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総会次第 

15：00 

１ 開会の辞 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 表彰 

 

４ 資格審査報告 

 

５ 議長選出 

 

６ 総会職員（書記、議事録署名人）選出 

 

７ 議事 

（１） 第１号議案 平成 29 年度事業報告 

（２） 第２号議案 平成 29 年度決算報告 

（３） 第３号議案 平成 29 年度監査報告 

（４） 第４号議案 規約改正 

（５） 第５号議案 平成 30 年度事業計画案 

（６） 第６号議案 平成 30 年度予算案 

（７） 第７号議案 平成 30 年度帯広市休日夜間急病センター出向案 

（８） 第８号議案  その他 

 

８ 議長退席 

 

９ 役員改選 

 

１０ 閉会の辞 

 

17：00 

特別講演 共催 一般社団法人 北海道放射線技師会 

「エシカルコンシューマーの時代」 

株式会社グロッシー 代表取締役 北村 貴 様 

 

18：30 

情報交換会 「炭火酒場 かりん」 帯広市西 1 丁目 8 0155-20-2989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 3 月 10 日印刷 
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■第 1号議案■■■■■■■■■■ 

平成 29 年度事業報告 

１．総括 

平成 29 年度の事業について以下ご報告いたします。

平成 28 年度にも開催しました業務拡大に伴う統一講習

会ですが、平成 29 年は土曜日祝日を交えて会員がより

受講しやすいように4月29日（土祝）30日（日）で行

いました。残念ながら受講者数は 19名と少なかったので

すが、今後は会員からの要望を参考に開催の是非を考え

て参ります。 

6月10日（土）には第25回十勝画像セミナーを腰椎

領域の画像診断というテーマで開催し、様々なモダリテ

ィからの画像について提示、検討がなされました。特別

講演では帯広厚生病院整形外科主任部長の安井先生に

「脊椎の画像診断、脊椎外科医はここを診ている」の演

題で講演していただきました。 

11 月 11日（土）には秋季研修会を開催し、会員研究

発表 4 題と特別企画として「Ziostation」の機能紹介を

アミン株式会社様に行って頂きました。また特別講演で

は帯広厚生病院放射線科部長の宮本先生より「最近の

IVR」の演題で講演して頂きました。 

1月20日（土）には北海道放射線技師会主催の読影セ

ミナー及び翌日 21 日（日）にはポータブル撮影におけ

る散乱線測定講義と実習を誘致し、開催して頂きました。

読影セミナーには53名の参加（会員43名）があったの

ですが、翌日の散乱線測定には8名の参加しかなく、今

後の事業誘致に課題を残す事となりました。 

また 1 月 20 日（土）には十勝新年交礼会を読影セミ

ナー後に開催し、読影セミナー講師のお二人と散乱線量

測定スタッフとして来帯頂いた北海道放射線技師会板

東会長はじめ北海道放射線技師会各委員7名のみなさん

のご出席も賜り、例年にない大盛況な会となりました。 

会員親睦事業としましては7月2日（日）に空知支部

主管で行われました北海道放射線技師会親睦ゴルフ大

会に3名の会員を送り、団体戦準優勝、個人戦では音更

宏明館病院の稲田会員が準優勝と優秀な成績を残しま

した。 

また今年度は会員主催の勉強会が新しく2つ立ち上が

り「ひよこの会」と「十勝OS勉強会」がそれぞれ2回

ずつ勉強会を開催し、各種講演会の後援も含めて会員の

知識向上に関する企画として充実した1年だったと感じ

ております。 

次年度は帯広市医師会、十勝臨床検査技師会と共に十

勝管内における「膵がん早期診断プロジェクト」への参

加協力を予定しており、新たな勉強会の発足が期待され

ます。  

本総会においては会員の皆様から忌憚の無いご意見を

いただき、今後の活動に活かしたいと考えます。何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

２．庶務報告 

(1)会員動向 総会員数175名（名誉会員 1名、会員 156名、会費免除会員18名）  

・入会 15名（新入会員 4名、転入会員 11名） 

    新入会員 

帯広厚生病院：池本 昌平、中鉢 寛太、小野 隼也 

北斗病院：池田 美沙希、 

上徳整形外科・乳腺外科：佐藤 光里 

    転入会員 

帯広厚生病院：永井 信、栗田 浩二、永沼 晃和、東 弘志 

帯広記念病院：北村 健太郎 

十勝整形外科クリニック：柴田 正人 

帯広第一病院：渡部  典子 

帯広協会病院：戸島 拓哉 

公立芽室病院：舘 由衣香 

帯広徳洲会病院：加藤 奨 

  ・退会 4名(転出) 

帯広厚生病院：杉山 淳、高橋 靖智、熊谷 友樹 

陸上自衛隊鹿追駐屯地：井上 義教 
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(2)慶弔関係  

・ご結婚   4名 

帯広厚生病院：千年 涼太さん、寺本 大翼さん 

北斗病院：芳賀 秀晃さん、津島 桃子(旧姓 三宅)さん 

・お悔やみ 6名  

士幌町国保病院 安達 一貴さん(御祖母) 

さわい内科循環器科クリニック 木村 和善さん(御母堂) 

帯広第一病院 小南 知章さん(御尊父) 

公立芽室病院 水野 健さん(御母堂) 

北斗病院 山口 進さん(御尊父) 

自宅会員 坂森 茂さん(御令室) 

  

(3)公文書発行等 

・公文書番号 1～25号 他メール多数 

 
(4)各種講演会の後援および案内 

①十勝超音波検査研究会サマーセミナー 平成29年07月22日（土）15:00～ 帯広厚生病院 

②消化管勉強会    平成29年10月05日（木）18:30～ 帯広厚生病院 

③富士フィルムメディカルセミナー2017in十勝 平成29年12月09日（土）14:00～ アパホテル 

④第14回十勝超音波検査研究会後援  平成30年02月10日（土）15:00～ 帯広厚生病院 

 

(5)会員立ち上げ勉強会支援 

 ①第1回十勝整形外科勉強会   平成29年06月21日（水）19:00～ 帯広協会病院 

 ②第1回ひよこの会   平成29年11月07日（火）18:30～ 帯広厚生病院 

③第2回ひよこの会    平成30年02月19日（月）18:30～ 帯広厚生病院 

④第2回十勝OS勉強会   平成30年02月24日（土）15:00～ 道新ホール 

 

(6)各種会議 

①第71回定期総会 平成29年03月25日(土)15:00～16:30 帯広協会病院 

出席会員47名(委任状91通)、来賓1名 

②第1回役員会 平成29年04月06日(木)19:00～20:15 帯広厚生病院 出席18名  

③第2回役員会 平成29年08月07日(月)19:30～20:30 帯広厚生病院 出席15名 

  ④第3回役員会 平成29年12月04日(月)19:00～20:15 帯広厚生病院 出席17名  

  ⑤第4回役員会 平成30年02月05日(月)19:00～20:45 帯広市保健福祉センター 出席17名 

⑥会計監査 平成30年02月26日(月)18:30～20:40 帯広協会病院 出席7名 

⑦帯広市休日夜間急病センター出向責任者会議  平成30年03月 web上で実施 

        

日放技･北放技関係 

 ①第73回北放技定期総会 平成29年5月21日(日)札幌(同日に第1回全道理事会) 

  出席：後藤(支部長) 

選出会員(7名)常丸武敏、加藤徳史、町田充弘、高地宏修、佐藤孝生、沢座匡輔、山岸啓介 

 ②第78回日放技定期総会 平成29年06月03日(土)東京 後藤出席(代議員) 

 ③第2回全道理事会 平成29年09月02日(土)札幌 

 ④北放技支部代表者会議 平成30年01月13日(土)札幌 ホテルライフォート 

  出席：後藤、中嶋、鈴木(ち)、加藤(北放技教育委員) 

 ⑤ふらっと会世話人会 平成30年01月13日(土)札幌 ホテルライフォート 

  出席：鈴木（亜） 

 ⑥北放技新年交礼会 平成30年01月13日(土)札幌 ホテルライフォート 

  出席：後藤、中嶋、鈴木(ち)、鈴木(亜)、加藤 

 ⑦第3回全道理事会 平成30年03月03日(土)札幌 常丸申請出席 

 

 

 



5 

 

３．会長動向  

3/25 第71回十勝放射線技師会総会(協会病院) 

4/6 第1回役員会(厚生病院) 

4/29~30 業務拡大に伴う統一講習会講師(協会病院) 

5/13 稚内放射線技師会研修会講師(枝幸) 

5/19 帯広市休日夜間急病センター運営専門会議 

(帯広市保健福祉センター、町田副会長出席) 

5/20 第71回北放技学術講演会(札医大) 

5/21 第73回北放技総会(札医大) 

6/3 第78回日放技総会(東京) 

6/10 第25回十勝画像セミナー(ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ帯広) 

6/21 第1回十勝整形外科勉強会(協会病院) 

6/24~25 第17回全国X線撮影読影研究会(札幌) 

7/8 釧根研修会出席(釧路) 

7/22 第13回十勝超音波検査研究会(厚生病院) 

8/7 第2回役員会(厚生病院) 

9/2 第2回全道理事会(札幌) 

9/21~24 第33回日本診療放射線技師学術大会実行委員

(函館) 

10/8~9 業務拡大に伴う統一講習会講師(北見) 

10/21~22 北海道地域学術大会(札幌) 

11/9 帯広市休日夜間急病センター運営委員会 

(帯広市保健福祉センター) 

11/11 十勝放射線技師会秋季研修会(厚生病院) 

11/29 帯広市医師会主催学術講演会(ﾎﾃﾙﾉｰｽﾗﾝﾄﾞ) 

12/4 第3回役員会(厚生病院) 

12/9 Fujiセミナー(アパホテル) 

1/13 北放技支部代表者会議(札幌) 

1/13 北放技新年交礼会(札幌) 

1/20 北海道放射線技師会主催読影セミナー 

(協会病院) 

1/20 十勝放射線技師会新年交礼会(ふじもり) 

1/21 ポータブル撮影における散乱線測定講義と 

実習(第一病院) 

2/5 第4回役員会(帯広市保健福祉センター) 

2/24 第2回十勝OS勉強会(道新ホール) 

2/26 会計監査(協会病院) 

3/3 第3回全道理事会(札幌、常丸副会長出席) 

3/12 総会議案書印刷/発送(協会病院) 

3/24 第72回総会(予定)

 

４．事業報告 
(1)業務拡大に伴う統一講習会 平成29年4月29日(土祝)～30日(日) 帯広協会病院 19名受講 

 

(2)第25回十勝画像セミナー  平成29年6月10日(土) ホテルグランテラス帯広 参加71名 

テーマ「腰椎領域の画像診断」 座長：沢座 匡輔 さん(開西病院)、内藤 育宏 さん(帯広協会病院) 

Session 1 「脊椎の一般撮影技術」  講師：協立病院 太田 雄一郎 さん 

Session 2 「脊椎のCT撮影技術」  講師：北斗病院 崎松 健史 さん 

Session 3 「脊椎の断層撮影技術」  講師：帯広厚生病院 山岸 啓介 さん 

Session 4 「脊椎のMRI撮影技術」 講師：開西病院 笹原 圭太 さん 

 

特別講演 座長：帯広厚生病院 小野 博明 さん 

「脊椎の画像診断」～脊椎外科医はここを診ている～ 

帯広厚生病院 整形外科 主任部長 安井 啓悟 先生 

 

情報交換会 ホテルグランテラス帯広 32名参加 

 

(3) 十勝放射線技師会秋季研修会 平成29年11月11日(土) 帯広厚生病院 61名参加 

会員研究発表 座長：須田 翔太 さん(帯広協会病院)、前田 貴弘 さん(北斗病院) 

①トモシンセシスにおける足関節メタルアーチファクトの評価 

佐藤 諒 さん(帯広厚生病院) 

②北斗病院における乳がん検診 ～乳腺密度による個別化について～ 

五十嵐 なつみ さん(北斗病院) 

③最適化したPLDを用いたASLによる脳血流定量評価の試み ～123I－IMP ARG法と比較して～  

高玉 慎吾 さん(帯広厚生病院) 

④散乱線除去処理を用いた小児胸部撮影の検討 

鈴木 亜弥 さん(帯広協会病院)  

 

特別企画 

「Ziostationにおける手術支援画像」 

アミン株式会社 丸岡 啓孝 様 
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特別講演 座長：小野 博明 さん(帯広厚生病院) 

「最近の IVR」・末梢血液病変に対するRuby Coil&PODの使用経験 ・肝RFA 

帯広厚生病院 放射線科部長 宮本 憲幸 先生 

 

情報交換会 「やきとりスタンダード 帯広店」 29名参加 

 

(4)支部読影セミナーin十勝 平成30年1月20日(土) 帯広協会病院 53名参加 

テーマ「腹部領域」 

講演1 「感染対策」 

保科製作所 保科 匠 様、神田 翔太 様 

講演2 「診療放射線技師による腹部単純写真の読影」 座長：常丸 武敏 さん 

小樽協会病院 齋藤 良憲 様 

講演3 「腹部領域における画像診断」 座長：後藤 敏文 さん 

セントラルCIクリニック 院長 玉川 光春 先生 

 

 

(5)十勝新年交礼会 平成30年1月20日(土) ふじもり 合計69名参加(会員37名、来賓10名、業界22名) 

 

(6)移動型X線装置使用時における患者からの散乱線量の測定、講義と実習 

平成30年1月21日(日) 帯広第一病院 8名参加 

 

５．各部活動報告  

(1)学術部 

学術担当副会長：小野(厚生病院) 

理事：加藤(北斗)、高地(第一)、沢座(開西)、中屋(厚生)、山岸(厚生)、安達(士幌国保) 

事務局：内藤(協会) 

・第1回学術部会議 平成29年5月9日(火) 帯広厚生病院 

   議題：画像セミナーについて(テーマの決定、講師選任、役割分担など) 

・第2回学術部会議 平成29年10月25日(水) 帯広厚生病院 

   議題：十勝放射線技師研修会について(プログラム、演題募集、役割分担など) 

他、メール多数 

 

(2)広報部 

広報担当副会長：町田(黒澤) 

理事：中嶋(北斗)、鈴木(ち)(勤医協)、鈴木(康)(いけだ)、首藤(清水日赤) 

事務局：工藤(協会) 

・第1回広報部会議 平成29年月 4月6日(木) 帯広厚生病院 

(以後、役員会毎に打ち合わせ) 

他、メール多数 

     

・技師会ニュース発行 3回／年 

・新年交礼会企画進行 

・各事業後の情報交換会企画進行 

 

６．同好会等活動報告  

(1) ゴルフ部  部長：工藤明博（帯広整形外科） 事務局：工藤純一（協会） 

北海道放射線技師会杯親睦ゴルフ大会 平成29年7月2日(日) 

北海道リンクスカントリークラブ(三笠市) 

参加：高田(北斗）、加藤(北斗）、稲田(音更宏明館) 

 

 

(2) 野球部 

今年度は活動無し 
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■第２号議案■■■■■■■■■■ 

１、一般会計 自平成29年3月10日　至平成30年2月26日
収入

項目 予算額 決算額 備考

前年度繰越金 285,623 285,623

平成29年度年会費 465,000 435,000 3,000円×145名(予算額155名分)

過年度年会費 33,000 27,000 3,000円×9名(予算額11名分)

支部助成金 60,000 66,500 北放技より

雑収入 0 24,000 坂森さん、千葉さん、北放技

急病センター運営資金 120,000 0 H29年度分入金が会計監査に間に合わないため

野球部助成金繰越金 0 0

利息 0 1

合計 963,623 838,124 ①

支出

事務通信費 90,000 94,707 郵送料、技師会ニュース印刷、封筒など

会議費 30,000 26,269 役員会4回、監査

役員行動費 40,000 48,002 北放技新年交礼会、交通費

慶弔費 100,000 102,130 庶務報告(2)慶弔関係参照

備品費 20,000 20,000 PC、カメラ、プリンタ等の減価償却費として

委員会費 10,000 1,088 学術部会、広報部会

総会費 60,000 14,566

画像セミナー 80,000 132,211

秋季研修会 80,000 48,801

新年交礼会 30,000 28,342

特別事業積立金 20,000 20,000

ゴルフ部助成金 30,000 30,000 北放技親睦ゴルフ大会遠征補助

野球部助成金 75,000 75,000 H30年大会遠征補助

会員勉強会支援 20,000 26,782 十勝OS勉強会×2、消化管勉強会、ひよこの会×2

予備費 278,623 0

合計 963,623 667,898 ②

余剰金①－②＝170,226円

２、特別事業積立金
収入 支出

前年度繰越金 464,850

平成29年度積立金 20,000

利息 4

創立70周年記念事業 200,000 記念誌作成費190,000円、機器借上げ費10,000円

合計 484,854 200,000

収入－支出＝284,854円

３、備品積立費
収入 支出

前年度繰越金 66,675

平成29年度積立金 20,000

利息 0

合計 86,675 0

収入－支出＝86,675円

４、顕彰基金
収入 支出

前年度繰越金 548,505

利息 4

合計 548,509 0

収入－支出＝548,509円

平成29年度決算報告
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項目 予算額 決算額 備考

会場費 7,000 3,690 保健福祉センター使用料

展示物 5,000 3,456 運送料

講師謝金 50,000 50,000 佐藤先生

講師交通費 5,000 5,000 佐藤先生

ポスター制作費 10,000 57,456 B2　80枚、A4　400枚

事務通信費 10,000 16,618

会議費 30,000 5,666 飲み物等

機器借り上げ費 50,000 1,100 保険サービス

記念誌作成費 200,000 190,000 印刷代－広告収入（340,000円－150,000円）

雑費 0 5,812

(機器借り上げ費未払い分) 10,000 超音波骨密度測定装置、協立病院へ

合計 367,000 348,798

予算－決算＝18,202 18,202

特別事業積立金支出内訳(創立70周年記念事業)

※支出の網掛け部分は第71回総会(H29年度)で決算承認済み

 

 

■第３号議案■■■■■■■■■■ 

平成30年度監査報告 

関係書類等を調査した結果、帳簿等は正確で適正に処理されており、財政において健全に運営されていたことを

確認しました。 

 

平成30年2月26日 

監事 水野 健  

監事 岩田 恵俊 
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■第４号議案■■■■■■■■■■ 

規約改正 

１、体裁の修正 

(1)冒頭の制定日、改定日の表記が不揃いだったものを揃えた。 

(2)末尾の寄付金表記が不揃いだったものを揃えた。 

２、誤字の修正 

・寄付金を頂いた方のお名前が間違っていたので訂正した。 

(辻村 賦 様 → 辻村 贇 様 と訂正) 

３、役員会の構成 

現行 改正案 事由等 

会則 

第20条 本会には次の役員をおく。 

   (1) 会長 1名 

      (2) 副会長 3名 

      (3) 理事 12名 

      (4) 監事 2名 

 

 

 

 

(3) 理事 12名から16名 

・会員数の増加 

・今後の事業展開 

・事務局の負担低減 

以上の事由により役員数に幅を持

たせて柔軟に対応できるようにし

たい 

 

４、十勝放射線技師会規程 第1条 

現行 改正案 事由等 

第1条 この規程は、会則各章並びに各条項の運

営を円滑にならしむために定めるものである。 

 

進める 

 

表現の一般化 

 

５、十勝放射線技師会規程 第3条(8)の3 

現行 改正案 事由等 

3 第1項、(2)～(6)の事例においては会員、会員

家族等からの申告をもってこれを実施する。 

(2)～(6)の事例においては当該会員、隣接

会員、会員家族等から会長又は事務局への申

告をもってこれを実施する。 

「当該」「隣接会員」を追記 

「会長又は事務局へ」と明記 

 

６、十勝放射線技師会規程 第4条 

現行 改正案 事由等 

第 4 条 この規程第 3 条に実施を円滑ならしめ

るため、事例の発生した時は隣接会員又

は第一報を得た会員は速やかに会長又

は事務局に連絡すると共にその指示を

受けること。 

全文削除 記載内容は上記５の提案による第 3

条（8）の 3 への追記で網羅され、重

複するため 

 

７、上記提案による条文等の削除があった場合に番号の繰り上げ及び整合性を取るための条文内の番号修正。 

 

８、平成 30 年度は慶弔関連及び表彰関連の規程を見直すため規約改正委員会を立ち上げて幅広く意見収集を行い、

次回第73回総会で提案したい。 
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■第５号議案■■■■■■■■■■ 

平成30年度事業計画 

１、活動方針 

平成30年度は恒例の4事業に関して他の大きな事業

と重ならないように日程を計りながら企画運営して参

りたいと考えています。 

会員立ち上げ勉強会に関しては平成29年度同様、多

くの勉強会が企画されることを期待します。 

放射線技術学会北海道支部とは学術面で講演ライブ

ラリーを利用した講師派遣などで連携を深めます。 

会員への情報提供については引き続きe-mailやSNS

等を積極的に用います。 

今年度は北海道放射線技師会杯親睦野球大会が苫小

牧支部の主管で行われますので他支部会員との交流に

向けて十勝からも多くの方に参加していただくよう働

きかけます。 

十勝管内の技師会未入会または退会された仲間たち

とは積極的に交流を持ち、技師会入会促進への努力を継

続します。 

平成28・29年度に開催しました業務拡大に伴う統一

講習会ですが平成30年度の開催に関しては会員へのリ

サーチを行い、開催の是非を問いたいと考えています。 

本日は今後の会運営において皆様からの積極的なご

意見やご要望をお聞かせいただければと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２、平成30年度事業計画（案） 

3月24日(土) 第72回十勝放射線技師会定期総会 

特別講演会 

5月19日(土) 一般社団法人北海道放射線技師会 

第72回学術講演会(札幌) 

5月20日(日)  一般社団法人北海道放射線技師会 

第74回定期総会 

7月07日(土) 第26回十勝画像セミナー 

7月15日(日) 一般社団法人北海道放射線技師会

杯野球大会(苫小牧支部主管) 

9月21~23(金~日)日本診療放射線技師学術大会 

(山口県) 

10月20~21日(土･日)平成30年度日本診療放射線 

  技師会北海道地域学術大会 

11月17日(土) 十勝放射線技師会秋季研修会 

01月12日(土) 一般社団法人北海道放射線技師会

支部代表者会議(3名出席予定) 

01月19日(土) 十勝放射線技師会新年交礼会 

 

 

※第73回十勝放射線技師会定期総会(予定) 

平成31年3月23日(土) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

■第６号議案■■■■■■■■■■ 

１、一般会計
収入

項目 予算額 前年予算額 増減 備考

前年度繰越金 170,226 285,623 -115,397

平成30年度年会費 501,000 465,000 36,000 3,000円×167名

過年度年会費 36,000 33,000 3,000 12名(H28年3名、H29年9名)

支部助成金 60,000 60,000 0

雑収入 0 0 0

急病センター運営資金 120,000 120,000 0 H29年度分

野球部助成金繰越金 75,000 0 75,000 H29年度支出からH30年に繰越し

利息 0 0 0

合計 962,226 963,623 -1,397

支出

項目 予算額 前年予算額 増減 前年決算額 備考

事務通信費 90,000 90,000 0 94,707

会議費 30,000 30,000 0 26,269

役員行動費 50,000 40,000 10,000 48,002 札幌宿泊費高騰のため

慶弔費 100,000 100,000 0 102,130

備品費 20,000 20,000 0 20,000

委員会費 5,000 10,000 -5,000 1,088

総会費 60,000 60,000 0 14,566

画像セミナー 80,000 80,000 0 132,211

秋季研修会 80,000 80,000 0 48,801

新年交礼会 30,000 30,000 0 28,342

特別事業積立金 20,000 20,000 0 20,000

ゴルフ部助成金 5,000 30,000 -25,000 30,000

野球部助成金 150,000 75,000 75,000 75,000 H30年大会遠征補助

会員勉強会支援 30,000 20,000 10,000 26,782

予備費 212,226 278,623 -66,397 0

合計 962,226 963,623 -1,397 667,898

２、特別事業積立金
前年度繰越金 284,854

平成30年度積立金 20,000

合計 304,854

３、備品積立費
前年度繰越金 86,675

平成30年度積立金 20,000

合計 106,675

４、顕彰基金
前年度繰越金 548,509

合計 548,509

平成30年度予算（案）
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■第７号議案■■■■■■■■■■ 

平成30年度帯広市休日夜間急病センター出向案 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

01日 自宅会員 03日 自宅会員 03日 自宅会員 01日 自宅会員 05日 自宅会員 02日 宏明館 

08日 自宅会員 04日 自宅会員 10日 北斗 08日 開西 11日 黒澤 09日 自宅会員 

15日 自宅会員 05日 自宅会員 17日 自宅会員 15日 西2条 12日 自宅会員 16日 協立 

22日 協立 06日 自宅会員 24日 宏明館 16日 自宅会員 19日 自宅会員 17日 自宅会員 

29日 自宅会員 13日 自宅会員   22日 いけだ 26日 自宅会員 23日 自宅会員 

30日 開西 20日 第一   29日 厚生   24日 自宅会員 

  27日 黒澤       30日 自宅会員 

 

 

■第８号議案■■■■■■■■■■ 

その他（報告事項、意見、要望など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議長退席 

 

■役員改選 

 

■閉会の辞 

 


