
平成 26 年度(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 事業報告 

平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日 

     【１】会務報告 

４月 ６日(日) 会計監査実施。中野会長、吉田財務部長、室山、奥野両監事が出席。 

４月 13 日(日) 第１回定期学術講習会(砺波支部) 午前 10 時～12 時 講演をネット配

信 受講者 20 名 

       会場：砺波市出町子供歌舞伎曳山会館 

       講師：市立砺波総合病院整形外科主任部長 高木泰孝先生 

       演題：腰痛症と椎間板ヘルニア及び脊柱管狭窄症の最新事情 

          ―診断から治療まで― 

４月 15 日(火) 金谷事業部長が県庁内「富山マラソン実行委員会」事務局の前原競技課

長を訪ね、大会概要、及びボランティア参加の件で面談。 

４月 18 日(金) 中野会長、吉田財務部長、寺崎参与が富山市役所を訪問、固定資産税等

の減免の件で面談。 富山市回答：固定資産による収益事業（賃貸、学

会等の会場使用料など）があれば、その固定資産に減免はできない。 

４月 20 日(日) 臨時業務執行理事会議開催 

４月 20 日(日) 富山鍼灸学会学術講習会 受講者 34 名(会員 24 名､他 10 名) ネット配

信 

        午前 10 時 30 分～12 時、13 時 30 分～15 時 45 分 

       講師：明治国際医療大学助教 中島美和先生 

       演題：頚・上肢部の刺鍼について  

       参加費 ：2000 円(富山鍼灸学会員)、6000 円（その他）、学生無料 

４月 20 日(日) 中新川支部・松井吉則氏の御尊父通夜が「セレモニーホール立山」にお

いて営まれ、会員多数参列。 

４月 26 日(土) 会館３階ホールのクロス張替工事終了。 

４月 27 日(日) 第１回理事会議、及び支部長会議開催。 

５月 11 日(日) 午後１時 30 分 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会定時総会 

５月 16 日(金) 寺崎参与が第４回県民公開講座の後援依頼と補助金申請を県庁へ提出。 

       (26 日、補助金交付の通知が県から届く。) 

５月 16 日(金)～18 日(日) 第 63 回(公社)全日本鍼灸学会学術大会(愛媛県) ４名出席

 （津田昌樹、北虎哲、岩田元一、小川和美） 

５月 25 日(日)～26 日(月) 中野、宮西正副会長が全鍼会定時総会に出席。 

５月 27 日(火) 河合学術部長が北日本新聞社を訪問、県民公開講座の後援名義許可申請 

       （５月 30 日、後援名義使用許可の通知が届く） 

５月 28 日(水) 吉田財務部長、寺崎参与が県医務課を訪問、定款変更等により変更認定

申請の指示を受ける。 13 時～ 



    同日 吉田財務部長、寺崎参与が飛見税理士事務所を訪問、会計上の改善点の

指導をいただく。 14 時 30 分～ 

６月 ２日(月) 寺崎参与が平成 25 年度事業報告等を県庁へ電子申請。 

６月 ８日(日) 射水支部マッサージボランティア実施。 午前９時 30 分～11 時 30 分 

       会場：射水市特別養護老人ホーム「太閤の杜」 受療者 18 名、 

施術者５名（湊憲章、海内偉佐緒、北村鏡治、加部修、岡田祐一） 

６月 ８日(日) 氷見支部マッサージボランティア実施。 午前 10 時～11 時 30 分 

       会場：特別養護老人ホーム「つまま園」 受療者 13 名、 

施術者４名（森利治、堂田智惠美、澤田勝芳、澤田真由美） 

６月 ９日(月) 北青年部長が無免許者対策用広報マスクの電子入稿、及び注文を完了。 

６月 22 日(日) 第１回業務執行理事会議 午前 10 時 

６月 22 日(日) 第２回定期学術講習会 受講者 27 名(会員 26 名)午後 1 時 30 分 ネッ

ト配信 

       講師：福島県立医科大学会津医療センター准教授 鈴木雅雄先生 

       演題：「あ！もしかして間違ってたの？日常診療における落とし穴と対

策（臨床推論編）」 

６月 23 日(月) 無免許者対策用広報マスク完成品が届く。 

６月 25 日(水) 寺崎参与が平成 26 年経済センサス基礎調査表の回答をｵﾝﾗｲﾝで提出。 

６月 29 日(日) 富山県国際健康プラザにおいて鍼灸マッサージ無料相談会実施。 

       受療者数 12 名、施術者６名(小川和美、北虎哲、林博司、井波潔、山田

和成、金谷樹夫) 

７月 ５日(土)～６日(日) 清水参与が東京で開催された(公社)全日本鍼灸マッサージ師

会「協同組合研修会」に出席。 

７月 ７日(月) 県師会会報 133 号発行 

７月 10 日(木) 寺崎参与が公益法人変更認定を県庁へ電子申請。 

    同日 県民公開講座のポストカードとポスター完成、事務所に届く。 

７月 13 日(日) 中野会長、羽馬相談役、北理事が全鍼会北陸地区会議（福井県）に出席。 

７月 21 日(月) 日鍼会の仲野会長が来県、中野会長、羽馬相談役、河合、北理事が対応。 

８月 ３日(日) 富山鍼灸学会スキルアップセミナー 受講者 23 名(会員 9 名､外 14 名) 

       講師：東京医療福祉専門学校教員 橋本巌先生 

          馬場回生堂鍼灸療院院長 馬場道啓先生 

       演題：脈診（臨床 6 単位） 午後 10 時 30 分～午後４時 

８月 29 日(金) 寺崎参与が 25 年度事業報告等の修正を県庁へ電子申請。(9/3 受付完了) 

９月 ３日(水) 中野会長が富山県警察本部９階大会議場において開催された「富山県民

だまされんちゃ官民合同会議」に出席。 （午後２時～） 

９月 ７日(日) 第３回定期学術講習会、敬老者記念贈呈式 午前 10 時～午後３時 30 分 

       講師：医療面接に学ぶ会 山口功先生、小出良子先生 

       演題：医療面接中級編と臨床推論 

       受講者 14 名 ネット配信 (臨床 6 単位) 



       敬老者記念贈呈式該当者：４名(昭和 20 年生まれ) 

       市村徳之(富山)、千森信一(富山)、永森正勝(高岡)、小島千鶴子(黒部) 

９月 13 日(土)～14 日(日) 朝日町全国ビーチボール大会ボランティア実施 

       13 日 受療者数 149 名、施術者９名（藤縄則義、脇山勝昭、河合由昭、

 寺崎修、北虎哲、紙義徳、能登明子、室山良博、金谷樹夫） 

       14 日 受療者数 61 名、施術者 10 名（脇山勝昭、佐生秀一、飛弾芳晴、

経塚泰久、北虎哲、上野今日子、平田亨太郎、山田和成、井波潔、金谷

樹夫） 

       二日間 受療者延べ人数 210 名、施術者延べ人数 19 名（実 16 名） 

９月 15 日(月) 第 3 回高岡総合プールマッサージボランティア実施 午前９時～午後４

時 

       富山県高岡総合プールスポーツフェスティバル in2014 

       受療者数 71 名、施術者 10 名（宮西和男、安田庄内、杉野篤史、山口勇、

上坂敏彦、能澤勝宏、松波律子、田口正明、渋谷稔、古沢均） 

９月 21 日(日) 第２回理事会議 午前 10 時～12 時 

９月 21 日(日) 第５回県民公開講座開催 午後２時～３時 30 分 

       会場：富山駅前 CIC ビル５階 いきいき KAN 

       聴講者：81 名（会員 31 名、会員外５０名） 講演をネット配信 

       講師：富山大学人間発達科学部教授 布村忠弘先生 

       演題：「いつまでも快適に動けるために‐自分の身体との対話法‐」 

10 月５日(日) 射水支部マッサージボランティア実施 午前９時 30 分～11 時 30 分 

       場所：特別養護老人ホーム太閤の杜 受療者 19 名、施術者５名（海内偉

佐緒、北村鏡治、加部修、岡田祐一、湊憲章） 

10 月５日(日) 氷見支部マッサージボランティア実施 午前 10 時～11 時 30 分 

       場所：特別養護老人ホームつまま園 受療者 16 名、施術者４名（森利治、

堂田智惠美、澤田勝芳、澤田真由美） 

10 月７日(火) 寺崎参与が飛見税理士事務所を訪問、財務に関して相談。 

10 月９日(木) 砺波支部前支部長の宮崎 覺氏の通夜が南砺市金戸アイカホールにおいて

営まれ会員多数参列。翌日葬儀に中野会長参列。 

10 月 16 日(木) 寺崎参与が平成 25 年事業報告等の再修正を県庁に電子申請。 

10 月 19 日(日)～20 日(月) 第 13 回東洋療法推進大会(岡山県)に河合学術部長出席。 

10 月 26 日(日) 第 4 回定期学術講習会(富山支部) 受講者 32 名(会員 29 名) ﾈｯﾄ配信

 午後 1 時 30 分 

       講師：練馬光が丘病院･傷の治療センター長 夏井睦(なついまこと)先生 

       演題：「糖質制限」 

10 月 27 日(月) 氷見支部・澤田真由美氏の御尊父様の通夜が長野県飯田市にて営まれる。 

11 月 ７日(金) 第２回業務執行理事会議 午後 4 時 

11 月７日(金) 吉田財務部長、寺崎参与が法人県民税、法人市民税、固定資産税の減免

申請確認のため県税事務所及び市役所を訪問。 



11 月８日(土) 高岡支部鍼灸マッサージボランテア(第２回)実施 午前９時～４時 

       場所：高岡市ふれあい福祉センター 受療者 43 名 施術者 14 名 

       宮西和男、杉野篤史、能澤勝宏、安田庄内、山口勇、窪田清、渋谷稔、

田口正明、広瀬豊、松波律子、上坂敏彦、柴田明彦、延野悦子、古沢均。 

11 月９日(日) 中野会長が東京で開かれた全鍼会全国師会長会議に出席。 

11 月９日(日) 全日本鍼灸学会中部支部集会開催 参加者 90 名(県師会員 22 名) 

       午前 10 時～午後４時 30 分 会場：当師会館３階ホール 

11 月 16 日(日) 鍼灸マッサージ無料相談会を富山県国際健康プラザにおいて実施。 

       受療者 13 名、施術者５名(北虎哲、井波潔、林勝彦、藤縄則義、金谷樹

夫) 

11 月 20 日(木) 富山市役所資産税課から資産税減免の調査に来館され、吉田財務部長、

寺崎参与が立会う。 

11 月 23 日(日) 第 5 回定期学術講習会(高岡支部) 午後 2 時 受講者 32 名(会員 28 名) 

       講師：さかい内科クリニック院長 酒井成(おさむ)先生 

       演題：｢在宅医療について｣ 

12 月２日(火) 寺崎参与が公益法人変更認定後の定款と施行規則等を県庁に電子提出。 

12 月 14 日(日) 第３回理事会議 午後 1 時 30 分 

12 月 26 日(金) 富山市資産税課より減免申請が許可されたとの連絡あり。 

－平成 27 年－ 

１月５日(月) 中野、宮西正副会長、羽馬相談役、清水参与が県庁関連部局、及び富山

県医師会、浦崎威顧問弁護士事務所を訪問、年始挨拶を交わす。 

１月７日(水) 中野会長が富山県保険医協会、飛見顧問税理士事務所へ年始挨拶に訪問。 

１月 22 日(木) 県師会会報 134 号発行 

１月 25 日(日) 第３回業務執行理事会議 午後 12 時 30 分～ 

１月 25 日(日) パレブラン高志会館において新春祝賀パーティー開催。 

１月 26 日(月) ハローワークに事務職員の求人募集を提出。 

２月４日(水) 富山支部会員・日吾典子氏の御主人様の通夜がシティーホール掛尾にお

いて営まれ、会員多数参列。 

２月８日(日) 第 6 回定期学術講習会(高岡支部)開催 受講者 23 名 

       講師：管理栄養士 新保佳子氏 

       演題：｢正しく栄養を摂り健康に生きる｣ 

２月 15 日(日) 吉田財務部長、寺崎参与が、公益法人立ち入り検査のため書類整理。 

２月 19 日(木) 会館において県医務課による｢公益法人立ち入り検査｣が行われ、吉田財

務部長、寺崎参与が立会う。 

２月 23 日(月) 新事務員・松本裕子さんが勤務。（現職員・杉瀬さんと２名） 

３月１日(日) 第４回業務執行理事会議 午前 10 時 

３月１日(日) 第７回定期学術講習会(青年部) 午後１時 30 分 受講者 23 名(会員外１

名) 

       講師：富山大学医学部第３内科 消化器内科医 三原 弘先生 



       演題：「一次救命処置（BLS）講習会」 

３月２日(月) 吉田財務部長が富山市役所財務部資産税課を訪ね、固定資産税減免申請

書を提出。 

３月 20 日(金) 事務員の町野慎子さんが退職。 

３月 21 日(土) 第２回富山鍼灸学会大学講座 受講者 21 名(会員 17 名) ネット配信 

       講師：明治国際医療大学助教准教授 井上基浩先生 

       演題：腰・下肢部の刺鍼について  午前 10 時 30 分～午後３時 45 分 

３月 21 日(土) 第１回無資格者対策委員会開催 出席者：中野剛志、北虎哲、河合由昭 

３月 22 日(日) 第４回理事会議 午後 1 時 30 分 

３月 25 日(水) 寺崎参与が(公社)H27 年度事業計画書等を県庁へ電子申請。 

３月 27 日(金) 会館のトイレ配管工事実施。 

３月 31 日(火)  同、トイレ配管工事終了。（２日間実施） 

 

     【２】鍼灸マッサージの資質向上に関する事業 [公１] 

 学術や実技の講習会（ネット配信）を通じ、県内外の施術者の技術や知識を高め施術

者の質を向上させる目的に本会主催の技術講習会を年 7 回程度と、富山鍼灸学会と共催

で 4 回程度行う。 

   ［１］本会講習会 

４月 13 日(日) 第１回定期学術講習会(砺波支部) 受講者 20 名 ネット配信 

       会場：砺波市出町子供歌舞伎曳山会館 

       講師：市立砺波総合病院整形外科主任部長 高木泰孝先生 

       演題：腰痛症と椎間板ヘルニア及び脊柱管狭窄症の最新事情 

６月 22 日(日) 第２回定期学術講習会 受講者 27 名(会員 26 名) ネット配信 

       会場：(公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館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 鈴木雅雄先生 

       演題：「あ！もしかして間違ってたの？日常診療における落とし穴と対

策 

９月７日(日) 第３回定期学術講習会 受講者 14 名 ネット配信  

       会場：(公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館３階ホール 

       講師：医療面接に学ぶ会 山口功先生、小出良子先生 

       演題：医療面接中級編と臨床推論 

10 月 26 日(日) 第 4 回定期学術講習会(富山支部) 受講者 32 名(会員 29 名) ネット配

信 

       会場：(公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館３階ホール 

       講師：練馬光が丘病院･傷の治療センター長 夏井睦(なついまこと)先生 

       演題：「糖質制限」 

11 月 23 日(日) 第 5 回定期学術講習会(高岡支部) 午後 2 時 受講者 32 名(会員 28 名) 

       会場：高岡市ふれあい福祉センター ２階 201･202 号室 



       講師：さかい内科クリニック院長 酒井成(おさむ)先生 

       演題：｢在宅医療について｣ 

－平成 27 年－ 

２月８日(日) 第 6 回定期学術講習会(高岡支部)開催 受講者 23 名(他付添 4 名) 

       会場：高岡市ふれあい福祉センター ２階 201･202 号室 

       講師：管理栄養士 新保佳子氏 

       演題：｢正しく栄養を摂り健康に生きる｣ 

３月１日(日) 第７回定期学術講習会(青年部) 午後１時 30 分 受講者 23 名(会員外１

名) 

       会場：(公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館３階ホール 

       講師：富山大学医学部第３内科 消化器内科医 三原 弘先生 

       演題：    「一次救命処置（BLS）講習会」 

   ［２］富山鍼灸学会共催講習会 

４月 20 日(日) 富山鍼灸学会学術講習会 受講者 34 名(会員 24 名､他 10 名) ネット配

信 

       会場：(公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館３階ホール 

       講師：明治国際医療大学助教 中島美和先生 

       演題：頚・上肢部の刺鍼について  

８月３日(日) 富山鍼灸学会スキルアップセミナー 受講者 23 名(会員 9 名､外 14 名) 

       会場：(公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館３階ホール 

       講師：東京医療福祉専門学校教員 橋本巌先生 

          馬場回生堂鍼灸療院院長 馬場道啓先生 

       演題：脈診 

－平成 27 年－ 

３月 21 日(土) 第２回富山鍼灸学会大学講座 受講者 21 名(会員 17 名) ネット配信 

       会場：(公社)富山県鍼灸マッサージ師会会館３階ホール 

       講師：明治国際医療大学助教准教授 井上基浩先生 

       演題：腰・下肢部の刺鍼について  午前 10 時 30 分～午後３時 45 分 

   ［３］鍼灸マッサージ関連団体全国大会参加 

５月 16 日(金)～18 日(日) 第 63 回(公社)全日本鍼灸学会学術大会(愛媛県) ４名出席

  

10 月 19 日(日)～20 日(月) 第 13 回東洋療法推進大会(岡山県)に河合学術部長出席。 

11 月９日(日) 全日本鍼灸学会中部支部集会開催 参加者 90 名(県師会員 22 名) 

       午前 10 時～午後４時 30 分 会場：当師会館３階ホール 

 

 

 

 

 



     【３】鍼灸マッサージ業務の普及啓発に関する事業 [公１] 

   ［１］富山県鍼灸マッサージ師会会報の発行(年 2 回) 

７月７日(月) 県師会会報 133 号発行 

－平成 27 年－ 

１月 22 日(木) 県師会会報 134 号発行 

   ［２］鍼灸普及用刊行物 

７月 10 日(木) 県民公開講座のポストカードとポスター完成、事務所に届く。 

   ［３］県民の健康増進活動の普及と推進活動 

９月 21 日(日) 第５回県民公開講座開催 午後２時～３時 30 分 

       会場：富山駅前 CIC ビル５階 いきいき KAN 

       聴講者：81 名（会員 31 名、会員外５０名） 講演をネット配信 

       講師：富山大学人間発達科学部教授 布村忠弘先生 

       演題：「いつまでも快適に動けるために‐自分の身体との対話法‐」 

   ［４］県内各地に於いての鍼灸マッサージの奉仕活動 

６月８日(日) 射水支部マッサージボランティア実施。 午前９時 30 分～11 時 30 分 

       会場：射水市特別養護老人ホーム「太閤の杜」 受療者 18 名、施術者５

名 

６月８日(日) 氷見支部マッサージボランティア実施。 午前 10 時～11 時 30 分 

       会場：特別養護老人ホーム「つまま園」 受療者 13 名、施術者４名 

６月 29 日(日) 富山県国際健康プラザにおいて鍼灸マッサージ無料相談会実施。 

       受療者数 12 名、施術者６名 

９月 13 日(土)～14 日(日) 朝日町全国ビーチボール大会ボランティア実施 

       第 31 回全国ビーチボール競技大会 場所：朝日町文化体育センター 

       13 日 受療者数 149 名、施術者９名 14 日 受療者数 61 名、施術者 10 名 

       二日間 受療者延べ人数 210 名、施術者延べ人数 19 名(実 16 名) 

９月 15 日(月) 第 3 回高岡総合プールマッサージボランティア実施 午前９時～午後４

時 

       富山県高岡総合プールスポーツフェスティバル in2014 

       受療者数 71 名、施術者 10 名 

10 月５日(日) 射水支部マッサージボランティア実施 午前９時 30 分～11 時 30 分 

       場所：特別養護老人ホーム太閤の杜 受療者 19 名、施術者５名 

10 月５日(日) 氷見支部マッサージボランティア実施 午前 10 時～11 時 30 分 

       場所：特別養護老人ホームつまま園 受療者 16 名、施術者４名 

11 月８日(土) 高岡支部鍼灸マッサージボランテア(第２回)実施 午前９時～４時 

       場所：高岡市ふれあい福祉センター 受療者 43 名 施術者 14 名 

11 月 16 日(日) 富山県国際健康プラザにおいて鍼灸マッサージ無料相談会実施。 

       受療者 13 名、施術者５名 

 



     【４】会員相互扶助事業(共益事業) 

 

   ［１］会員名簿の作成、会員異動の管理に関すること  

   ［２］会員の慶弔に関すること 

 (１)古希のお祝い 

９月７日(日) 敬老者記念贈呈式 古希該当者：４名(昭和 20 年生まれ) 

 (２)弔意葬儀 

４月 20 日(日) 中新川支部・松井吉則氏の御尊父様 

10 月９日(木) 砺波支部前支部長の宮崎覺様 

10 月 27 日(月) 氷見支部・澤田真由美氏の御尊父様 

－平成 27 年－ 

２月４日(水) 富山支部会員・日吾典子氏の御主人様 

 (３)会員の親睦に関すること 

－平成 27 年－ 

１月 25 日(日) パレブラン高志会館において新春祝賀パーティー開催。 

 

     【５】諸会議の開催及び運営に関すること 

 

   ［１］定時総会の開催 年１回 

５月 11 日(日) 午後１時 30 分 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会定時総会 

   ［２］理事会議の開催 年 5 回 

４月 27 日(日) 第１回理事会議 午前 10 時 

９月 21 日(日) 第２回理事会議 午前 10 時 

12 月 14 日(日) 第３回理事会議 午後 1 時 30 分 

－平成 27 年－ 

３月 22 日(日) 第４回理事会議 午後 1 時 30 分 

   ［３］業務執行理事会議の開催 年５回 

４月 20 日(日) 臨時業務執行理事会議開催 

６月 22 日(日) 第１回業務執行理事会議 午前 10 時 

11 月７日(金) 第２回業務執行理事会議 午後 4 時 

－平成 27 年－ 

１月 25 日(日) 第３回業務執行理事会議 午後 12 時 30 分 

３月１日(日) 第４回業務執行理事会議 午前 10 時 

   ［４］支部長会議の開催 年１回 

４月 27 日(日) 支部長会議 午後 1 時 30 分 



   ［５］会計監査、委員会等 

 (１)会計監査 

４月６日(日) 会計監査実施。中野会長、吉田財務部長、室山、奥野両監事が出席。 

 (２)選挙管理委員会 

 (３)無資格者対策委員会 

６月９日(月) 北青年部長が無免許者対策用広報マスクの電子入稿、及び注文を完了。 

６月 23 日(月) 無免許者対策用広報マスク完成品が届く。 

－平成 27 年－ 

３月 21 日(土) 第１回無資格者対策委員会開催 出席者：中野剛志、北虎哲、河合由昭 

 

     【６】対外的活動に関すること 

 

   ［１］鍼灸マッサージ関連団体の会議及び行事への参加 

５月 25 日(日)～26 日(月) 中野、宮西正副会長が全鍼会定時総会に出席。 

７月５日(土)～６日(日) 清水参与が東京で開催された(公社)全日本鍼灸マッサージ師

会「協同組合研修会」に出席。 

７月 13 日(日) 中野会長、羽馬相談役、北理事が全鍼会北陸地区会議（福井県）に出席。 

７月 21 日(月) 日鍼会の仲野会長が来県、中野会長、羽馬相談役、河合、北理事が対応。 

11 月９日(日) 中野会長がホテルルポール麹町マーブルで開かれた全鍼会全国師会長会

議に出席。 

   ［２］関連団体の会議、協議など 

４月 15 日(火) 金谷事業部長が県庁内「富山マラソン実行委員会」事務局の前原競技課

長を訪ね、大会概要、及びボランティア参加の件で面談。 

９月３日(水) 中野会長が富山県警察本部９階大会議場において開催された「富山県民

だまされんちゃ官民合同会議」に出席。 

－平成 27 年－ 

１月５日(月) 中野、宮西正副会長、羽馬相談役、清水参与が県庁関連部局、及び富山

県医師会、浦崎威顧問弁護士事務所を訪問、年始挨拶を交わす。 

１月７日(水) 中野会長が富山県保険医協会、飛見顧問税理士事務所へ年始挨拶に訪問。 

 

     【７】公益法人制度、法人申請、財務管理に関する事項 

 

   ［１］公益法人制度 

５月 28 日(水) 吉田財務部長、寺崎参与が県医務課を訪問、定款変更等により変更認定

申請の指示を受ける。 



６月２日(月) 寺崎参与が平成 25 年度事業報告等を県庁へ電子申請。 

７月 10 日(木) 寺崎参与が公益法人変更認定を県庁へ電子申請。 

８月 29 日(金) 寺崎参与が 25 年度事業報告等の修正を県庁へ電子申請。(9/3 受付完了) 

10 月 16 日(木) 寺崎参与が平成 25 年事業報告等の再修正を県庁に電子申請。 

12 月２日(火) 寺崎参与が公益法人変更認定後の定款と施行規則等を県庁に電子提出。 

－平成 27 年－ 

２月 15 日(日) 吉田財務部長、寺崎参与が、公益法人立ち入り検査のため書類整理。 

２月 19 日(木) 会館において県医務課による｢公益法人立ち入り検査｣が行われ、吉田財

務部長、寺崎参与が立会う。 

３月 25 日(水) 寺崎参与が(公社)H27 年度事業計画書等を県庁へ電子申請。 

   ［２］法人申請など 

４月 18 日(金) 中野会長、吉田財務部長、寺崎参与が富山市役所を訪問、固定資産税等

の減免の件で面談。 

５月 16 日(金) 寺崎参与が第４回県民公開講座の後援依頼と補助金申請を県庁へ提出。 

５月 27 日(火) 河合学術部長が北日本新聞社を訪問、県民公開講座の後援名義許可申請。 

６月 25 日(水) 寺崎参与が平成 26 年経済センサス基礎調査表の回答をオンラインで提

出。 

11 月７日(金) 吉田財務部長、寺崎参与が法人県民税、法人市民税、固定資産税の減免

申請確認のため県税事務所及び市役所を訪問。 

11 月 20 日(木) 富山市役所資産税課から資産税減免の調査に来館され、吉田財務部長、

寺崎参与が立会う。 

12 月 26 日(金) 富山市資産税課より減免申請が許可されたとの連絡あり。 

－平成 27 年－ 

３月２日(月) 吉田財務部長が富山市役所財務部資産税課を訪ね、固定資産税減免申請

書を提出。 

   ［３］会館、財務管理など 

４月 26 日(土) 会館３階ホールのクロス張替工事終了。 

５月 28 日(水) 吉田財務部長、寺崎参与が飛見税理士事務所を訪問、会計上の改善点の

指導をいただく。 

10 月７日(火) 寺崎参与が飛見税理士事務所を訪問、財務に関して相談。 

－平成 27 年－ 

１月 26 日(月) ハローワークに事務職員の求人募集を提出。 

２月 23 日(月) 新事務員・松本裕子さんが勤務。（現職員・杉瀬さんと２名） 

３月 20 日(金) 事務員・町野慎子さんが退職。 

３月 27 日(金) 会館のトイレ配管工事実施。 

３月 31 日(火)  同、トイレ配管工事終了。（２日間実施） 

 


