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3月理事会報告 

日時: 平成26年3月12日（水）18:30～19:30 

場所: じんりんぎ研修センター 

出席理事及び出席監事の数 

出席理事 15名（欠席4名） 

出席監事  1名 

事務局  1名 

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

横山 一紀 

議事の経過の要領及びその結果 

上記のとおり理事の出席があったので、定款第３０条に基づ

き、会長横山一紀が議長となり、下記のとおり報告、協議並

びに議案の審議を行った。 

報告第 1号 毎月の経理状況報告の件 

会計部において、組織運営規定28条第7号により、予算管理

月報をもって毎月の経理状況の報告を行った。 

報告第 2号 前月諸活動報告の件 

事業部系活動報告、運営企画部系活動報告、理事活動報告、

その他の諸活動経過報告について各報告を行った。 

第1号議案 正会員の入会承認の件 

定款第6条に基づき、正会員になろうとする2名の入会を承

認した。 

第2号議案 平成 26年 5月定時総会実施に関する件 

開催日：平成 26年 5月 31日（土） 15：00～ 

開催場所：じんりんぎ研修センター 

上記日程、場所及び報告・審議内容に関して承認した。 

第 3号議案 平成 26・27年度各研究班・専門グループ委員に

関する件 

 各選出委員に関し承認した。 

第4号議案 平成 26年度事業計画（案）に関する件 

 各地区から出された事業計画に関し承認した。 

第5号議案 平成 26年度予算（案）に関する件 

 各地区から出された予算案に関し承認した。 

第 6号議案 平成 26年度桜木町救急センター出務者に関する

件 

24名の出務者を承認した。 

第7号議案 平成 26年度地域保健事業予定（案）に関する件 

 ①社会福祉法人むつみ福祉会「寿湘ヶ丘老人ホーム」 

 ②財団法人鉄道弘済会総合福祉センター弘済学園 

  （悠トピア） 

 ③社会福祉法人かしの木会「くず葉学園」 

 上記3施設への実施案を承認した。 

第8号議案 平成 26・27理事候補者の推薦に関する件 

 齊藤 幸弘氏を首都圏支部（1都 2県）理事候補に推薦する

ことを承認した。 

 

4月理事会報告 

日時: 平成26年4月9日（水）18:30～19:30 

場所: じんりんぎ研修センター 

出席理事及び出席監事の数 

出席理事 19名（欠席0名） 

出席監事  1名 

事務局  1名 

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

横山 一紀 

議事の経過の要領及びその結果 

上記のとおり理事の出席があったので、定款第３０条に基

づき、会長横山一紀が議長となり、下記のとおり報告、協

議並びに議案の審議を行った。 

報告第 1号 毎月の経理状況報告の件 

会計部において、組織運営規定28条第7号により、予算管

理月報をもって毎月の経理状況の報告を行った。 

報告第 2号 前月諸活動報告の件 

事業部系活動報告、運営企画部系活動報告、理事活動報告、

その他の諸活動経過報告について各報告を行った。 

第1号議案 正会員の入会承認の件 

定款第 6条に基づき、正会員になろうとする 16名の入会

を承認した。 

第2号議案 各種規定に関する件 

上記に関して承認した。 

第3号議案 第 63回日本医学検査学会派遣に関する件 

 3名（会長、両副会長）に関し承認した。 

第4号議案 平成 26年度賛助会員総会実施要領（案）に 

関する件 

 上記に関し承認した。 

第5号議案 平成 26年度桜木町救急センター追加出務者に 

関する件 

 2名の追加出務者に関し承認した。 

第6号議案 STD撲滅委員追加申請願いに関する件 

1名の委員追加を承認した。 

第7号議案 消費税率引き上げに伴う旅費請求に関する件 

 現金取扱いの煩雑さや利便性を考慮し、現金運賃での請求

を承認した。 

第8号議案 横浜市救急医療センター業務受託に関する件 

 「横浜市救急医療センター事業の執務等に関する協定書」 

に基づき検討した結果、上記の契約に関して承認した。 



 
第25 回 首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会（ご案内） 
 

日 時： 平成26年8月23日（土）13 時 ～ 年8月24 日（日）13 時 

会 場： 東邦大学理学部（1 日目：講堂、2 日目：実習室） 

〒274-8510 千葉県船橋市三山2-2-1 

参 加 費： 【申込区分A】講義＋実習（2 日間）・・・会員8,000 円  

非会員16,000 円 

【申込区分B】講義（1 日目）のみ ・・・会員4,000 円  

       非会員8,000 円 

※意見交換会は別途3,000 円 

募集人数： 90 名（講義＋実習）、 30 名（講義のみ） 

※ 認定一般検査技師資格更新の方は、2 日間の受講が必須と

なります 

詳細は神臨技ホームページをご覧ください 

 

      

     

     

     

     

  

      

     

     

     

     

     

     

     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度５月定時総会のお知らせ 
 

開催日時： 平成２６年５月３１日（土）  

        15：00～ 

会  場 ： じんりんぎ研修センター 

  〒231-0023 

  横浜市中区山下町75番地 荻野ビル 5Ｆ 

045-212-2862 

  みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩 5分 

 ※規定人数に満たないと総会は成立しません

ので、総会欠席の方は必ず委任状を提出して

下さい。皆様のご協力をお願いいたします。 

心電図検診のボランティアを募集 

 

 第二弾、心電図検診のボランティア協力参加者募集のお知らせです。 

 神奈川県臨床検査技師会では、臨床検査技師一人ひとりが一体感をもって社会貢献活動に取り組む事業を実施しています。社

会の一員としてこのような活動に参加することにより、新しい仲間が増えたり自分の新しい可能性を発見したりと、仕事とは

異なる充実感を得ることができます。また、入所者の皆さんとのふれあいや、技師同士の情報交換を積極的に行うことにより、

社会貢献活動に対する意識と関心も高まります。 

今まで参加したことのない方でもお気軽に参加よろしくお願いいたします。               

１．弘済学園および悠トピア    

☆ 期  日： 2014年6月22日（日曜日）    

☆ 時  間： 9：30～14：00 （終了時間は予定）   

☆ 場  所：〒259-0006 秦野市北矢名1195-3 

財団法人鉄道弘済会総合福祉センター「弘済学園」  

☆ 最寄り駅：小田急・小田原線 東海大学前    

☆ 申込期限：5月28日（水曜日）   

☆ 募集人員：30名（先着順）【生涯教育基礎一般2０点が認定されます】 

☆ そ の 他：交通費、昼食を支給いたします。 

２．申込先   

① 施設名  ② 氏名（会員番号）  ③ 連絡用電話番号 ④Ｅ-mail アドレス  ⑤ 現地への交通手段（最寄り駅から

は無料送迎バスあり）⑥ 公共交通機関を利用した場合の現地までの交通費  ⑦ 心電図経験の有無   

を明記の上、下記までＥ-mail でご連絡ください。   

 連絡先  北里大学病院 臨床検査部 中崎 信彦  T E L  042-778-8538    Ｅ-mail  nakazaki@jinringi.or.jp 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成26年2月1日から平成26年2月28日まで 

川崎  地区    0名 
 横浜Ⅰ地区       0名 
横浜Ⅱ地区        0名 
横須賀地区       0名 
 湘南 地区        2名 
西湘地区        0名 
県央地区        0名 
県外  0名 
賛助会員          0社 
12月31日現在 会員数 3,047名 

賛助会員   62社 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成26年3月1日から平成25年3月31日まで 

川崎  地区    0名 
  横浜Ⅰ地区       3名 
横浜Ⅱ地区        6名 
横須賀地区       0名 

  湘南 地区        1名 
西湘地区        2名 
県央地区        3名 
県外       1名 
賛助会員          0社 
1月31日現在 会員数 3,047名 

賛助会員   62社 
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