平成２５年４月吉日
福井地区柔道整復師会
会長 佐々木 西盛

福井地区柔整広報
第１１４号
☆平成２
☆平成２５年度 第１回幹事会報告☆

平成２５年４月２４日(水)に第 1 回福井地区柔道整復師会幹事会が午後８時３０分より
柔整会館３階会議室にて開催されました。佐々木西盛会長挨拶・社団及び組合理事会報告
(宝鏡連絡委員より報告がありました。詳細については社団広報をご覧ください)の後、岡
倉総務部長の議長により、以下について審議されました。

審議内容
【平成２４年度事業報告・決算報告・監査報告について】
平成２４年度事業報告・決算報告・監査報告について審議され了承されました。
【平成２５年度事業計画(案)・予算(案)について】
平成２５年度事業計画(案)・予算(案)について審議され了承されました。
【通常総会について】
平成２５年度福井地区通常総会は６月２９日(土)に福井パレスホテルにて午後４時
より総会・午後５時より懇親会開催。との提案があり了承されました。
【地区研修会について】
今年度の地区研修会は福井パレスホテルにて８月１８日(土)の午後から学術発表
会・保険講習会・懇親会を開催したい。との提案があり了承されました。

各部報告
経

理

部：山本(嘉)経理部長より４月１１日の部長会議時に各部運営の為の一時金
を支給させて頂きました。との報告がありました。
事 業 部：青木事業部長より今年度のソフトボール大会の案内と地区研修会の案内
を６月の送金通知書に同封します。ソフトボール早朝練習は８月７日、
２１日、２８日（水）に開催いたします。練習会場は板垣中央公園・開
始時間は５時４５分（雨天中止）。又、大会は福井地区主管にて９月１日
(日)に坂井グランドで開催を予定しています。との報告がありました。
学 術 部：宇野学術部長より福井地区研修会開催日である８月１８日(土)に学術研修
会を行う予定です。演題は「柔道整復師のおかれている立場」で富山県
の酒井整骨院 酒井重一先生です。との報告がありました。
保 険 部：玉谷保険部長より８月１８日(土)に行われる学術研修会終了後に保険講
習会を開催予定しています。講習会の内容については只今検討中です。
との報告がありました。
広 報 部：林広報部長より毎月第４木曜日(状況により変動あり。詳しい日時はホ
ームページをご覧下さい)にホームページの更新を行っています。各部の
活動内容を広報部の活動日までに報告して頂ければホームページ上に掲
載させて頂きます。との報告がありました。
活路開拓部：佐々木(誠)活路開拓部長より４月２１日（日）福井県高等学校柔道練成
大会の救護に参加して参りました。５月に開催された県のママさんバレ
ーの救護活動を各会員にＦＡＸで連絡させて頂きましたが参加希望の返
事はありませんでした。これからも活路開拓に関する皆さんの温かいご
協力ご参加をお待ちしています。との報告がありました。
活路開拓および救護活動の参加は自由です。皆様の参加をお待ちしてお
ります。(会場等詳しいことは活路開拓部
活路開拓部 佐々木(
佐々木(誠)部長までお問い合
部長
わせ下さい。）
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介護保険部：野村介護保険部長より３月２７日に介護研修会を行いました。との報告
がありました。(毎月最終水曜日 20：30 から会館で介護保険研修会を開
催しています。資格の有無に関わらず、多くの参加をお待ちしています)
総 務 部：岡倉総務部長より３月に配布させて頂いた福井地区の緊急連絡表の一部
に誤りがありましたので、訂正をお願いします。
酒野吉央会員のＦＡＸ番号
ＦＡＸ番号は
酒野吉央
ＦＡＸ番号
【誤】０７７６－３０－７６１１→【正
０７７６－３０－７６１１→【正】０７７６－３０－７６１０
ヘの変更をお願いします。との報告がありました。

【その他】
その他】

【新会員のお知らせ
新会員のお知らせ】
らせ】
野川 浩毅 先生（会員番号 274）
平成 25 年 4 月 1 日入会
施術所名 のがわ整骨院
〒910-0133
住所 福井市森田新保町 7-1
電話番号 0776-76-2402
ＦＡＸ
同上

【施術所変更会員のお知らせ】
田所 崇 会員（会員番号 278）
変更前住所
変更後住所
わくわく整骨院
丸山整骨院
福井市成和１丁目１９０２
福井市丸山 1 丁目 1002
FAX 020－4662－1187
電話/FAX 0776-54-8602

【お知らせ】
☆会員皆様も耳よりな情報などがありましたら広報
広報部
広報部あてに投稿･ご連絡ください☆
≪広報誌はホームページ会員サイトからもご覧になれます≫
ホームページアドレス
http://www3.fctv.ne.jp/~judo/
※注
福井地区ホームページ内の『会員専用サイト』へのアクセスには“パスワード”が必要に
なります。
「閲覧したいがパスワードが分からない」等でアクセス出来ない会員の方は、お手数です
が広報部員までご連絡ください。
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【新役員あいさつ】
《会

長》

佐々木 西盛

会員の皆様には、本会事業に対しまして、平素多大なるご協力を頂きありがとうご
ざいます。この度の役員改選で、再び会長にご推挙頂き、改めて重責を感じておりま
す。
さて、業界内・外ともに非常に厳しい環境の下、福井県柔道整復師会は４月１日よ
り公益社団法人としてスタートいたしました。福井地区役員といたしましても、役員
一丸となって職務に邁進し、この難局に立ち向かって行く所存であります。昨年は、
会員皆様のご協力を頂き、本会事業に対しましてのアンケート調査を行わせて頂きま
した。貴重なご意見、ありがとうございました。これからも、会員皆様のご意見を聞
きながら、会員のためのよりよい事業を行って行きたいと思いますので、何卒、温か
いご指導、ご支援心よりお願い申し上げます。

《副 会 長》

山中 利美

この度の、役員改選にて前回に引き続き副会長に命ぜられ、身の引き締まる思いで
一杯です。佐々木会長をしっかりと補佐し、また、会員とのパイプ役に気を配りなが
ら、会務を務めてまいります。
さて、4 月 1 日より公益社団法人福井県柔道整復師会がスタートしました。
公益社団法人の認定を得た事による一番の大きなメリットは何か？
ここでは詳細は省きますが、我々、柔道整復師の「受領委任」の制度は、一体誰のた
めにあるのか！公益社団法人がスタートした今こそ、その原点をしっかりと一人一人
が考え直す時期にきていると思います。
また、福井地区では昨年行いましたアンケート調査を踏まえ、会の運営を役員全員で
組織として何をすべきなのかをしっかりと考え、会員皆様のための事業を実行してい
かなければと思いますので、何卒、会員皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

《副 会 長》

堂前 泰彦

日整が発行している「柔道整復療養費の手引き（柔整師必携）」を読まれたことはあ
りますか。
と言いながら、私も２年前までは真面目に読んだことはありませんでしたが、療養費
申請に「昔はこうだった。
「昔はこうだった。」などとは通用しないとの思いから、目を通すようになりま
」
した。くれぐれも昔話の情報には注意
昔話の情報には注意しましょう。
昔話の情報には注意
「古い習慣を捨て、襟を正して行動することと新しい業務形態を取り入れることが
沈没を免れる唯一の方法だろう。」と組合の事業報告で書きましたが、様々な広告が見
られるようになりました。整骨・整骨院の看板下
整骨・整骨院の看板下だから
整骨・整骨院の看板下だから、法による広告規制
だから、法による広告規制がありま
、法による広告規制
す。広告方法には注意
広告方法には注意しましょう。
広告方法には注意
前段の解決には、会員間の意見交換が必要と考えています。私自身は、顔も怖くて口
も悪いですが、様々なご相談やご意見をお待ちしております。一緒に答えを見つけま
しょう。

《総 務 部》

岡倉 稔浩

このたびの役員改選で総務部長に再任されました岡倉です。部員は前回総務部経験
の酒野吉央
酒野吉央会員が留任、新たに前活路開拓部長の山本幸雄
山本幸雄会員に入って頂きました。
酒野吉央
山本幸雄
総務は地区総会・懇親会の準備運営、幹事会準備他、どの部にも属さない事業を担
うことが主な仕事です。タイプの違う部員３人が適材適所で役割を果たし、会のため
に貢献できるよう責務につきたいと考えています。

《経 理 部》

山本 嘉久

今期、佐々木西盛会長より再度、経理部長に命じられました山本嘉久です。
笠嶋弘治先生と共に２年間福井地区の経理業務に邁進していきますので、
笠嶋弘治
会員皆様のご指導ご鞭撻、ご協力の程宜しくお願い致します。
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《事 業 部》

青木 鉄典

この度の役員改正で引き続き事業部長をやらせて頂く事になりました、事業内容の
見直し等の課題が山積みですが、部員の春日正剛
春日正剛先生、林正樹
林正樹先生、阿部嘉徳
阿部嘉徳先生の
春日正剛
林正樹
阿部嘉徳
協力を得て、会員の皆様に楽しんでいただけるように事業部一同、精一杯頑張ってい
きたと思いますのでご指導、御鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

《学 術 部》

宇野 哲夫

このたび学術部長をさせていただくことになりました宇野哲夫です。思いがけない
ことで、とてもこのような大任を果たせるか不安ではありますが、田所崇
田所崇先生と三上
三上
田所崇
貴宏先生に支えていただき、少しでも会員のみなさまのプラスになるような事業を実
貴宏
施したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

《保 健 部》

玉谷 和仁

この度、佐々木会長より保健部長を任命されました玉谷和仁です。
大変微力ですが宝鏡隆志
宝鏡隆志先生
共々、皆様と共に厳しい保健情勢を乗り切りたいと思い
宝鏡隆志
ます。
会員の皆様の色々な意見も参考にしたいと思っておりますので、よろしくお願いいた
します。

《活路開拓部》
活路開拓部》

佐々木 誠

会員の皆様には救護活動等に、いつも御協力いただき、ありがとうございます。
今期、活路開拓部長に任命されました佐々木誠です。
中荒江督先生・樫原康二
樫原康二先生・牧野孝之
牧野孝之先生・吉田晋也
吉田晋也先生と共に、力を合わせて頑
中荒江督
樫原康二
牧野孝之
吉田晋也
張って行きたいと思っています。
どうか御指導、御鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

《介護保険部》
介護保険部》

野村 勝也

このたび、介護保険部長になりました野村勝也です。
まだまだ未熟ではありますが、為澤則幸
為澤則幸先生と、精一杯頑張りますので、
為澤則幸
会員様の暖かい御指導御鞭撻宜しくお願いします。

《広 報 部》

林 欣樹

今年度より広報部長を仰せつかりました。
堂前泰彦副会長(兼・広報部員)・増田伊公央
増田伊公央先生・田辺知哉
田辺知哉先生
共々、微力ではござ
堂前泰彦
増田伊公央
田辺知哉
いますが広報部として会員の皆様のためになる情報発信を行って参りたいと思います。
部長として新人ではありますが、会員皆様の 御指導・御鞭撻・御協力の程、宜しくお
願いいたします。
連絡先： e-mail judo@mx3.fctv.ne.jp

【趣味交流】
広報誌・ホームページを通じ、会員同士のプライベートな趣味での交流をご紹介して
いきます。
仲の良い会員同士で「こんな趣味で楽しんでいる」というネタを募集しています。
また、
「私はこの様な趣味を持っているので会員の方で興味のある方はいませんか？」
と言うような“仲間募集”なども受け付けております。
会員同士、趣味を通じて交流を深めましょう。
お気軽に広報部までご連絡ください。
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