
平成 27 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。 

 

(4) 厚生労働大臣免許保有証発行業務 

  (公社)東洋療法研修試験財団とあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等法

推進協議会構成団体による「同国家免許の有無を知らしめると共に保有証の所持

を募る事業」に協力し、県民に対して安全かつ良質の施術の提供を行う。 

  

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 7回 共催で年 4回開催する。 

 ◎本会主催定期講習会   

・4月 26日(日)       午前 10時～12時 



第１回定期学術講習会(砺波支部)  砺波市出町子供歌舞伎曳山会館 

講師：砺波総合病院東洋医学科 古谷陽一先生 

演題：砺波総合病院東洋医学科の院内他科連携と病鍼連携の可能性 

 

 

・6 月 28 日(日)            午後１3：3０～１5：45 

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 帝京大学非常勤講師・朝日山治療室院長 朝日山 一男氏 

内容 富山マラソン大会に向けての鍼灸マッサージ 

 

・９月 6 日（日）            午後１3：3０～１5：45 

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 帝京大学非常勤講師・朝日山治療室院長 朝日山 一男氏 

内容 富山マラソン大会に向けての鍼灸マッサージ 

  

・10月 11日(日)       午後 1時 30分 

第４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：未定 

  演題：未定 

 

・11月 22日(日)        午後 2時 

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   

演題：未定 

 

・平成 28年 02月 07日（日）    午後 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：未定  

演題：未定 

      

3月 6日(日)         午後 1時 30分 

第 7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：未定 

演題：未定 

  

◎共催講習会 

・05月 10日（日）       午後 1：30～16：00 

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：長谷川尚哉先生 



演題：吸角講座 

 

・08月 30日（日）スキルアップセミナー 午後 13：30～16：00 

富山鍼灸学会講習会講習会  (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 

 

・12月 20日（日）       午後 13：30～16：00 

全日本鍼灸学会中部支部 A 講座（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 

 

 ・平成 28年 03月 20日（日）  午後 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：戸ヶ﨑正男先生  

演題：任脈治療  

 

（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 5月 22日(金)～5月 24日(日)    福島県 

(公社)全日本鍼灸マッサージ師会全国大会 10月 25日(日)～26日(月) 愛知県 

 

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 07日(日) ・10月 04日(日)   氷見支部 

  介護施設等  06月 07日(日) ・10月 04日(日)   射水支部 

スポーツ施設 09月 21日(祝月)           高岡総合プール 

  福祉施設   11月 07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 9月 12日(土)～13日(日) 

朝日町文化体育センター 

 ・富山マラソン 医療班ボランテジア    10月 31日(土)～11月 1日(日) 

                        高岡 射水 富山 3会場 

 

（3）県民を対象の公開講座を年 1回開催する。 

  第 6 回県民公開講座 



日 時 平成 27 年 9 月 27 日（日）14：００～15：30  

場  所 サンシップとやま 

講  師 高雄病院理事長 江部 康二氏 

内  容 糖質制限で健康に（仮） 

 

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 27 年 5 月 17 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 27 年 4 月 19 日(日) ・9 月 27 日(日) ・12 月 13 日(日) 

    平成 28 年 3 月 21 日(祝月)   

 

（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 27 年 6 月 28 日(日)・10 月 11 日(日)   

平成 28 年 1 月 24 日(日)・03 月 06 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 27 年 4 月 19 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 27 年 4 月 05 日(日)    

 

（6）選挙管理委員会開催      (公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館 

   平成 27 年 4 月 05 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 

 

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定時総会への出席      05 月 24 日(日） 

（2）(公社)全日本鍼灸マッサージ師会北陸地区会議への参加    07 月 12 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 25 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 08 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 28 年 1 月 24 日(日) パレブラン高志会館 


