
第十回  定期総会

日　時　令和 4年 6月 12日（日）
　　　　午後 2時 30分～午後 4時
場　所　サウスピア 8階　武蔵浦和コミュニティセンター
　　　　7～ 9集会室

１．開会
２．会長挨拶
３．来賓祝辞
４．議長選任
５．議事録作成人および署名人選任
６．議事
第１号議案　令和3年度活動報告に関する件
第2号議案　令和3年度決算承認に関する件
第3号議案　令和4年度活動計画 (案 )承認に関する件
第4号議案　令和4年度予算 (案 )承認に関する件
第5号議案　理事及び監事選任に関する件

７．報告事項
　　（１）会員への依頼事項
８．閉会

〒360-0012   埼玉県熊谷市上之１７７７－４
ＴＥＬ 048-525-3222・ FAX 048-525-3231
Eメール　　　　  info@saitama-sams.or.jp
HPアドレス  http://www.saitama-sams.or.jp

総 会 次 第

公益社団法人 埼玉県鍼灸マッサージ師会
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会長挨拶

公益社団法人
埼玉県鍼灸マッサージ師会 代表理事　山岸　克也

　日頃より、会員の皆様並びに県民の皆様には当会の活動にご理解と

ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

　新型コロナウイルスの感染状況がなかなか収束しない中、今までと

同様感染対策をしながら普段と変わらない日常生活を過ごし、経済活

動をより活発にしていかなくてはなりません。そのような状況の中、

我々鍼灸マッサージ師としては県民の皆様の健康で安全な生活の手助けになれるよう日々

研鑽を積んで行かなくてはならないと思っております。

　今年度は療養費の改正があり、また国民健康保険連合会の審査委員に当会から参加する

ことになっております。日頃、療養費を取扱っている会員の皆様におかれましては、今ま

でと同様厳正かつ適切に取扱って頂き、県民の皆様の健康に寄与して頂ければと思ってお

ります。

コロナ感染の影響や経済活動の低迷などにより、我々鍼灸マッサージ師を取り巻く環境

はまだまだ厳しい状況ですが、なんとかこの状況を切り抜けるためにも頑張っていかなく

てはならいと思っております。



2

１）総務部 
１）監査会
令和 3年 5月 19 日　長嶺芳文、八木拓也の監事 2名による監査を実施した。
２）定期総会
令和 3年 6月 23 日　埼鍼師会会館において、会員の参集を自粛し書面による議決権
の行使により議案審議・承認がなされた。
３）理事会等
①理事会
令和 3年 6月 3日 第一回　ZOOM会議
令和 3年 7月 13 日 第二回　ZOOM会議
令和 3年 8月 29 日 第三回　武蔵浦和コミュニティセンター
令和 3年 12 月 5日 第四回　埼鍼師会会館
令和 4年 2月 11 日 第五回　ZOOM会議
令和 4年 3月 18 日 第六回　ZOOM会議
②その他
令和 3年 10 月 19 日 関東甲越地区連絡協議会師会長会議　ZOOM会議
令和 3年 10 月 31 日 関東甲越地区連絡協議会　埼鍼師会会館（ハイブリッド方式）

　　総務部　高野　広行

第１号議案　令和3年度活動報告に関する件

　　学術部　近藤　宏２）学術部
　令和 3 年 12 月 5 日（日）に公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会学術研修大会
を開催した。本大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、Zoom によ
るオンライン開催（発信元：本会館）となった。終了後、会員限定オンデマンド配信
を実施した。なお、当日のプログラムは次の通りである。
特別講演「青少年アスリートに対するスポーツ鍼灸」（講師：櫻庭陽先生 筑波技術大
学保健科学部附属東西医学統合医療センター 准教授）
教育講演「内臓の自律神経に及ぼす鍼灸刺激の影響」（講師：古屋英治先生 昭和大学 
兼任講師）
演題発表（鍼灸マッサージの臨床に関する症例報告や活動報告）3題
・活動報告「TOKYO2020 選手村ポリクリ活動報告」秋山喜和先生
・活動報告「けいらくでからだを整える」刑部正道先生
・症例報告「服薬制限のある膝痛患者への鍼治療が効奏した一症例」近藤宏先生
シンポジウム「鍼灸マッサージ業界を取り巻く現状と課題 アフターコロナ・ニュー
ノーマルな社会で鍼灸マッサージが目指すべきものとは？」（シンポジスト：長嶺芳
文先生、山岸克也先生、指定発言：相澤幸一先生、野川昌弘先生）
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年 2回会報の発行（すこやか 17号・18号）
　引き続き、一般の方に向けての伝わり安さを重視して制作した。各号毎にテーマを
設けるなどし、各記事の内容が誌面全体で調和するように意識した。
　17号では、「無資格」をテーマに構成。行政の「無資格施術者」についての注意喚
起や、国家資格である事、無資格施術者の見分け方、免許証・免許保有証の画像とそ
の大きさ等の情報を掲載。会長挨拶でも、ストレスのかかるコロナ禍での鍼灸マッサー
ジの効果に加え、国家資格である事、オリンピック・パラリンピックでも鍼灸マッサー
ジ師が活躍していること等を掲載。また、入間支部の岡内先生による寄稿、ツボの話
も引き続き掲載。
　18号では、当会会員が書籍を出版し、その内容が東洋医学・鍼灸マッサージを一
般に向けて解説してるものであったので、広報誌と対象が合致すると考え、書籍の紹
介とその広告を掲載。オンラインで行った関東甲越地区連絡協議会埼玉大会の報告等
を掲載。会長挨拶では協議会内での講義にもあったように鍼灸マッサージは免疫力の
向上が期待できる事、人の健康に大きく寄与できる事、自粛疲れにも利用して欲しい
等触れて頂き、岡内先生の寄稿、ツボのお話も掲載。

・「県民向けの情報動画」について
　ホームページに「県民向けの情報動画」を掲載する予定でしたが、未だできており
ません。
　公益法人の立場としての発信となるので、誤解を生じさせない様なガイドラインを
作り、掲載動画の認定プロセス等、体制作りを進めて行きたいと思っております。

　広報部　小久保　貴一４）広報部

　令和 4年 3月 27 日に全日本鍼灸マッサージ師会 保険委員長の往田先生の保険講習
会を開催。
　保険に関する問い合わせ対応や情報収集、療養費支給申請書の監査、審議会や保険
者からの通知の周知等は随時行った。

　保険部　浜島　貫５）保険部

８月９日の『はりきゅうマッサージの日』に合わせたイベントとして会のホームページ
に杉山和一の生涯を掲載。
関東甲越地区連絡協議会の準備、協力、参加
各種イベントへの準備、協力、参加

　　組織部　刑部　陽子３）組織部
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　　視覚障害部  栗谷川　雅人６）視覚障害部
　視覚に障害のある会員に対し点字、CD、TXTにより年２回の会報をはじめ、各種案内
資料を作成した。

各団体との交流推進
埼玉県市町村職員共済組合にマッサージ券の組合員への周知のお願い
マッサージ券の新規発行団体の開拓活動

　渉外部  江原　章浩７）渉外部

　新型コロナウィルス感染症の影響により、全てのマラソン大会でボランティアマッ
サージが中止

　スポーツセラピー部  秋山　喜和８）スポーツセラピー部

　　無資格者対策委員　栗谷川　雅人９）無資格者対策委員
　会員より上尾市のマッサージ師わいせつ事件について問い合わせがあり、上尾警察
所長に無免許者においては、『マッサージ師』と報道しないように申し入れを行った。
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第２号議案　令和3年度決算承認に関する件
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第３号議案　令和4年度活動計画（案）承認に関する件

　　学術部　近藤　宏２）学術部
生涯研修大会の開催
（公財）東洋療法研修試験財団への生涯研修修了証書の交付

　　組織部　刑部　陽子３）組織部
はりきゅうの日のイベント準備、協力、参加
東洋療法推進大会の準備、協力、参加
関東甲越地区連絡協議会の協力、参加
新人歓迎会の企画、開催
各種イベントの準備協力、参加

１）総務部 　　総務部　高野　広行
令和 4年 5月 24 日　第一回理事　ZOOM会議
令和 4年 6月 12 日　第二回理事会
令和 4年 6月 12 日　支部長会
令和 4年 6月 12 日　社員総会  
令和 4年 7月　　　  第三会理事会　
令和 4年 8月　　　  第四回理事会
令和 4年 9月　　　  第五回理事会
令和 4年 9月 24 日　関東甲越地区連絡協議会㏌伊香保
令和 4年 10 月　　　第六回理事会
令和 4年 10月 23.24 日    東洋療法推進大会 in 埼玉　ホテルヘリテイジ
令和 5年 1月　　　  第七回理事会  
令和 5年 3月　　　  予算理事会

ハイブリッド型による保険講習会の実施
通年を通し、保険に関する問い合わせ対応や情報収集、療養費支給申請書の監査、
審議会や保険者からの通知
埼玉県国民健康保険療養費審査委員会へ委員の派遣

　保険部　浜島　貫５）保険部

　広報部　小久保　貴一４）広報部
年 2回会報の発行（すこやか 19号・20号）
「県民向けの情報動画」掲載に向けての体制作り
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　　　無資格者対策委員　栗谷川　雅人８）無資格者対策委員
無資格のおそれのある店舗を調査し報告を行う。
( 公社 ) 全日本鍼灸マッサージ師会の法政委員会と協議を重ねる。

　災害担当委員　秋山　喜和９）災害担当委員
埼玉県内及び隣接都県の災害発生時に被災者へのボランティア活動

　　視覚障害部　栗谷川　雅人６）視覚障害部
視覚に障害のある会員に対し点字、CD、TXT により年２回の会報をはじめ、各種案内資
料を作成する。
( 公社 ) 全日本鍼灸マッサージ師会の視覚障害委員会と協議を重ねる。

　　　スポーツセラピー部　秋山　喜和７）スポーツセラピー部
川越・久喜マラソンへのボランティアマッサージ参加。
ボランティア参加者の資質向上を図る目的で救命講習会の開催。
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第４号議案　令和4年度予算（案）承認に関する件
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【 理 事 】　※五十音順
再・秋山　喜和（桶川市）
新・伊藤　晃（上尾市）
再・刑部　陽子（草加市）
新・加藤　孝太（桶川市）
新・金子　正和（毛呂山町）
再・小久保　貴一（さいたま市）
再・近藤　宏（川越市）
再・高野　広行（小川町）
再・山岸　克也（行田市）

【 監 事 】
員内監事　・長嶺　芳文（川口市）
員外監事　・八木　拓也（株式会社エー・スタッフ）

次の者が立候補しております。

第5号議案　理事及び監事選任に関する件
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会員の皆様への依頼事項

※ 互助会券についてお願い

教職員互助会券・県職員互助会券・市町村職員互助会券について不備が指摘されています。

①各月ごとに末日で締め切り、翌月5日までに提出して下さい。 
　　例：6月施術分→7月5日必着
　　例：7月施術分→8月5日必着

② 提出の際、メモ用紙に枚数・支部名・氏名を記入して提出して下さい。

③ 互助会券に組合員の氏名、コード、番号、施術年月日等、記入漏れのない様ご確認ください。

　  記入漏れ等で支払われないケースが発生しております。

④ 年度末の有効期限は3月31日です。4月5日午前必着でお願い致します。

（4月5日以降に連絡なく事務所に届いた券はいかなる理由でも受付出来ま

せん。お返しさせて頂きます。）

※ 埼鍼師会会館の開館・閉館のご案内

開館時間： ９時より17時まで。電話での対応も同じです。
閉 館 日： 土日・祝祭日・夏季休暇（8月11日～ 15日）・
　　　　　年末年始（１２月２9日～ １月4日）
開館時間、閉館日に多少の変動がありますのでご了承下さい。

※2021 年 10 月以降、郵便配達に変更がありました。普通郵便は翌日に届きません。
以下、参考までに。

日本郵便ホームページより

　土曜日配達の休止（2021 年 10 月 2日（土）～）

普通扱いとする郵便物・ゆうメール※について、土曜日配達を休止しました。

特定記録とするものも含みます。

お届け日数の繰り下げ（2021 年 10 月以降段階的に実施）

普通扱いとする郵便物・ゆうメール※について、お届け日数を 1日程度繰り下げました。

※普通扱いとする郵便物・ゆうメールとは、書留や速達などのオプションサービス（特殊取

扱）を付加しないもののことをいいます。

普通扱いとする郵便物・ゆうメールのお届け予定日：差出日の翌々日以降



17

メ　　モ
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