース（ 関西）

（土）～ （日）

第 １回日本良導絡自律神経学会

学術大会（東京医療専門学校）

（日）～ （月）第 回全日本

鍼灸マ師会東洋療法推進大会

（神奈川）

（日）介護支援専門員実務試験

（四日市大・皇学館大）

（日）第 ３回日本小児はり学会

学術大会（神戸市）

１１ （日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）理事会⑤

２ （土）～ （日）第 回（公社）

日本鍼灸師会全国大会 静岡

（ホテルコンコルド浜松）

（日）全日学第 ７回中部支部

学術集会（金沢）

（土）第 ８回日本臨床鍼灸懇話

会学術集会（森ノ宮医療学園）

１２ 
（日） 中日三重お伊勢さん

マラソン（県営サンアリーナ）

（日）学術研修会⑤（中山先生：終了

後会員交流会／会館）

（金）第 ７回（臨時）評議員会

（鈴鹿医療科学大学）

（木）関係機関訪問（津）

（木）関係機関訪問（四日市）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）全国ブロック会長会議

全国師会長会議（東京医療専門

学校代 木々校舎）

（水）業務執行委員会⑤

１（日）第 ８回日本臨床鍼灸懇話会

学術集会（森ノ宮医療学園）

（土）～ （日）日本統合医療学会

（鹿児島）

１ 
（木）会報（ 号）発行

６（木）療養費等申請

指導会（会館）

２ （日）理事会⑥

（土）～ （日）災害医療研修

第 回アドバンスコース

（東京・災害医療センター）

（日）中和医療専門学校新年交歓会

（名鉄ニューグランドホテル）

（火）～ （水）第 回統合

医療展（東京 青海展示場）

２ 

（日）第 ５回津シティマラソン

（サオリ―ナ）

（日）第 回名張青蓮寺湖駅伝

競走大会（青蓮寺湖左岸広場）

４（火）災害時業務提供協定締結式

（三重県庁）

（木）東海北陸厚生局あはき集団

指導（県総合文化センター）

（日）理事会④

（マラソンケア活動後／会館）

（火）学校説明会（鈴鹿大）

（水）学校説明会（ユマニテク）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（水）業務執行委員会⑥ （木）～ （土）第 回日本集

団災害医学会（神戸市）

（日）はり師・きゅう師国家試験

（土）慢性の痛みシンポジウム

（三重大 ※新型肺炎中止）

３ 
（日）第 回松阪シティマラソン

（松坂市総合運動公園 ※新型肺炎中止）

（日）学術研修会⑥（鹿解剖）

（※新型肺炎中止）

（木）三療協議会

（※新型肺炎延期）

（日）理事会⑤

（月）第 回評議員会（鈴鹿）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）理事会⑦

（日）日鍼会保険部長会議（八重洲口

会館 ※新型肺炎中止）

（金）中和医療専門学校卒業式

（学校講堂 ※来賓無し）

（日）みえ医療と健康を守る会

（県医師会館 ※新型肺炎中止）

（木）ユマニテク医療福祉大学校

卒業式（学校講堂 ※来賓無し）

（金・祝） 災害医療第２

回スキルアップ研修（ 東京）

２（日）第２回慢性疼痛診療研修会

（三重大学 ※新型肺炎中止）
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■継続事業（公益事業）

１．学術研修事業

担当 委員長 奥田一道

１．鍼灸医学の進歩発展及び鍼灸師の資質向上

に関すること

（１）鍼灸師の学術向上のための一般公開学術研

修会

①第１回（４月１４日／日）

「ランニングに関する基本的な知識と実践」

天理大学体育学部講師 岩山 海渡先生

参加者１７名（会員５名・一般１２名）

②第２回（５月２６日／日）

「最新の保険に関する周知事項」

本会保険委員長 天野 治先生

参加者３０名（会員２９名・一般１名）

③第 回（７月１５日／月・祝）

「漢方薬と西洋薬の併用に関する最新知見」

山中胃腸科病院 齋藤 孝仁先生

参加者２０名（会員１７名・一般３名）

④第４回（１０月２７日／日）

第５３回三県（愛知・三重・岐阜）合同鍼灸

研修会 岐阜

「 の国際活動 今後の展開」

山川 義人先生

「おきゆうのこぼればなし」

亀屋佐京商店 松浦 達修先生

「透熱灸から電子温灸器まで 灸の教育事情

からみた伝統医学の課題 」

明治国際医療大学 和辻 直先生

「伝統灸実技 墨灸」

（一社）滋賀県鍼灸師会副会長 井出 健先生

参加者４５名（本会から会員 名）

⑤第５回（１２月２２日／日）

「睡眠医療と鍼灸医療の関わり方」

名古屋市立大学 中山 明峰 先生

参加者２３名（会員１８名・一般５名）

⑥第 回（ 月２２日／日）

「鹿の解剖Ⅱ」※新型肺炎対策のため中止

（２）鍼灸師の資質向上と鍼灸医学の啓発に関す

る事業

①青年スキルアップ研修４回（うち 回は第１

回研修会として共催）

②スポーツボランティア活動（年 回 ※松阪

シティマラソンは新型肺炎対策のため中止

のため３回実施）

③健康フェスタ講座（子ども応援！わくわくフ

ェスタ （県総合文化センター））

２．（公社）日本鍼灸師会及び鍼灸関連団体等と

の連携事業

（１）（公社）日本鍼灸師会との連携事業

①ＧＫカードシステム導入による管理

②（公社）日本鍼灸師会専門領域研修制度「リ

スクマネジメント」修了者の更新研修会開催

（学術研修会へ組み入れ実施）

（２）財団法人東洋療法研修試験財団生涯研修会

の開催（一部を指定研修会）

①学術研修システム導入による研修会実施

②学術研修単位認定申請及び実施報告

（令和元年度２５単位修了者９名）

③財団ホームページへ単位取得情報公開

（３）関連団体主催事業への参加協力

①第１５回（公社）日本鍼灸師会全国大会 静

岡（１１月２３日（土）～２４日（日）／ホ

テルコンコルド浜松／会員１７名参加）

②第６８回（公社）全日本鍼灸学会学術大会愛

知大会（名古屋国際会議場）

③第５３回三県合同鍼灸研修会 岐阜（ハート

フルスクエア ）

３．鍼灸学術の医学的研究と指導者育成及び後進

育成に関する事業

（１）（公社）日本鍼灸師会第２期医療連携鍼灸

師研修への受講希望者募集

（２）研修鍼灸師登録制度

（３）青年会員・学生等対象スキルアップ研修会

（４）スポーツ鍼灸トレーナー実務研修会（２０

２０東京オリンピック・パラリンピック競技

大会へ向けた人材育成の研修事業とイベン

ト開催 （※審査で派遣者１名）

４．管理及びその他に関すること

（１）会員外鍼灸師及び県内・近隣鍼灸学校への

研修会案内（ポスター作成及び送付）

（２）学術研修ＤＶＤ貸し出しシステム管理

（３）研修会資料等保管

平成３１年／令和元年度（２０１９年度）事業報告
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（４）学術研修会の情報公開（ホームページ）

①学術研修会開催案内及び内容公開

②学術研修履修会員の公開

（５）研修会別関連図書の業者取扱い（研修会場

で展示・個人申込み）

２．普及事業

担当 委 員 長 瀧本 一

副委員長 奥山敬太

１．厚生労働省国民健康づくり対策事業へ

の参加

（ ）スマート・ライフ・プロジェクト

①団体登録・参加（年次報告書に本会紹介

の記事）

②「スマート・ライフ・プロジェクト」メール

マガジン登録

③ロゴマーク「健康寿命をのばそう！」・役員、

事務職員名刺に使用

２．三重の健康づくり総合計画・ヘルシーピープ

ルみえ２１への参加

（１）環境改善の意識が健康改善に関わることを

認識する人の増加

（２）スポーツを正しく楽しく安全に取り組める

知識を持つ人の増加

（３）健康に対する意識改革と自己健康チェック

及び健康管理ができる人の増加

（４）「たばこの煙のない環境づくり推進事業者」

に、会館事務所登録

※以上４項目を県事業に参入及び公告（県ホー

ムページ及び県発行報告書掲載）

（５）メールマガジン登録

①メディカルバレーメール通信

②みえ次世代育成応援ネットワークメールマ

ガジン

３．県・市民健康フェスタ等行政主催健康関連イ

ベント出展に関すること

（１）第１４回子育て応援わくわくフェスタみえ

（１０月 日（土）／ 県民文化センター）

①わくわくフェスタ出展者説明会

（２）三重とこわか大会（令和３年１０月２３～

２５日）でのケア活動準備（県から要請）

４．市民マラソン等行政主催スポーツイベントへ

の「スポーツ鍼灸セラピー三重」の派遣活動

に関すること

（１）中日三重お伊勢さんマラソン大会２０１９

（１２月 日（日）／三重県営サンアリー

ナ）

（２）第１５回津シティマラソン大会（２月 日

（日）／サオリーナ）

（３）第３４回名張青蓮寺湖駅伝競走大会（２月

２３日（日）／青蓮寺湖左岸駐車場）

（４）第１５回松阪シティマラソン（３月１５日

（日）／松阪市総合運動公園 ※新型肺炎

対策のため中止）

（５）市民マラソン等を財団生涯研修単位認定フ

ィールド実習扱い（年間単位に加算）

５．鍼灸の普及啓発に関すること

（１）各イベント会場での健康関連資料、健康

増進関連普及啓発グッズ、鍼灸院案内等の

無料配布、関係団体及び関係企業普及ツール

利用

（２）各イベント会場で一般来場者アンケート調

査実施（症状等設問）及びデータ作成

（３）市民マラソン見学の学生対象実技指導会

（４）行政主催イベント活動及び本会主催事業記

事をホームページに公開

（５）スポーツ鍼灸セラピー三重活動参加会員

（所属地区・氏名）をホームページ公開

（６）みえ次世代育成応援ネットワークＨＰ（み

え次世代ネット）に団体紹介登録

６．鍼灸普及啓発ポスター等作成・購入及び配布

に関すること

（１）セイリン（株）製２０２０カレンダー購入・

配布（子育て応援わくわくフェスタ・中日三

重お伊勢さんマラソン・津シティマラソン）

（２）普及啓発関連グッズ購入・配布

（３）ポスター、リーフレット等の作成

（４）公益財団法人健康・体力づくり事業財団製

健康手帳配布（子育て応援わくわくフェス

タ・中日三重お伊勢さんマラソン・津シティ

マラソン・名張青蓮寺湖駅伝競走大会）

７．管理等に関すること

（１）委員会実施計画書・報告書等管理

（２）小冊子等配布物管理

（３）普及活動備品管理

８．（公社）日本鍼灸師会に関すること

（１）小冊子等の購入・配布に関すること

（２）日本鍼灸師会ホームページへの全国各師会
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公益活動報告作成及び投稿

９．普及委員会に関すること

（１）普及委員会の開催

３．広報事業

担当 委 員 長 瀧本 一

副委員長 奥山敬太

１．広報誌会報及び鍼灸普及用慣行部の編集に関

すること

（１）会報発行（第１２４号・第１２５号 ※１

２５号からプリントパック印刷に変更）

（２）鍼灸師会広報キャラクター及びラインスタ

ンプの作成

２．広告等に関すること

（１）会報及びホームページバナー広告掲載契約

の依頼

（２）会報広告掲載

①会報（１２４号・１２５号）

３．ホームページ等の管理に関すること

（１）一般および会員外鍼灸師への情報発信

（２）事業案内と活動報告の掲載

①学術事業（研修会）

②普及啓発事業（スポーツイベント・健康関連

イベント）

（３）各種名簿の掲載

①県内会員鍼灸院名簿

②専門領域登録者名簿

③介護予防運動指導員名簿

④役員名簿

（４）関係他団体研修会案内の掲載

（５）入会案内・学生部員登録案内の掲載

（６）リンク拡大（関係団体等）

①師会ＩＤ・ＰＷ管理

②会員異動管理

（７）バナー広告掲載契約の依頼及び掲載

４．広報関連企画及び取材等に関すること

（１）広報委員会の開催

５．管理及びその他に関すること

（１）広報誌及び会報データの管理

（２）発送先リスト管理

（３）広告掲載依頼文書･広告掲載契約書及び契

約一覧等管理

（４）他鍼灸師会及び関連団体との広報誌及び会

報交換

（５）ウェブサイトデータ管理

（６）全国都道府県師会ＩＴ担当ＭＬ登録

（７）メーリングの管理

組織部と共同管理（師会 ・理事・

業務執行理事・支部長・四日市支部の各メー

リング）

４．療養費適正運用推進事業

担当 委 員 長 天野 治

副委員長 楠原秀一

１．療養費等適正運用研修会

（１）療養費等の適正な取り扱いの周知と変更事

項の解説（年１回開催）５月２６日（日）総

会前に開催

２．療養費等適正運用初心者講習会

（１）新入会時に随時開催（※対象者無し）

３．（公社）日本鍼灸師会に関すること

（１）全国保険部長会議（３月２２日（日） 新

型コロナウイルス対策のため中止）

■会員相互扶助事業

１．療養費事業

担当 委 員 長 天野 治

副委員長 楠原秀一

１．保険者・官庁及び関係機関との協議・懇談に

関すること

（１）鍼灸療養費等取扱に関する渉外（限定的な

位置に置かれている鍼灸療養費等の取扱の

改善交渉）

（２）鍼灸（医療保険の補完的位置におかれてい

る）の療養費等の取扱い普及啓発事業受領委

任払い制度に関すること

①行政担当部署随時訪問

②表敬訪問（夏季・冬季：会長・保険委員長）

（３）三重県療養費等連絡協議会（三重県鍼灸マ

ッサージ師会との協議等／４月１４日

（日）：三重県鍼灸会館）

（４）東海北陸厚生局三重事務所主催集団指導会

（２月６日（木）：県総合文化センター 男

女共同参画センター）
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（５）国保連合会療養費審査委員に選定：天野

２．療養費等申請指導会に関すること

（１）毎月療養費申請指導会開催（会館：保険正

副委員長、事務職員）

① ４月１４日（日）② ５月１６日（木）

③ ６月１６日（日）④ ７月１ 日（月）

⑤ ８月１ 日（日）⑥ ９月１５日（日）

⑦１０月１３日（日）⑧１１月１７日（日）

⑨１２月１５日（日）⑩ １月１６日（木）

⑪ ２月１６日（日）⑫ ３月１５日（日）

※申請書提出締め切り日は毎月１０日

３．療養費運用事業に関する事務

（１）一般事務処理

①保険委員会、通知・案内等（随時／師会ＭＬ）

療養費における変更事項や電子カルテ（ＤＫ）

システム関連事項、バージョンＵＰ実施、Ｄ

Ｋメーリングリスト作成・管理

②療養費等申請事務処理

（２）会計事務処理

①療養費申請に係る会計事務処理

②会計管理

２．組織事業

担当 委員長 楠原秀一

１．組織強化・会員増加・活動充実に関すること

（１）入会キャンペーン継続実施

①ホームページ掲示（入会案内）

②学生部員入会申請書

・入会要領をホームページに掲載

③２０１８年度卒業生へ入会案内、研修会案内

等資料送付（１０月実施）

（２）新入会員アンケート調査（６月実施）

（３）学生部員登録制度及び管理

（４）ユマニテク医療福祉大学校との提携

①学生部員制度提携（全学生）

②鍼灸院治療体験協力

（５）卒業生対象業界説明会

①鈴鹿医療科学大学（２月２５日）

②ユマニテク医療福祉大学校（２月２６日）

・入会案内等参考資料配布

・アンケート調査実施

（６）研修鍼灸師登録制度の実施と管理

（７）卒業生・在学生の鍼灸院研修受入れ対策

（８）会員外鍼灸師及び一般学生への研修会等情

報提供

（９）厚生労働大臣免許保有証の申請案内

・会員４名、会員外２名 申請（現会員合計

６０名申請率６０％・累計申請者数９１

名／全国４８師会中６番目）

２．会員の異動に関すること

（１）会員の入会及び退会に関すること

①入会者 ６名

②退会者 ２名

（２）会員の開業及び転居等に関すること

①開業者 １名

②転居者 １名

３．会員名簿に関すること

（１）会員名簿作成・配布（隔年）

（２）学生部員及び研修鍼灸師名簿等管理

（研修会及びイベント毎に案内送付）

（３）メールアドレス管理（９１名分・会員数１

００名／広報普及委員会共用：３月２３日

現在）

４．各地区との連絡網更新

（１）各地区連絡員設置と連絡網更新・情報提供

（２）各地域連絡員との連携会議（７月１５日

（月・祝）：支部長会議）

５．（公社）日本鍼灸師会に関すること

（１）会員登録メールアドレスリスト

（ＩＴ化及び ラーニング環境整備目的

９１名／会員１００名：３月２３日提出）

（２）準会員制度カード（※該当者なし）

３．共済事業

担当 委員長 加藤はる美

１．年金等会員相互扶助事業に関すること

（１）全国国民年金基金（旧：鍼灸マ指師等国民

年金基金）加入促進

（２）東京海上日動あんしん生命保険総合福祉団

体定期保険契約（死亡・高度障害対応：９

２）名

（３）東京海上日動所得補償保険推奨（会報広告）

（４）日鍼会保障プラン加入推進及び団体長期障

害所得補償保険（ＧＬＴＤ）案内

２．鍼灸医療事故賠償責任保険及び医療事故防止

等対策に関すること
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（１）三井住友海上火災保険代理店との連携（職

業賠償責任保険加入者：８３名）

（２）新入会員入会時加入案内

（３）鍼灸事故対策委員会（事故対策マニュアル

の周知徹底／支部長会議で説明）

（４）ヒヤリ・ハット対応（事故１件 ※会員従

業員）

（５）統計調査及び情報収集

３．医療廃棄物処理に関すること

（１）医療廃棄物の回収及び処理対策

①医療廃棄物（感染性産業廃棄物）回収処理取

扱業者との個人委託契約（７１名）

②県内取扱業者リスト作成及び案内

③新入会者へ業者リスト提示。新入会者で開業

者は、入会時に契約して事務所提出

④廃棄処理委託契約書の写し保管（提出分）

（２）医療廃棄物回収及び処理法に関する調査

４．各保険会社担当員との渉外活動

（１）加入状況の確認及び管理（全契約）

（２）事故対策等の情報収集（賠償保険）

４．青年事業

担当 委員長 奥山敬太

１．青年会員育成及び研修会に関すること

（１）青年委員会スキルアップセミナー開催

①第１回 ４月１ 日（日）／津市海浜公園

「市民ランナーのためのランニング教室」

参加者１７名（会員５名・一般１２名）

②第２回 ７月２０日（土）／でぐち鍼灸院

「先輩から学ぶ第 弾」

参加者８名（会員７名・一般１名）

③第 回 ８月１０日（土）／仲野整體整骨

本院「先輩から学ぶ第２弾」

参加者５名（会員１名・一般 名・県外会

員 名）

④第４回 ９月１１日（水）／川内鍼灸科

「先輩から学ぶ第３弾」

参加者３名（会員３名）

（２）青年委員会スキルアップセミナー参加情報

の発信

（３）学生部員卒後入会対策（組織部連係）

（４）青年委員会会員名簿の更新及び管理

（５）他鍼灸師会青年委員会との交流

２．鍼灸需要の拡大に関すること

３．（公社）日本鍼灸師会青年委員会および東海

ブロック会青年委員会に関すること

（１）日本鍼灸師会全国大会学生交流会参加

１１月２３（土）～２４（日）／静岡県浜松

市：ホテルコンコルド浜松）

■法人管理事業

１．総務

法人管理・総務担当 岡田 賢

１．運営方針等総合的企画立案に関すること

（１）事業及び日程等の総合調整

（２）会議及び各部の会務等調整

２．諸会議の開催・運営に関すること

（１）定時会員総会（３０年度決算）

総会（５月２６日（日）／会館）

意見交換会（ホテルグリーンパーク津）

（２）理事会（５回／会館）

第１回 ４月２１日（日）（決算承認）

第２回 ５月２６日（日）（役員改選）

第３回１０月２０日（日）

第４回 ２月 ９日（日）

第５回 ３月１５日（日）（予算承認）

（３）業務執行委員会（開催なし）

（４）支部長会議（７月１５日（月・祝）／会館）

３．保存文書及び各種書類に関すること

（１）総会、理事会案内及び議事録、委任状、各

委員会計画書及び報告書、各委員会案内状、

報告書、日鍼会加入者、年会費、各保険加入

者、財団登録申請書等

（２）県監査室提出各種申請書及び報告書の作成

及び管理

（３）会員原簿、入会関連書類及び会員名簿デー

タ管理

（４）総合保険（災害・盗難・他）加入に関する

事務処理及び管理

（５）対外文書（官庁等への提出／文書発信番号

＝三鍼第０１９―００１～０４３）管理

（６）特定個人情報の保管と管理

４．官庁関係に関すること

（１）関係官庁訪問

①夏期（８月８日：四日市市役所・四日市病院・

四日市保健所・四日市自賠責損害調査事務所
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／８月２２日：県庁・関係官庁・労働基準局・

医師会・国保連合会・後期高齢者広域連合・

協会けんぽ：会長、保険委員長）

②冬季（１２月１９日：津市内／２６日：四日

市市内 訪問箇所は同上）

５．関連諸団体との連携と協力等対外的活動に関

すること

（１）行政・関係官庁との折衝等

（２）（公社）日本鍼灸師会定時代議員総会、東

海北陸ブロック会議

（３）（公財）東洋療法研修試験財団、県医師会、

鍼灸師養成学校等との連携

（４）厚生労働大臣免許保有証の申請受付と（公

財）東洋療法研修試験財団への申請

６．叙勲・表彰及び慶弔に関すること

（１）各表彰該当者の申請書作成及び申請

①旭日小綬章：仲野弥和元会長（※申請は日本

鍼灸師会）

②旭日小綬章受章祝賀会（１０月６日 都ホテ

ル四日市）

（２）会員並びに関係者の慶弔等連絡及び報告

７．式典及び意見交換会に関すること

（１）定時会員総会（５月２６日（日）会館）

意見交換会（５月２６日（日）ホテルグリ

ーンパーク津）

（２）年末会員交流会（１２月２２日／会館）

８．定款及び各種規程に関すること

（１）定款の変更

（２）各種規則・規程等変更及び管理

９．登記に関すること

（１）変更登記（法務局）

（２）登記完了報告（電子申請）

１０．関係法令・法律制度に関すること

（１）鍼灸師関連法及び制度等関連情報収集

１１．法人の運営に関すること

（１）内閣府ホームページ等による情報収集

（２）法人運営に関する協議・相談等

（３）法務局申請書類等相談

１２．災害対策に関すること

（１）災害時緊急対策マニュアル設定

（２）災害時等緊急連絡網の整備、管理

（３）災害支援鍼灸師登録

（４）災害医療研修 研修会参加

①ベーシック研修会（四日市支部：宮脇）

②アドバンス研修会（四日市支部：宮脇）

（５）災害支援鍼灸マ師合同育成講習会（７月２

１日（日）大阪ハイテクノロジー専門学校：

一見、新谷）

（６）みえ災害ボランティア支援センター協力団

体登録

（７）県との災害時業務提供協定締結（２月４日

三重県庁：会長 ※三重県鍼灸マッサージ師

会との３者協定）

１３．（公社）日本鍼灸師会に関すること

（１）日本鍼灸師連盟総会（６月８日（土）／渋

谷： 会議室） 日鍼会定時代議員総会・

意見交換会（６月９日（日）／Ｔ 会議室：

仲野、一見［以上 名日鍼会理事］新谷「代

議員］役員改選：監事仲野、退任一見）

（２）東海北陸ブロック会議（三重県師会担当：

１０月１９日（土）～２０日（日）／プラト

ンホテル四日市）

（３）全国師会長会議（１２月１日（日）／東京

医療専門学校代々木校舎）

（４）（公社）日本鍼灸師会役員・代議員・代議

員補欠

①監事：仲野弥和

②代議員：新谷有紀・岡田 賢

③代議員補欠：楠原秀一・奥田一道

（※①②③は、令和２年３月３１日現在）

１４．渉外に関すること

（１）鈴鹿医療科学大学評議員会（定例３回・臨

時１回／同大学千代崎キャンパス：会長（評

議員））

（２）中和医療専門学校同窓会新年交歓会（１月

２６日／名鉄ニューグランドホテル）

（３）専門学校等卒業式

①中和医療専門学校卒業式（３月６日：３師会

長表彰 三重県担当／同校講堂）

②ユマニテク医療福祉大学校卒業式（３月１２

日：会長表彰／同校校舎）

※①②は新型コロナウイルス感染予防対策の

ため来賓無しで実施 ※上記の他は祝電対

応

（４）みえ医療と健康を守る会役員会・市民公開

講座（３月８日／県医師会館※新型コロナウ

イルス感染予防対策のため中止）

（５）関係各団体周年記念式典等（対象無し）

１５．他部の主管に属さぬ会務に関すること

（１）三重県鍼灸会館運営及び管理・他
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２．財務

法人管理・財務担当 新谷有紀

１．予算及び決算に関すること

（１）平成３０年度収支計算書の作成

①貸借対照表

②正味財産増減計算書

③財産目録

④財務諸表に対する注記

⑤収支計算書

（２）公益目的支出計画実施報告書等の作成

（３）監査（４月２１日（日）／会館：竹田、仲

家、一見、岡田、新谷、事務職員）

平成３０年度事業報告・計算書類及び公益目

的支出計画実施報告書の監査

（４）公益目的支出計画に関する相談（２月６日

（木）／県医療保健総務課：一見、岡田、新

谷）

（５）令和２年度収支予算書の作成（３月１５日

（日）理事会承認／総会報告）

２．資産の管理に関すること

（１）財産の管理

（２）備品等の管理

３．会計事務に関すること

（１）税務申請書作成（宮本税理士）

（２）平成２０年度基準会計ソフトによる管理

①平成３０年度決算書及び令和２年度予算書

作成

（３）保険管理ソフトによる管理

会費等収入の管理

①年会費納入文書作成・送付

②入会金・年会費徴収

③研修会費徴収

④学生部員年会費徴収

事業経費の管理

①各委員会経費確認

②理事経費調整・経費請求書確認

③各委員会経費の収支管理

④経費の支払い

⑤事務職員給与の計算と支払い

⑥慶弔関係の処理

⑦事業予算執行率確認

（４）会計関連確認作業

４月 ３日（水） ４月２１日（日）

４月２４日（水） ３月２５日（水）

（５）中間調査の実施（１０月２０日（日）平成

３１年（令和元年）度上半期の事業報告・計

算書類・事業予算執行率の調査／プラトンホ

テル四日市）

（６）税金その他に関する事務処理及び管理

①源泉徴収税の取り扱い

②研修会講師・本会役員へ年末調整書送付

③平成３０年度分法人税（県・市民税）申告

④確定申告

４．会館維持管理費に関すること

（１）公共料金等（通信関連・光熱水料費・浄化

槽処理、保険関係管理等）に関する事務処理

（２）会館使用料等の管理
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一般社団法人　三重県鍼灸師会

令和 02年03月31日現在

科目 当年度

 貸　借　対　照　表

前年度 増　　減

（単位：円)

Ⅰ　資産の部

1． 流動資産

　　 　　現金預金 3,100,415 3,038,373 62,042

　　 　　未収会費 37,000 155,910 △118,910

　　 　　未収金 40,000 0 40,000

　　 　　前払金 0 83,808 △83,808

  流動資産合計 3,177,415 3,278,091 △100,676

２． 固定資産

（1） 基本財産 0

　　　基本財産合計 0 0 0

（2） 特定資産 0

　　 　　退職給付引当資産 140,000 140,000 0

　　 　　減価償却引当資産 50,000 239,081 △189,081

　　 　　周年記念事業積立資産 450,000 400,000 50,000

　　 　　会館修繕積立資産 988,560 1,012,000 △23,440

　　　特定資産合計 1,628,560 1,791,081 △162,521

（3） その他固定資産 0

　　 　　建物 7,803,673 8,099,310 △295,637

　　 　　土地 11,434,349 11,434,349 0

　　 　　ソフトウエア 67,050 99,234 △32,184

　　　その他固定資産合計 19,305,072 19,632,893 △327,821

固定資産合計 20,933,632 21,423,974 △490,342

資産合計 24,111,047 24,702,065 △591,018

Ⅱ 負債の部

1 ．流動負債

未払金 58,473 79,105 △20,632

前受金 0 7,400 △7,400

預り金 760,527 707,329 53,198

流動負債合計 819,000 793,834 25,166

2 ．固定負債

退職給付引当金 140,000 140,000 0

固定負債合計 140,000 140,000 0

負債合計 959,000 933,834 25,166

Ⅲ 正味財産の部

1 ．指定正味財産 0 0 0

うち基本財産への充当額 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

うち特定資産への充当額 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

2 ．一般正味財産 23,152,047 23,768,231 △616,184

うち基本財産への充当額 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

うち特定資産への充当額 ( 1,488,560 ) ( 1,651,081 ) -( 162,521 )

正味財産合計 23,152,047 23,768,231 △616,184

24,111,047負債及び正味財産合計 24,702,065 △591,018
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 正味財産増減計算書
一般社団法人　三重県鍼灸師会

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

 科  目 前年度 増　　　　減当年度

(単位：円)

 Ⅰ  一般正味財産増減の部    

  　１． 経常増減の部    

   　　 （１）　経常収益

340,000 479,500 △139,500　　　　　　　事業収益

　　　  　　　　  研修受講料収益 232,000 308,500 △76,500

　　　  　　　　  会報広告物掲載料収益 108,000 171,000 △63,000

120,000 40,000 80,000　　　　　　　受取入会金

　　　  　　　　  受取入会金 120,000 40,000 80,000

4,887,770 4,964,530 △76,760　　　　　　　受取会費

　　　  　　　　  正会員受取会費 2,373,000 2,316,000 57,000

　　　  　　　　  定率会費 2,514,770 2,648,530 △133,760

56,000 98,000 △42,000　　　　　　　受取寄附金

　　　  　　　　  受取寄付金 56,000 98,000 △42,000

453,584 497,342 △43,758　　　　　　　雑収益

　　　  　　　　  受取利息 135 147 △12

　　　  　　　　  雑収益 453,449 497,195 △43,746

5,857,354 6,079,372 △222,018　　　　　　経常収益計

   　　 （２）　経常費用

4,981,564 4,944,669 36,895　　　　　　　事業費

　　　  　　　　  報酬 0 202,000 △202,000

　　　  　　　　  給料手当 1,180,658 927,370 253,288

　　　  　　　　  法定福利費 714 9,031 △8,317

　　　  　　　　  福利厚生費 278,844 279,081 △237

　　　  　　　　  旅費交通費 523,676 690,546 △166,870

　　　  　　　　  通信運搬費 303,659 379,093 △75,434

　　　  　　　　  減価償却費 262,257 262,257 0

　　　  　　　　  消耗品費 574,815 398,006 176,809

　　　  　　　　  修繕費 58,752 0 58,752

　　　  　　　　  印刷製本費 248,515 445,231 △196,716

　　　  　　　　  光熱水料費 78,068 78,302 △234

　　　  　　　　  賃借料 152,616 141,696 10,920

　　　  　　　　  保険料 26,516 26,516 0

　　　  　　　　  諸謝金 288,580 185,240 103,340

　　　  　　　　  租税公課 218,330 209,130 9,200

　　　  　　　　  支払負担金 35,470 27,000 8,470

　　　  　　　　  委託費 562,774 115,840 446,934

　　　  　　　　  会場費 0 291,836 △291,836

　　　  　　　　  研修費 4,100 117,500 △113,400

　　　  　　　　  広告宣伝費 48,979 60,793 △11,814

　　　  　　　　  資料図書費 4,648 8,400 △3,752

　　　  　　　　  渉外費 88,943 31,080 57,863
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 正味財産増減計算書
一般社団法人　三重県鍼灸師会

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

 科  目 前年度 増　　　　減当年度

(単位：円)

　　　  　　　　  雑費 40,650 58,721 △18,071

1,491,974 1,518,093 △26,119　　　　　　　管理費

　　　  　　　　  役員報酬 0 50,500 △50,500

　　　  　　　　  給料手当 295,164 231,842 63,322

　　　  　　　　  退職給付費用 0 20,000 △20,000

　　　  　　　　  法定福利費 178 2,258 △2,080

　　　  　　　　  福利厚生費 263,490 192,690 70,800

　　　  　　　　  旅費交通費 367,744 496,054 △128,310

　　　  　　　　  通信運搬費 44,147 32,474 11,673

　　　  　　　　  減価償却費 65,564 65,564 0

　　　  　　　　  消耗品費 134,486 77,776 56,710

　　　  　　　　  修繕費 14,688 0 14,688

　　　  　　　　  印刷製本費 42,710 35,100 7,610

　　　  　　　　  光熱水料費 19,518 19,575 △57

　　　  　　　　  賃借料 37,753 35,424 2,329

　　　  　　　　  保険料 6,629 6,629 0

　　　  　　　　  租税公課 54,582 52,283 2,299

　　　  　　　　  委託費 46,960 46,960 0

　　　  　　　　  会議費 27,525 12,310 15,215

　　　  　　　　  研修費 6,500 6,000 500

　　　  　　　　  渉外費 41,080 120,000 △78,920

　　　  　　　　  雑費 23,256 14,654 8,602

6,473,538 6,462,762 10,776　　　　　　経常費用計

△616,184 △383,390 △232,794　　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額

△616,184 △383,390 △232,794　　　　　　当期経常増減額

　２．経常外増減の部    

   　　 （１）　経常外収益

0 0 0　　　　　　経常外収益計

   　　 （２）　経常外費用

0 0 0　　　　　　経常外費用計

0 0 0　　　　　　当期経常外増減額

△616,184 △383,390 △232,794　　　　　　税引前当期一般正味財産増減額

△616,184 △383,390 △232,794　　　　　　当期一般正味財産増減額

23,768,231

　　　　　　一般正味財産期首残高 23,768,231 24,151,621 △383,390

　　　　　　一般正味財産期末残高 23,152,047 △616,184

 Ⅳ 正味財産期末残高 23,152,047 23,768,231 △616,184
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一般社団法人　三重県鍼灸師会

令和 02年03月31現在

貸借対照表科目

 財 産 目 録

場所・物量等

（単位：円)

金     額使用目的等

1  流動資産

 現金 126,551現金 運転資金、法人会計で保有。継続、その他事業、
法人会計で使用。

 預金 654,823百五銀行県庁 運転資金、法人会計で保有。継続、その他事業、
法人会計で使用。

1,564,537百五津駅前（定率会
費）

運転資金、法人会計で保有。継続、その他事業、
法人会計で使用。

748ゆうちょ銀行
（135135）

運転資金、法人会計で保有。継続、その他事業、
法人会計で使用。

753,756百五銀行（会長委
任）

会長委任払い口座

 未収会費 37,000未収会費 定率会費未収分

 未収金 40,000未収金 鈴鹿医療科学大学・セイリン名古屋会報124.125号
広告掲載料

流動資産合計 3,177,415

2  固定資産

 退職給付引当資
産

140,000退職給付引当資産 職員退職給付のための資産

 減価償却引当資
産

50,000減価償却引当資産 減価償却資産購入のための資産

 周年記念事業積
立資産

450,000周年記念事業積立
資産

周年記念事業のための資産

 会館修繕積立資
産

988,560会館修繕積立資産 三重県鍼灸会館の修繕のための資金

 土地 11,434,349土地 津市栄町二丁目325番地（206.43㎡×1/2）公益目
的保有財産であり法人会計でも使用している

 建物 7,803,673建物 津市栄町二丁目325番地（196.98㎡×1/2）公益目
的保有財産であり法人会計でも使用している

 ソフトウエア 67,050ソフトウエア 継続事業で使用、法人会計でも使用している

固定資産合計 20,933,632

資産合計 24,111,047

   1 流動負債

58,473未払金 キャノンカウンター料未払金

4,881預り社会保険料 雇用保険料預り金

1,890預り源泉所得税 源泉所得税

753,756預り金（会長委任払） 会長委任払い預り金

流動負債合計 819,000

   2 固定負債

140,000退職給付引当金 職員の退職に備え引き当てている退職給付引当金

固定負債合計 140,000

負債合計 959,000

23,152,047正味財産

－ 18－



1．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

（２）退職給付引当金の計上基準

（３）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

　特定資産

退職給付引当資産

減価償却引当資産

会館修繕積立資産

周年記念事業積立資産

4. 特定資産の財源等の内訳

特定の資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

　特定資産

退職給付引当資産

減価償却引当資産

会館修繕積立資産

周年記念事業積立資産

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

建物

土地

ソフトウエア

　　　　　－ (50,000)

(140,000)

　　　　　－

140,000

239,081

0

50,000

　　　　　－

239,081

当期末残高
（うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

（単位：円）

当期減少額科　　　　　　目

平成23年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日　平成21年10月16日改正、内閣府公
益認定当委員会）を適用している。なお、会計区分は移行認可の会計区分である。

財務諸表に対する注記

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法でまた平成19年4月1日以降
に取得したものについては定額法によっている。

前期末残高 当期増加額 当期末残高

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業
年度末において発生していると認められる額を計上している。

73,440

　　　　　－

450,000

(140,000)　　　　　－

50,000

988,560

　　　　　－

(1,488,560)

140,000 　　　　　－ 　　　　　－

（単位：円）

（単位：円）

988,560

450,000

(450,000)

　　　　　－

　　　　　－

(988,560)

140,000

50,000

312,521 1,628,560

（うち負債に
対応する額）

19,305,072

160,920

23,761,409

科　　　　目 取得価額

合　　　　　　計 1,628,560

1,012,000

400,000

1,791,081

50,000

50,000

150,000

12,166,140

11,434,349

4,456,337

　　　　　－

合　　　　計

減価償却累計額

4,362,467

　　　　　－

科　　　　　　目

11,434,349

67,050

合　　　　　　計

93,870

当期末残高

7,803,673
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一般社団法人　三重県鍼灸師会

  収支計算書（損益型） 

（単位：円）

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

科　　　　　目 予算額 決 算 額 差　 　異 備考

 Ⅰ  一般正味財産増減の部    

  　１． 経常増減の部    

   　　 （１）　経常収益

500 0 500　　　　　　　特定資産運用益

　　　  　　　　  特定資産受取利息 500 0 500

456,000 340,000 116,000　　　　　　　事業収益

　　　  　　　　  普及用頒布物収益 10,000 0 10,000

　　　  　　　　  研修受講料収益 320,000 232,000 88,000

　　　  　　　　  会報広告物掲載料収益 126,000 108,000 18,000

80,000 120,000 △40,000　　　　　　　受取入会金

　　　  　　　　  受取入会金 80,000 120,000 △40,000

5,000,000 4,887,770 112,230　　　　　　　受取会費

　　　  　　　　  正会員受取会費 2,350,000 2,373,000 △23,000

　　　  　　　　  定率会費 2,650,000 2,514,770 135,230

59,000 56,000 3,000　　　　　　　受取寄附金

　　　  　　　　  受取寄付金 59,000 56,000 3,000

330,500 453,584 △123,084　　　　　　　雑収益

　　　  　　　　  受取利息 500 135 365

　　　  　　　　  雑収益 330,000 453,449 △123,449

5,926,000 5,857,354 68,646　　　　　　経常収益計

   　　 （２）　経常費用

4,841,000 4,981,564 △140,564　　　　　　　事業費

　　　  　　　　  給料手当 980,000 1,180,658 △200,658

　　　  　　　　  法定福利費 24,000 714 23,286

　　　  　　　　  福利厚生費 218,000 278,844 △60,844

　　　  　　　　  旅費交通費 648,000 523,676 124,324

　　　  　　　　  通信運搬費 416,000 303,659 112,341

　　　  　　　　  減価償却費 260,000 262,257 △2,257

　　　  　　　　  消耗品費 287,000 574,815 △287,815

　　　  　　　　  修繕費 0 58,752 △58,752

　　　  　　　　  印刷製本費 369,000 248,515 120,485

　　　  　　　　  光熱水料費 71,000 78,068 △7,068

　　　  　　　　  賃借料 146,000 152,616 △6,616

　　　  　　　　  保険料 26,000 26,516 △516

　　　  　　　　  諸謝金 310,000 288,580 21,420

　　　  　　　　  租税公課 216,000 218,330 △2,330

　　　  　　　　  支払負担金 30,000 35,470 △5,470

　　　  　　　　  委託費 582,000 562,774 19,226

　　　  　　　　  研修費 65,000 4,100 60,900

　　　  　　　　  広告宣伝費 115,000 48,979 66,021

　　　  　　　　  資料図書費 5,000 4,648 352

－ 20－



一般社団法人　三重県鍼灸師会

  収支計算書（損益型） 

（単位：円）

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

科　　　　　目 予算額 決 算 額 差　 　異 備考

収支計算書に係る注記

投資活動および財務活動について

科　　　　　目 予算額 決 算 額 差　 　異 備考

【　投資活動収支の部  】

　   投資活動収入   

　　　　　 特定資産取崩収入 0 100,000 △100,000

　　　  　　　会館修繕積立金取崩収入 0 100,000 △100,000

　　　  　　　　  渉外費 29,000 88,943 △59,943

　　　  　　　　  雑費 44,000 40,650 3,350

1,348,000 1,491,974 △143,974　　　　　　　管理費

　　　  　　　　  給料手当 245,000 295,164 △50,164

　　　  　　　　  法定福利費 6,000 178 5,822

　　　  　　　　  福利厚生費 250,000 263,490 △13,490

　　　  　　　　  会議費 7,000 27,525 △20,525

　　　  　　　　  旅費交通費 413,000 367,744 45,256

　　　  　　　　  通信運搬費 29,000 44,147 △15,147

　　　  　　　　  減価償却費 65,000 65,564 △564

　　　  　　　　  消耗品費 33,000 134,486 △101,486

　　　  　　　　  修繕費 0 14,688 △14,688

　　　  　　　　  印刷製本費 60,000 42,710 17,290

　　　  　　　　  光熱水料費 18,000 19,518 △1,518

　　　  　　　　  賃借料 36,000 37,753 △1,753

　　　  　　　　  保険料 7,000 6,629 371

　　　  　　　　  租税公課 54,000 54,582 △582

　　　  　　　　  委託費 53,000 46,960 6,040

　　　  　　　　  研修費 5,000 6,500 △1,500

　　　  　　　　  渉外費 40,000 41,080 △1,080

　　　  　　　　  雑費 27,000 23,256 3,744

6,189,000 6,473,538 △284,538　　　　　　経常費用計

△263,000 △616,184 353,184　　　　 　 評価損益等調整前当期経常増減額

　２．経常外増減の部    

   　　 （１）　経常外収益

0 0 0　　　　　　経常外収益計

   　　 （２）　経常外費用

0 0 0　　　　　　経常外費用計

△263,000 △616,184 353,184　　　　 　税引前当期一般正味財産増減額

△263,000 △616,184 353,184

23,152,047

23,768,231 23,768,231 0

23,505,231 353,184

　　　　　　当期一般正味財産増減額

　　　　　　一般正味財産期首残高

　　　　　　一般正味財産期末残高

 Ⅳ 正味財産期末残高 23,505,231 23,152,047 353,184
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一般社団法人　三重県鍼灸師会

  収支計算書（損益型） 

（単位：円）

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

科　　　　　目 予算額 決 算 額 差　 　異 備考

　　　投資活動収入計 0 100,000 △100,000

　   投資活動支出  

　　　　　 特定資産取得支出 150,000 176,560 △26,560

　　　  　　　減価償却引当資産取得支出 50,000 50,000 0

　　　  　　　周年記念事業積立資産取得支出 50,000 50,000 0

　　　  　　　会館修繕積立資産取得支出 50,000 76,560 △26,560

　　　投資活動支出計 150,000 176,560 △26,560

　　　 投資活動収支差額 △150,000 △76,560 △73,440
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令和２年（２０２０年）度事業計画書

■継続事業（公益事業）

【１】学術研修事業 （学術担当：奥田一道）

１．鍼灸医学の進歩発展および鍼灸師の資質向上に関すること

（１）鍼灸師の学術向上のための一般公開学術研修会

①鍼灸医学および関連医療と連携したカリキュラム

②療養費対象疾患対応研修会

③一般公開学術研修会開催

（①５月２４日：新型肺炎延期 ②７月１９日 ③９月１３日 ④１月２４日）

２．（公社）日本鍼灸師会及び鍼灸関連団体等との連携事業

（１）（公財）東洋療法研修試験財団生涯研修会の開催（一部を指定研修会）

①学術研修システムの導入による管理

②学術研修単位認定申請

（２）鍼灸関連学会等との連携と参加

①第６９回（公社）全日本鍼灸学会学術大会京都大会（京都）

②第１６回（公社）日本鍼灸師会全国大会 東京（東京）

③第５４回三県合同鍼灸研修会（愛知）

３．鍼灸学術の医学的研究と指導者育成および後進の養成に関する事業

（１）（公社）日本鍼灸師会第 回医療連携鍼灸師研修への受講者派遣

（２）学術技能の研鑽および研修履修会員の公開

①鍼灸師の資質向上および指導育成に関する情報公開

②後進および学生指導スキルアップ講座の開催

４．管理及びその他に関すること

（１）学術研修会に関する情報公開と管理

（２）研修会別関連図書の管理

５．学術研修事業における企画等委員会

 
【２】広報普及事業 （広報・普及担当：瀧本 一・奥山 敬太）

１．鍼灸医療の振興と普及に関する刊行物の発行および情報発信に関する事業

（１）イベント等健康情報広報物および研修会案内等機関紙の発行

①研修情報等機関誌の発行

（２）鍼灸普及用刊行物作成

①ポスターの作成

②パンフレットの作成

③マスコットキャラクターの作成

④ラインスタンプの作成

（３）ウェブサイトの作成と研修会等情報公開

①ホームページ・フェイスブックページの作成および管理

②研修会および健康イベント情報の発信

２．鍼灸業務を通して公衆衛生の向上に寄与する事業

（１）地域医療との連携および健康保持増進の普及啓発活動

（２）スマート・ライフ・プロジェクトへの参画

（３）県事業・三重の健康づくり総合計画ヘルシーピープル・みえ２１への参加

（４）県・市主催健康フェスタ参加による健康相談および鍼灸普及啓発活動
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①子育て応援わくわくフェスタ（三重県総合文センター）

ア．全年齢層対象の健康相談およびはり体験

イ．小児（親を含む）対象の健康相談および小児はり体験

（５）県・市主催スポーツイベント参加による健康相談および鍼灸普及啓発活動

①中日三重お伊勢さんマラソン大会（伊勢市）

②津シティマラソン大会（津市）

③名張青蓮寺湖駅伝競走大会（名張市）

④みえ松阪マラソン（松阪市）

⑤三重とこわか大会（ 年）

ア．鍼灸師によるコンディショニング活動

イ．一般ランナー対象スポーツ傷害予防コンディショニング講座

３． 広報普及事業に関する企画等委員会

 
【３】療養費適正運用推進事業 （療養費適正運用推進担当：天野 治・楠原秀一）

１．鍼灸師対象療養費等申請研修に関すること

（１）療養費受領委任払い制度等適正運用研修会の開催（年１回）

（２）療養費受領委任払い制度等初心者研修会の開催（入会時に随時）

．県・市民等一般対象療養費等普及啓発推進に関すること

（１）療養費に関するパンフレット等の配布

．療養費等に関する情報交換に関すること

（１）（公社）日本鍼灸師会全国保険部長ネット配信システムによる療養費関連情報

４．療養費適正運用推進事業に関する企画等委員会

■会員相互扶助事業（その他の事業）

（各担当 療養費／天野 治・楠原秀一／組織：楠原秀一／共済：加藤はる美／青年：奥山敬太）

１．療養費等委任払い申請推進に関すること

（１）保険者および関係官庁との渉外活動

（２）療養費等適正申請指導会の開催

（３）療養費適正運用に関する連絡協議会の開催

２．鍼灸師の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業

（１）会員の慶弔および傷病見舞い等に関すること

（２）会員の福利厚生に関すること

①団体保険（日鍼会保障プラン）加入勧奨

②（公社）日本鍼灸師会総合賠償保険加入勧奨

③国民年金基金加入勧奨

④その他、団体保険

東京海上日動あんしん生命保険総合福祉団体定期保険契約（死亡・高度障害対応）

（３）医療廃棄物処理に関すること

（４）（公社）日本鍼灸師会全国組織・共済部長会議

３．青年鍼灸師の育成に関すること

（１）青年会員育成及び研修会に関すること

①青年委員会スキルアップ意見交換会開催

②学生部員卒後入会対策

（２）他鍼灸師会青年委員会との交流

（３）（公社）日本鍼灸師会全国青年部長会議（未定）
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（４）（公社）日本鍼灸師会東海北陸ブロック青年部長会議及び研修会

４．会員異動および連絡体制に関すること

（１）会員名簿の整備・管理

（２）災害時等緊急連絡網の整備、管理

５．組織力強化に関すること

（１）入会キャンペーン、学生部員制度、学生・会員外鍼灸師対策、卒業生対象業界説明会開

催

（２）各地域連絡員との連携会議

６．会員相互扶助事業に関する企画等委員会

■法人管理事業

（総務担当：岡田 賢／財務担当：新谷有紀）

１．諸会議の開催および運営に関すること

（１）総会の開催（ 回）

（２）理事会の開催（４回）

（３）業務執行委員会の開催（随時）

（４）各種文書の作成および会議資料・議事録等の保管

２．財務執行と財産管理に関すること

（１）予算の編成および執行ならびに決算に関すること

（２）会計処理

（３）各種物品等財産管理に関すること

３．監査に関すること

（１）事業および会計監査

４．定款および諸規程に関すること

（１）定款の管理

（２）諸規程等の整備および修正（理事会で決議）

（３）関係法令の研究に関すること

５．関連諸団体との連携と協力等対外的活動に関すること

（１）行政・関係官庁との折衝等

（２）（公社）日本鍼灸師会定時代議員総会、東海北陸ブロック会議

（３）（公財）東洋療法研修試験財団、県医師会、鍼灸師養成学校等との連携

６．定期報告書に関すること

（１）公益目的支出計画実施報告書等の作成および提出

７．表彰に関すること

（１）叙勲褒章等各種表彰候補者申請

８．特定個人情報に関すること

（１）文書の取り扱いと文書の保管 

 
 
 

－ 27－



（一社）三重県鍼灸師会 ２０２０年（令和２年）度 年間行事日程
 行 事 会 議 他 日鍼会関連 全日学等関連団体 

４ 
（日）

（日）

（日）

（日）

（水）

（木）三療協議会（ ／会館）（※

新型肺炎延期）

（日）監査（ ／会館）

理事会①（ ／会館）

（木）療養費等申請

指導会（会館） （ ）業務執行委員会①

５ 

（日）

（月）

（火）

６（水）

（日）

（日）

４（日）定時会員総会（会館）

（※学術研修会①：新型肺炎延期）

（※意見交換会：新型肺炎中止）

（日）

（ ）第 ９回評議員会（鈴鹿）

１ （日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）理事会①

６ 

７（日）

（日）

（日）

（日）

（木）療養費等申請

指導会（会館）

（ ）業務執行委員会②

（日）定時代議員総会

（渋谷：ＴＫＰ会議室）

（月）日本鍼灸師連盟総会

（参議院会館）

（土）～ （日）東北Ｂ会議（宮城）

（ ）三重県柔整師会総会（津）

（ ）～ （ ） 災害

医

療研修・第 ４回ベーシックコース

（未定）

（ ）～ （ ）第 回

日本東洋医学会学術総会

（未定）

７ 

５（日）

２（日）

９（日）学術研修会②

（ ／三重県鍼灸会館）

３（木）

４（金）

（ ）会報（ ６号）発行

２６（日）

（ ）支部長会議（会館／ＡＭ） （木）療養費等申請

指導会（会館）

（土）～ （日）臨床実習指導者講習会

（大宮：呉竹医療専門学校）

（土）～ （日）九州Ｂ会議（沖縄）

（日）関東信越Ｂ会議（埼玉）

（ ）全国保険部長会議

（ ）第３回災害支援鍼灸師

マッサージ師合同育成講習会

（未定）

（ ）～ （ ）

第２回日本在宅医療連合学会大会

（未定）

８ 

２（日）

（日）・ （月・祝）

（日）

（日）

（日）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（ ）業務執行委員会③

（日）理事会②

９ 

（日）

（日）学術研修会③

（ 三重県鍼灸会館）

（日）

（月・祝）

（火・祝）

（月・振） （ ）第８０回評議員会（鈴鹿

（木）療養費等申請

指導会（会館）

（土）～ （日）北海道Ｂ会議

（ ）～ （ ）九州Ｂ会議（熊本）

（ ）第４回医療連携鍼灸師研修

（未定）

（日）～ （月）中国・四国Ｂ会議

（香川）

（土）～ （日）近畿Ｂ会議（京都）

（ ）～ （ ）

日本在宅医療連合学会地域フォ

ーラム（ ）

（金）～ （日）第 回（公

社）全日本鍼灸学会学術大会・京都大

会（国立京都国際会館）

（月）～ （火）ＲＦＬジャパ

ン三重（松阪市総合運動公園）

（ ）～ （ ） 災害

医療研・第 ５回ベーシックコース

（未定）
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 行 事 会 議 他 日鍼会関連 全日学等関連団体

１０ 

（日）

（日）

（日）

（日）学術研修会④（第５ 回三県

合同鍼灸研修会：愛知県鍼灸

マッサージ師会館）

（日）理事会②（ ／会館）
（木）療養費等申請

指導会（会館）

（土）～ （月）第

回全国障害者スポー

ツ大会（鹿児島）

（ ）業務執行委員会④

３（土）～４（日）東海北陸ブロック

会議（名古屋市）

３（土）～４（日）臨床実習指導者講習会

（横浜：呉竹鍼灸柔整専門学校）

（土）～ （日）臨床実習指導者講

習

会（福岡：福岡医療専門学校）

（日）全国師会長会議

（ ）～ （ ） 災害医

療研修・第 ３回アドバンスコース

（ ）

（ ）～ （ ）第 回日本良

導絡自律神経学会学術大会（未定）

（ ）～ （ ）第 ９回全日本

鍼灸マ師会東洋療法推進大会

（未定）

（ ）介護支援専門員実務試験

（四日市大・皇学館大）

（ ）第 ４回日本小児はり学会

学術大会（未定）

１１ 

１（日）

３（月・祝）

（日）

（日）

（日）・ （月・祝）

（土）第 ５回子育て支援わくわく

フェスタ（三重県総合文化センター）

（日）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）理事会③

（ ）災害支援鍼灸・マ師育成講習会

（未定）

（ ）全日学第 ８回中部支部学

術集会（未定）

（ ）～ （ ）第 ９回日本臨

床鍼灸懇話会学術集

会（未定）

１２ 

６（日）

（日） 中日三重お伊勢さん

マラソン（県営サンアリーナ）

（日）みえ松阪マラソン２０２０

（松阪市総合運動公園）

（日）

（木）療養費等申請

指導会（会館）

（ ）業務執行委員会⑤

（土）日鍼会７０周年記念式典

（ホテルメトロポリタン池袋）

５（土）～ （日）第１６回全国大会

東京（帝京平成大学）

５（土）～ （日）臨床実習指導者講習

会（大阪：森ノ宮医療学園専門学校）

（ ）中間監査（日本鍼灸会館）

（ ）日本統合医療学会（未定）

１ 

（金・祝）

（日）

（日）

（月・祝）

（日）

（日）学術研修会⑤

（ 三重県鍼灸会館）

（日） 会報（ ７号）発行

（木）療養費等申請

指導会（会館）
（日）理事会④

（ ）～ （ ） 災害医

療研修・第 回アドバンスコース

（ ）

（ ）中和医療専門学校

第 回新年交歓会

（名鉄ニューグランドホテル）

２ 

７（日）第 ６回津シティマラソン

（サオリ―ナ）

（水・祝）

（日）

（日）

（火・祝）

名張青蓮寺湖駅伝競走大会

（青蓮寺湖左岸広場）

（日）

（日）理事会③

（マラソンケア活動後／会館）

（ ）学校説明会（鈴鹿大）
（日）療養費等申請

指導会（会館）

（ ）業務執行委員会⑥

（ ） 災害医療研修

第３回スキルアップ研修（未定）

（ ）～ （ ）第 ６回日本集

団災害医学会（未定）

（ ）はり師・きゅう師国家試験

３ 

（日）

（日）

（土・祝）

（日）

（日）

（日）理事会④（ＰＭ／会館）

（ ）第８１回評議員会（鈴鹿）

（日）療養費等申請

指導会（会館）

（日）理事会⑤

（ ）中和医療専門学校卒業式

卒業記念パーティー（名古屋）

（ ）みえ医療と健康を守る会

（県医師会館）
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一般社団法人　三重県鍼灸師会

 令和 02年度 収支予算書 
#Name?

前年度予算額 増減額

（単位：円）

令和 02年04月01日から 令和 03年03月31日まで

科　　　　　目 予算額 備考

 Ⅰ  一般正味財産増減の部    

 　１．　経常増減の部    

   　　 （１）　経常収益

500 500 0　　　　　　　特定資産運用益

　　　  　　　　  特定資産受取利息 500 500 0

396,000 456,000 △60,000　　　　　　　事業収益

　　　  　　　　  普及用頒布物収益 10,000 10,000 0

　　　  　　　　  研修受講料収益 250,000 320,000 △70,000

　　　  　　　　  会報広告物掲載料収益 136,000 126,000 10,000

100,000 80,000 20,000　　　　　　　受取入会金

　　　  　　　　  受取入会金 100,000 80,000 20,000

4,951,000 5,000,000 △49,000　　　　　　　受取会費

　　　  　　　　  正会員受取会費 2,451,000 2,350,000 101,000

　　　  　　　　  定率会費 2,500,000 2,650,000 △150,000

0 59,000 △59,000　　　　　　　受取寄附金

　　　  　　　　  受取寄付金 0 59,000 △59,000

340,500 330,500 10,000　　　　　　　雑収益

　　　  　　　　  受取利息 500 500 0

　　　  　　　　  雑収益 340,000 330,000 10,000

5,788,000 5,926,000 △138,000　　　　　　経常収益計

   　　 （２）　経常費用

4,801,000 4,841,000 △40,000　　　　　　　事業費

　　　  　　　　  給料手当 1,005,000 980,000 25,000

　　　  　　　　  法定福利費 21,000 24,000 △3,000

　　　  　　　　  福利厚生費 248,000 218,000 30,000

　　　  　　　　  旅費交通費 775,000 648,000 127,000

　　　  　　　　  通信運搬費 468,000 416,000 52,000

　　　  　　　　  減価償却費 258,000 260,000 △2,000

　　　  　　　　  消耗品費 262,000 287,000 △25,000

　　　  　　　　  印刷製本費 177,000 369,000 △192,000

　　　  　　　　  光熱水料費 70,000 71,000 △1,000

　　　  　　　　  賃借料 149,000 146,000 3,000

　　　  　　　　  保険料 24,000 26,000 △2,000

　　　  　　　　  諸謝金 340,000 310,000 30,000

　　　  　　　　  租税公課 214,000 216,000 △2,000

　　　  　　　　  支払負担金 10,000 30,000 △20,000
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一般社団法人　三重県鍼灸師会

 令和 02年度 収支予算書 
#Name?

前年度予算額 増減額

（単位：円）

令和 02年04月01日から 令和 03年03月31日まで

科　　　　　目 予算額 備考

　　　  　　　　  委託費 567,000 582,000 △15,000

　　　  　　　　  会場費 10,000 0 10,000

　　　  　　　　  研修費 76,000 65,000 11,000

　　　  　　　　  広告宣伝費 115,000 115,000 0

　　　  　　　　  資料図書費 5,000 5,000 0

　　　  　　　　  渉外費 0 29,000 △29,000

　　　  　　　　  雑費 7,000 44,000 △37,000

1,148,000 1,348,000 △200,000　　　　　　　管理費

　　　  　　　　  給料手当 252,000 245,000 7,000

　　　  　　　　  法定福利費 6,000 6,000 0

　　　  　　　　  福利厚生費 100,000 250,000 △150,000

　　　  　　　　  会議費 17,000 7,000 10,000

　　　  　　　　  旅費交通費 378,000 413,000 △35,000

　　　  　　　　  通信運搬費 31,000 29,000 2,000

　　　  　　　　  減価償却費 65,000 65,000 0

　　　  　　　　  消耗品費 38,000 33,000 5,000

　　　  　　　　  印刷製本費 35,000 60,000 △25,000

　　　  　　　　  光熱水料費 18,000 18,000 0

　　　  　　　　  賃借料 36,000 36,000 0

　　　  　　　　  保険料 6,000 7,000 △1,000

　　　  　　　　  租税公課 54,000 54,000 0

　　　  　　　　  委託費 46,000 53,000 △7,000

　　　  　　　　  研修費 5,000 5,000 0

　　　  　　　　  渉外費 40,000 40,000 0

　　　  　　　　  雑費 21,000 27,000 △6,000

5,949,000 6,189,000 △240,000　　　　　　 経常費用計

△161,000 △263,000 102,000　　　　　　 評価損益等調整前当期経常増減額

△161,000 △263,000 102,000　　    　　 当期経常増減額

  　２．　経常外増減の部    

   　　 （１）　経常外収益

0 0 0　　　　　　経常外収益計

   　　 （２）　経常外費用

0 0 0　　　　　　経常外費用計

0 0 0　　    　　 当期経常外増減額
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一般社団法人　三重県鍼灸師会

 令和 02年度 収支予算書 
#Name?

前年度予算額 増減額

（単位：円）

令和 02年04月01日から 令和 03年03月31日まで

科　　　　　目 予算額 備考

収支予算書に係る注記

１．投資活動および財務活動に関する見込み

前年度予算額 増減額科　　　　　目 予算額 備考

【　投資活動収支の部  】

　  投資活動収入   

0 0 0　　　　投資活動収入計

　   投資活動支出   

　　　　特定資産取得支出 150,000 150,000 0

         減価償却引当資産取得支出 50,000 50,000 0

         周年記念事業積立資産取得支出 50,000 50,000 0

         会館修繕積立資産取得支出 50,000 50,000 0

150,000 150,000 0　　　　投資活動支出計

△150,000 △150,000 0　　　 投資活動収支差額

△161,000 △263,000 102,000　　　　　　当期一般正味財産増減額

23,505,231

　　　　　　一般正味財産期首残高 23,152,047 23,768,231 △616,184

　　　　　　一般正味財産期末残高 22,991,047 △514,184

 Ⅳ  正味財産期末残高 22,991,047 23,505,231 △514,184
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A 会員 B１ 会員 B２ 会員 B３ 会員　

1.開業　2.勤務　 3出張
（日鍼会加入）

A会員の家族・勤務
（日鍼会加入）

A会員の家族・勤務
（日鍼会未加入）

A会員で病気療養中のた
め施術ができない場合ま
たはA会員で鍼灸施術を業
としていない場合等（日鍼
会未加入）

三重県鍼灸師会 25,000 13,000 13,000 13,000

療養費取扱定率会費

入　会　金

支部会費

本会各種案内状
送付・ML登録会員送

信

意見交換会

療養費取扱説明会

専門領域研修制度
生涯研修制度認定

研修会ビデオ・DVD貸出
研修会資料

広報誌・会報
各種パンフレット

ホームページ掲載
ホームページリンク

日本鍼灸師会鍼灸ネット
日本鍼灸新報

日鍼会保障プラン
日鍼会ポスター

総合福祉団体保険料
（本会年会費に含む）

加入
（２月更新・費用別途）

国民年金基金

（公社）日鍼会 会費 A 会員 B１ 会員 B２ 会員 B３ 会員　

年会費 15,000 15,000

加入（死亡・高度障害に対して補償３０万円）
（但し：７０歳６ヵ月まで加入可。７５歳まで更新※年齢により金額差あり。）

開設者の保険で対応可能
（※注意：個人への訴訟費用は対象外）

契約は3,700円～9,190円/1年

　　　　　　　　　　　　　　加入可　　（任意）

学術研修会受講料
（研修会ごとに集金）

研修等助成制度

事故賠償責任保険
（全員加入が原則）

　　　　　　　　　　　　　 日本鍼灸師会会員のみ（無料）
日本鍼灸師会から送付 なし

日鍼会HP会員限定ページからダウンロード なし

DSAM　災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会
(公社) 日本鍼灸師会医療連携研修講座

　　　　　　　　　　発行ごとに送付　　（ B1・B２会員はA会員に同封 ）
　　　　　　　　　　　　　 配布　（追加希望者は有料）
                           無料  （施術所名を掲載）
　　　　　　　　　　　　　 会員作成データはリンク可能

　　　　　　　　　　あり  （研修会規定単位取得者）
　　　　　　　　　　　　　　無料　　（送料は会員負担）　

　 無料　（研修会欠席者は有料）
JIMTEF災害医療研修 なし

　　　　　　　　　　　　　 加入可  （任意） 加入不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　負担金あり（総会・新年または年末研修会開催時等）

会員¥２,000 (会員家族・従業員1人¥２,000)     会員外¥４,000

会員¥2,000 （研修会により例外あり ）   

研修鍼灸師\2,000・学生部員\1,000・会員外\４,000
一般学生\2,000（研修会により例外あり）

日本鍼灸師会・認定 認定は日鍼会入会が条件

なし
なし

令和２年度　年会費等内訳　（令和2年5月24日総会）

     年　会　費

月末締め申請総額の３％・自賠責は１％（提出時に支払う）

　  入会時費用

20,000

各 支 部 の 規 定 に よ る

内　　　　　　　　　容

送付（B1・B2会員はA会員に同封）・ML登録会員送信
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2020.3.31現在

氏   名 支部名 氏   名 支部名
太田　誓子 桑名・いなべ支部 服部　憲嗣 伊賀・名張支部
岡田　賢 桑名・いなべ支部 岸田 美由紀 伊賀・名張支部

久保　喜弘 桑名・いなべ支部 末永　伸吾 伊賀・名張支部
倉田　英幸 桑名・いなべ支部 瀧本　一 伊賀・名張支部
柴田　佳幸 桑名・いなべ支部 日根野 英則 伊賀・名張支部
辻岡　芳樹 桑名・いなべ支部 福岡　啓考 伊賀・名張支部
藤田　直美 桑名・いなべ支部 福岡　保延 伊賀・名張支部
堀田 三華子 桑名・いなべ支部 船田　裕子 伊賀・名張支部
松久　榮治 桑名・いなべ支部 森　香り 伊賀・名張支部
松久　幸司 桑名・いなべ支部 森　百合子 伊賀・名張支部
松久　正美 桑名・いなべ支部 伊勢谷 直子 津支部
柳川　春男 桑名・いなべ支部 鏡味　輝行 津支部
山崎　俊博 桑名・いなべ支部 川内　栄二 津支部
天野　治 四日市支部 倉田 あかね 津支部

天野　光暢 四日市支部 後藤　雅司 津支部
一見　隆彦 四日市支部 田中　利彦 津支部
伊藤 久美子 四日市支部 桝田　忠正 津支部
伊藤　昌幸 四日市支部 宮原　大輔 津支部
伊藤　由利 四日市支部 森田　輔 津支部
伊藤　良 四日市支部 王　平 津支部

太田　晴男 四日市支部 矢谷　淑絵 津支部
大矢 由喜夫 四日市支部 山口 阿佳里 津支部
岡　由香 四日市支部 五島　清貴 松阪支部

奥田　一道 四日市支部 新谷　有紀 松阪支部
倉岡 了子 四日市支部 鈴木　由香 松阪支部
倉谷　宗守 四日市支部 高畑　和弘 松阪支部
笹尾　佑輔 四日市支部 寺田　喜和 松阪支部
笹原　佳織 四日市支部 成瀬 真一郎 松阪支部
鈴木　和生 四日市支部 井阪　正昭 伊勢・鳥羽支部
竹田　博文 四日市支部 小川　剛生 伊勢・鳥羽支部
谷本　豊子 四日市支部 奥山　敬太 伊勢・鳥羽支部
仲野　弥和 四日市支部 小倉　智秀 伊勢・鳥羽支部
仲野　仁裕 四日市支部 五嶋　博海 伊勢・鳥羽支部
中村　修 四日市支部 島田　力弥 伊勢・鳥羽支部

中村　勝彦 四日市支部 堤　綾子 伊勢・鳥羽支部
仲家　栄一 四日市支部 出口 多賀司 伊勢・鳥羽支部
萩原　康生 四日市支部 中嶋　知仙 伊勢・鳥羽支部
藤田　武俊 四日市支部 東　淳子 伊勢・鳥羽支部
堀　宏行 四日市支部 平谷　太成 伊勢・鳥羽支部

本間　信海 四日市支部 松山 真理子 伊勢・鳥羽支部
丸山　源司 四日市支部 山口　勲 伊勢・鳥羽支部
宮脇　太朗 四日市支部 山本 健太郎 伊勢・鳥羽支部
山根　早織 四日市支部 糸川　豊子 尾鷲・熊野支部
岩本　美香 鈴鹿・亀山支部 世古　星美 尾鷲・熊野支部
加藤 はる美 鈴鹿・亀山支部 辻本　恭孝 尾鷲・熊野支部
河村 いさよ 鈴鹿・亀山支部 野中　祐史 尾鷲・熊野支部
楠原　秀一 鈴鹿・亀山支部 赤井　康紀 東京都
杉本　崇子 鈴鹿・亀山支部
鈴木　聡 鈴鹿・亀山支部

坪田　信司 鈴鹿・亀山支部

                                                 会員名簿
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ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ２０２０ ２０２１
■令和２年度学術研修会 （公益財団法人東洋療法研修試験財団生涯研修会 単位認定研修会）

※今年度の研修会は下記の予定で（公財）東洋療法研修試験財団生涯研修会への申請準備を進めていましたが、

新型コロナウイルス感染予防対策のため、すべてにおいて中止や延期となる場合があることをご理解ください。

研修回数 日程 ・ 会場 演題 ・ 講師

第１回 ５月２４日開催を延期
最新の保険に関する周知事項（仮題）

（一社）三重県鍼灸師会業務執行理事 天野 治 先生

第２回
７／１９（日）

（三重県鍼灸会館）

運動と体温調節・水分補給について

三重県立看護大学看護学部 教授 大西範和 先生

第３回
９／ ３（日）

（三重県鍼灸会館）

フルマラソンサポートに必要な基礎知識について（仮題）

呉竹学園東洋医学臨床研究所 所長 金子泰久 先生

第４回
１０／２５（日）

（愛知県鍼灸マ師会館）

第 ４回三県（三重・岐阜・愛知）合同鍼灸研修会

刺鍼基礎技術について（仮）

第５回
１／２４（日）

（三重県鍼灸会館）

鍼灸臨床における最新知見（予定）

講師（未定）

■令和２年度普及啓発活動予定

事業内容 日程 内容 ・ 会場

スポーツ① １２月 ２０ 中日三重お伊勢さんマラソン ケア活動（三重県営サンアリーナ）

スポーツ② ２月 みえ松阪マラソン大会 ケア活動（松阪市総合運動公園）

スポーツ③ １２月 第１６回津シティマラソン大会 ケア活動（サオリーナ）

スポーツ④ １ 月 第１５回名張青蓮寺湖駅伝競走大会 ケア活動（名張青蓮寺湖左岸駐車場）

健康フェスタ① １１月 第１５回子育て応援！わくわくフェスタ 健康相談（三重県総合文化センター）

■令和２年度青年スキルアップ予定

研修回数 日程 内容 ・ 会場

スキルアップ① １１月（予定） 「腰痛の鍼灸治療に関する意見交流会（仮）」（三重県鍼灸会館）

 

 

第６９回（公社）全日本鍼灸学会学術大会 京都大会

テーマ ： 『未来の鍼灸を創造する』～鍼灸×（医療・健康）のその先？～

日 時 ： 令和２年９月１１日（金）～１３日（日）

会 場 ： 国立京都国際会館 京都市左京区宝ヶ池 ☎

第５４回三県（三重・岐阜・愛知）合同鍼灸研修会

テーマ ： 刺鍼基礎技術について（仮題）

日 時 ： 令和２年１０月２５日（日）

会 場 ： 愛知県鍼灸マッサージ師会館 （愛知県名古屋市中川区柳川町 − ☎ ）

（公社）日本鍼灸師会 第１６回全国大会 東京

日 時 ： 令和２年１２月５日（土）～６日（日）

会 場 ： 会 場 ： 帝京平成大学 （東京都豊島区東池袋２‐５１‐４ ☎０３ ５８４３ ３１１１）

第３回災害支援鍼灸師・マッサージ師合同育成講習会

日 時 ： 令和２年１２月１３日（日） （予定）

会 場 ： 四国医療専門学校（香川県宇多津町浜五番丁 ☎ ‐ ‐ ）（予定）
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一般社団法人三重県鍼灸師会

〒５１４－０００４ 三重県津市栄町２丁目３２５番地

三重県鍼灸会館

ＴＥＬ ０５９－２２７－３３４５

ＦＡＸ ０５９－２２６－３２２１

ｈｔｔｐ： ／／ｍｉｅ．ｈａｒｉｋｙｕ．ｏｒ．ｊｐ
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