
平成２６年度(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 事業計画案 
事業の骨格 
鍼灸マッサージの普及・啓発及び奉仕活動や講習会の実施、また鍼灸マッサージ師の

資質向上を図り、県民の健康と福祉の向上に寄与する事業を行う。 

１、鍼灸マッサージの普及・啓発に関する事業 

(1) 広報誌の発行及び配布（年２回） 
  広報誌は、一般の方にわかりやすく、会員をはじめ医療・介護従事者、一般の方 

に配布する。本会からの情報発信と鍼灸マッサージの安心安全の施術と施術効果 
と施術所の衛生管理の進歩などを啓発する。 

(2) ホームページの活用 
  ホームページによる本会の詳細な活動や決算報告の情報公開や、施術に関する詳 

細な情報公開で鍼灸マッサージ施術の安心安全効果に対する県民の理解を深め施 
術の普及啓発を図る。 

(3) ポスター、パンフレットの作成と配布 
県民公開講座や鍼灸マッサージ無料健康相談、スポーツボランティア、介護施設 
のボランティアなどにポスターやパンフレットを作成し鍼灸マッサージの施術効 
果に対する理解を深めてもらう、又、安心安全を県民にアピールするため本会の 
ロゴマークを印刷物に使用すると共に、施術所に貼ポスター門標を作成し鍼灸マ 
ッサージの普及に努める。 
 

2、鍼灸マッサージ師の資質向上に関する事業 

生涯研修会事業 

   東洋療法試験財団主催の生涯研修で学術講習会などの学術や実技を通じ県内外 

の施術者に呼び掛け技術や知識を高め施術者の質を向上させる。 

（1）本会主催として、年 8回 共催で年 4回開催する。 

◎本会主催定期講習会   

・4 月 13 日(日)      

  第１回定期学術講習会(砺波支部)  砺波市文化センター 

   講師：砺波総合病院の整形外科主任部長 髙木 泰孝 

   演題：未定 

・6月 22 日（日）  13：30～15：30 

第 2 回定期学術講習会     (公社)富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 

講師：福島県立医科大学 会津医療センター准教授 鈴木 雅雄 

演題：「臨床推論」 

・9月 07 日（日）  10：00～15：00 

第 3 回定期学術講習会     (公社)富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 



講師：医療面接に学ぶ会 山口 功・小出 良子   

演題： 「医療面接中級編・上級編少しと臨床推論」 

・10 月 26 日（日）13：30～16：00 

第 4 回定期学術講習会（富山支部）(公社)富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 

  講師：未定  演題：未定 

・11 月 24 日（日）13：30～16：00 

第 5 回定期学術講習会（高岡支部）  高岡市ふれあい福祉センター 

講師 高岡市医師会より派遣  講師：未定  演題：未定 

・02 月 08 日（日）13：30～16：00 

第 6 回定期学術講習会（高岡支部）  高岡市ふれあい福祉センター 

講師 高岡市医師会より派遣  講師：未定  演題：未定 

・03 月 01 日（日）   13：30～15：30 

第 7 回定期学術講習会     (公社)富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 

講師：サノクリニック院長 川口 正一   

演題：泌尿器科（ＥＤ等） 

・03 月 21 日（土・祝）  13：30～16：00 

第 8 回定期学術講習会（青年部）(公社)富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 

講師：未定 演題：未定 

 

 ◎共催講習会 

 ・04 月 20 日（日）13：30～16：00 

富山鍼灸学会講習会      (公社)富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 

講師：未定  演題：未定 

 ・08 月 03 日（日）13：30～16：00 

全日本鍼灸学会中部支部講習会 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 

講師：未定   演題：未定 

・11 月 9 日（日）13：30～16：00 

富山鍼灸学会講習会     （公社）富山県鍼灸マッサージ師会館３階ホール 

講師：未定  演題：未定 

 ・03 月 21 日（土・祝）13：30～16：00 

富山鍼灸学会講習会 （国際会議場 会議室） 

講師：未定  演題：未定 

 

（2）関係団体主催の研修会への参加案内 

  関係団体の学会、研修会開催の案内、参加を促す。 

  (公社)全日本鍼灸学会学術大会 05 月 16 日(金)～05 月 18 日(日)    愛媛県 

(公社)全日本鍼灸マッサージ師会全国大会 10 月 19 日(日)～20 日(月) 岡山県 

 



３、奉仕活動や公開講座の実施に関する事業 

（1）県民へボランティア施術の実施 

  本会主催の施術ボランティアを年７回程度開催。 

  介護施設等  06 月 8 日(日) ・10 月 05 日(日)   氷見支部 

  介護施設等  06 月 8 日(日) ・10 月 05 日(日)   射水支部 

自治体の施設 06 月 15 日(日)・11 月 09 日(日)   国際健康プラザ 

福祉施設   09 月 15 日(日)           高岡総合プール 

         11 月 29 日(土)           高岡ふれあいセンター 

（2）スポーツ大会におけるボランティア施術の実施 

ビーチボール全国大会ボランティア 09 月 13 日(土)～14 日(日) 

朝日町文化体育センター 

（3）県民を対象の公開講座を年 1回開催する。 

  県民公開講座 09 月 21 日(日)        ＣＩＣビル５階いきいきＫＡＮ 

 

４、諸会議の開催及び運営に関する事業 

（1）定時総会の開催       (公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館 
平成 26 年 5 月 11 日(日)    

（2）理事会議の開催(4 回)     (公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館 
平成 26 年 04 月 27 日(日)・09 月 21 日(日)・12 月 14 日(日) 

    平成 27 年 03 月 22 日(日)   
（3）業務執行理事会の開催(4 回)  (公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館 1 階 

平成 26 年 04 月 06 日(日)・11 月 07 日(金)   
平成 27 年 01 月 25 日(日)・03 月 01 日(日)  

（4）理事・支部長会議の開催(1 回)  (公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館 
   平成 26 年 04 月 27 日(日)      
（5）監査会の開催         (公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館 

 平成 26 年 04 月 06 日(日)    
 

５、財務執行と財産管理に関する事業 

（1）予算の編成、執行並びに決算に関すること 
（2）部品の調達、処分及び財産管理に関すること 

会館 3 階クロス張替え工事 
 
 
 



６、対外活動に関する事業 

（1）(公社)全日本鍼灸マッサージ師会通常代議員会への出席    05 月 25 日(日） 
（2）(公社)全日本鍼灸マッサージ師会北陸ブロック会議への参加  07 月 13 日(日) 
（3）(公社)全日本鍼灸マッサージ師会諸行事及び全国大会への参加 10 月 19 日(日) 
（4）(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 師会長会議への出席    11 月 09 日(日） 
（5）鍼灸関連団体の会議・行事への参加 
 

7、会員の福利厚生に関する事業 

 新春祝賀パーティーの開催（保険師会・連盟合同） 
平成 27 年 01 月 25 日(日) パレブラン高志会館 


