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ા̤̫ͥࣴͅȆഢുထཡϋσΗϋΠমྩਫ਼ŉŶŮŢůġŘŰųŬŴయນ
ၑڠၷ༹আȆలĲਅמۯၑ৪ȁ܊ாȁࢼং
̜͑ઍࣅᅬᆒၔ͒҇щഝඑќьѼлр̞̝ࣞᅬᆒၔડѣ௱ޫڱൌсࢨѥҁҀඩќ̝ంєџ௱
ڱѝьћઍࣅဲ्ခჿсධჭъҁҀѽлѠџјћтѳьє̞ઍࣅᅬᆒၔѣბޱџซࡠѤзѿѳ
ѐ҈с̝ൿษѠॹнѥ̝̈́ຌфఘ̴ѭѣᅬᆒၔ̈́ѝюҁѥஜьᅬݷќтҀѝપйѳю̞ઍࣅဲ्
ခჿќຌфಕჸ௱Ѥ̝ઍࣅ̝ڮߊ۹ౡࠊᅬଅ̝۹ౡࠊᅬଅсଘѝџѿ̝ڋ۹ౡݶۀښѹ௱
୳ાџўѣઍࣅဲ्ߋຍсืގъҁћйѳю̞ઍࣅဲ्ߋຍѣଘჭษѤ̝͑ᇖຌॊѝᇖຌࠅࢪѠ
࠙ᇍюҀ्ௐޕѣᄬၼѝ̝ᇖຌଅѣ्ѣဲૐഄక̝џѾѨѠશѣষѠ࠴ᄮюҀшѝѠз
Ҁ͒ѝ̝໙ႏઍࣅ۹ౡݶѣ͑ઍࣅဲ्ಕჸ௱ѣᆞᅬફఖ͒Ѡпйћბࡌъҁћйѳю̞шѣઍ
ࣅဲ्ߋຍѠўѣѽлѠ࠙ᄮьћйцѥѽйѣр̝໙ႏᅬᆒၔડࢥݶઍࣅᅬᆒၔჸ҇ඩ
ѝьћ̝ᇮь৾йс৫҄ҁћйҀђлќю̞ࢺႴзҀၒѤ̝ઍࣅᅬᆒၔჸѠ๏ᇪьћѴћф
ѕъй̞
̜ъћ̝шшќҢҗҭќю̞ઍࣅဲ्ခჿќౡઍౖѣค݁҇தфѝьћჵ൏ѝъҁћйҀ૱ྐྵс
зѿѳю̞ђҁѤџ҈ќьѼлр̤̤
̜န3:๘ࣅჄ૱ྐྵౡࢴͅౡᇖຌஷྴ͆ѠѽҀѝ̝ѠࡎہюҀ૱ྐྵѣᄄ96ͮ
)6-162ॊ*сੇౖޕਏ෬ќзѿ̴̝ݫсຌйћйҀဲ्۹ౡࣅќѣౡс2-6:4ॊ)ࣅଠѣᄄϪ߇
*ѝџјћйѳю̞
̜нѤ ̈́
ਏ෬̈́ќю̞
̜Ѥ̝ࣅଠѣඩќᅬᆒၔડсຌфဲ्۹ౡࣅќѣਏ෬ౡॊిѕцс̴ഄ݈ьћйѳ
ю̞ਘঞ̝ઍࣅᅬᆒၔ҇ืގюҀѠзєѿ̝ѴџъѳсຌйћйҀ௱ѣࢴ҇ރಸь̝ݑ
҇юшѝсᅆѝџјћтѳю̞ຌйћйҀࠈধન̝ݵধડѣ҇ෑйћѴћфѕъй̞тј
ѝ̝ਏ෬џўതфѣჵ൏҇၏нћйҀѝપйѳю̞ݵѣӅӦһѤ̝န36Ѡౡᇖຌஷсރ
ผьє͑௱ѠпцҀਏ෬ᄬၼവ੫ફఖ͒҇ྌڵьћйєѕтєйѝપйѳю̞
̜ઍࣅᅬᆒၔѤ̝ਏ෬ѣണѠ̝ॣшѿ̝ӔҲӏӝҶҢҪӦҼӠ̷ӓѣઍࣅဲ्ќѣݢ൏Ѡവ
ьћߋᄇќтҀѝપйѳю̞
̜ъћ̝Ѵџъ҈ࢺႴсᄞйћтѳьєр̤
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第９回 写真コンテスト
写真コンテスト 作品募集
第９回
作品募集
滋賀県理学療法士会厚生部では、第９回写真コンテストを開催し、会員の皆様からの作
品を大募集致します。多数のご応募をお待ちしております！
◆応募期間
2019年４月15日（月）〜2019年６月22日（土）

◆テーマ
【自由テーマ】
特にテーマを設けていません。応募写真のテーマは自由ですので、気軽にご応募ください。ご
応募いただく作品には、必ず題名をつけていただくことを条件とします。

◆各賞
グランプリ（１名）
厚生部長賞（１名）

準グランプリ（１名）
参加賞（入賞者以外）

優秀賞（５名） 士会長賞（１名）
【各賞ごとに副賞を用意しております。】

◆審査方法・審査発表
滋賀学会の会場（2019年６月30日：ニプロアイメップ）にて会員による投票で決定しま
す。審査結果は本人連絡および士会ニュースで発表します。

◆応募方法
デジカメ・スマートフォンなどで撮影したものを下記までお送りください。件名を 写真コン
テスト とし、①写真題名、②氏名、③所属、④連絡先を記入してください。
※ファイルサイズが極端に大きい場合は、必ず圧縮してからお送りください。
応募先：ptshiga̲kouseibu@yahoo.co.jp（ptshigaの後はアンダーバー）

◆注意事項
・応募は１人につき２点までとします。
・被写体の肖像権侵害等の責任は負いかねます。
・応募者本人が撮影し、すべての著作権を有している
ものに限ります。
・全応募作品の使用権は滋賀県理学療法士会に帰属し、
広報活動を含めたポスター展示・出版物等へ無償で
使用させていただきます。
・公共性にそぐわないもの・不鮮明なもの等は、応募
されても無効とします。

第８回 写真コンテスト グランプリ作品
【朝焼けが映るびわ湖畔】

お問い合わせ先：東近江市蒲生医療センター
リハビリテーション科 奥田
TEL：0748-55-1175（代表）
滋賀県理学療法士会
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新入会員歓迎会のご案内
今年も恒例の新人歓迎会を開催致します。この春、滋賀県理学療法士会へ入会されました新人理学療法士
の方ならびに既存会員の方々、是非お誘い合わせの上ご参加の程よろしくお願い致します。
日
会
会

時：2019年６月16日（日） 17：00〜19：30
※新人研修会終了時刻により歓迎会開始時刻が早まる可能性があります。
場：ホテルピアザびわ湖 ６階 クリスタルルーム
費：新入会員 無料
既存会員 3000円

γΞσάͺΎ͍ͩ

交流会も兼ねていますので、
既存会員の方々も是非参加してください！

【各施設の代表者様へのお願い】
平素より士会活動にご尽力いただきありがとうございます。この春より新人理学療法士が入職されました
施設におきましては、新人の方々へ歓迎会参加申し込みのご案内をよろしくお願い致します。
申し込み方法：第１回新人研修会の申し込みと併せて生涯学習部宛に専用FAX用紙（生涯学習部より各施
設へ送付）でお申し込みください。歓迎会のみ参加の方は、厚生部宛にE-mailにてお申し込
みください。歓迎会への申し込みは、どちらか一方でかまいません。
申 し 込 み 先 ： FAX番号：０７４９−４６−２３１３（滋賀医療技術専門学校 川崎宛）
E-mail ptshiga̲kouseibu@yahoo.co.jp（厚生部宛：歓迎会のみ参加の方）
※厚生部宛Ｅ-mailでお申し込みの場合、件名は 新人歓迎会申込み とし、①氏名、
②所属、③連絡先、④送迎バス（帰りのみ）利用の有無の４項目を必ず明記してく
ださい。
・歓迎会終了後、大津駅までの送迎バスを手配しています。ご希望の方は、
申し込み時に明記してください。
・飲酒運転は厳禁です。
・飲酒されない方のお車でのご来場は、ホテルピアザびわ湖地下駐車場
および隣接するびわ湖ホール駐車場をご利用ください。歓迎会に参加
される方のみ４時間の駐車券サービスがあります。歓迎会終了後にフ
ロントへお越しください。
・前日および当日キャンセルについては、キャンセル料が発生しますの
でご注意ください。
ಛ৬ાմඤ

お問い合わせ先：
東近江市蒲生医療センター
リハビリテーション科 奥田
TEL：0748−55−1175（代表）
厚生部
ौා͈૧૽ࠞۥٛ໓ࠊ
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厚生部

公募事業募集のご案内

今年も厚生事業を会員各位より募集し、厚生部から事業運営費を援助させていただきます。以
前からこんな事をしてみたいと企画を温めておられた方、スポーツ大会の企画を考えておられる
方は是非ご応募ください。
◆申し込み方法
氏名・所属・連絡先・簡単な事業内容（企画案・予算案など）を明記して、 公募事業申し
込み の件名で下記アドレスまでE-mailにてお申し込みください。厚生部より折り返しご連絡
させていただきます。なお応募多数の場合は、厚生部で審査・決定いたしますのでご了承く
ださい。
厚生部受付E-mail：ptshiga̲kouseibu@yahoo.co.jp
◆募集期間：2019年４月１日〜2019年５月31日
◆お問い合わせ先：東近江市蒲生医療センター リハビリテーション科 奥田
TEL：0748-55-1175（代表）

本
【題名】

読みました！

医療法人社団

美松会

大

生田病院

日

祈 雄

̜шѣথѣଘఘѤ̝ౡѣᄉຽӁݛѝйлஜьཱུࣻџஆ

「また、同じ夢をみていた」 ѣથќю̞ђѣથѣশဟѤ͑ఘౡѝѤ̝̝̝̞͒ђ҈џཹஆс໋͑ъ҈͒
͑ҕӃҭӟъ҈͒
͑пѥзіѸ҈͒ѝᄼ̴џൊѣఘѝ࠙҄ѿџс
【著者名】
Ѿѣ൏ќзҀ͑ৃѐѝѤ݄р͒҇൸юথ̞й҂҈џఘ൦
住野 よる
ѝ࠙҄ѿ̝й҂҈џఘѣৃѐѠ௳ҁћйфඩќୟћтєڵљѣ
【出版社】
双葉社
нѤ̝͑൲рѣшѝ҇પјћйҀࠗсзҀшѝ͒
̞шҁѤ̝ѝћ
ѷวџшѝќзҀѝપй̝ྌѠࢸ҇ബєҁҀѷѣсзѿѳь
є̞ઢѶѣၒѤ̝ѽф҄рѿѳѐ҈ќьєс਼̝ঞѠڵљѣথ
ѠॆѨљйћ̝ѝћѷო༭ф̝нъѐѾҁѳьє̞шѣѰрѠ
ѷй҂҈џजѣ͑ৃѐ͒с࿁ѣඩѠѤ๏юҀєѶ̝ў҈џఘ
ќѷ݄рћѤѳјћьѶҀђ҈џ࿁ќьє̞
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読みました！

大津市社会福祉事業団

並

河

孝

̜৹ᆽଅѣѤ̝єтѿѹඑஶѠभсјћйфਙјє

「転倒予防のすべてがわかる本」 ૉইќзѿ̝ݵধॶќѤൌџӝҬҢѣڵљќзҀ̞ьр
ь̝ૉই҇фюєѶѠౡߋཨࢶ҇ژѶєѿ̝ຍ҇ॻю
【著者名】
ҀѽлќѤڞႴсџй̞ђѣзєѿѣьъс̴ݫѠѝјћ
松本 健史
ѳьйќзҀ̞රଅѤ࢝๓࿓ᄮଆჿएѠзҀ൳ঞશܥ
【出版社】
講談社
ඇ࣍ჄঞѠඒڱќລᅶь̝৭ߋܐຍъҁћйҀᅬᆒၔડ
ќзҀ̞шѣႏѤౡߋӝӂӆӝಕჸݍѝьћ̝ݵধ௱ষцѕ
цќџфڵཥધჂѠѷிݵќтҀфѾй҄рѿڠфрҁћ
йҀ̞৹ᆽଅсਓಇьѹюйѹ९ہѳќ҇җӜҬһѿ
ќிݵъҁћйҀ̞ђѣඩќࢺႴఇйѣѤ̝Ѩђлџ৹ᆽ
ଅѣ।ခцၒќзҀ̞ݵধॶќರъҁћйҀᅬᆒၔડ
ќзҀсѻнѠѠрҁћйћᅀౖсзҀ̞।ခцҀ
ΦޱΦᄬၼള೧ѝऌᇊӊӠңӜӓѠभчѾҁҀѽлѠр
ҁћйҀ̞९ہѠ݁ࣗᆜѣค݁҇ઢѶ 7 љѣ९ہсчѾ
ҁћйҀ̞ђѣڵљѠഒ࠙ಊѣໍౖѣค݁сзѿ̝ໍౖ
ѣ।ၒрѾള೧ѳќලѠрҁћйҀ̞ࡀѣค݁ќѤ̝
ޱюҀѣѠӑӞҴҲҬҢҹҬһѝӈҔӦҢҪӚҽӞӝ̷Ҵ
ҹҬһсҗӜҬһѿќிݵъҁ̝࠱୯ඐѳќрҁћйҀ̞
ѠӏҺҖҗӔ̷ҫѣҴҚҶҢсிݵъҁћйҀ̞ခѣຍ
т҇ࢽќۮьћ̝ခсૐјћйҀҗӔ̷ҫѣяҁ҇ޱь̝
ଳюҀшѝсᇊѠџјћйҀ̞රଅѣൕќѣതфѣफ
६рѾѣਫсъҁћйҀ̞шѣѽлѠᄬၼѣӐҗӦ
һѤ̝ളᆜѣڦૐѝьџйളњфѿсൌಃѝୡѮћйҀ̞
ђѣണ̝ࠅࢪњфѿ̡શᅀ̡࣮ളњфѿѝഘф̞ࢺႴѣ
зҀၒѤྌщڵ݁ъй̞
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ࠣᆅଞʥʛʠˇĜʇɈۿᅙާɅȾȞɀĪ୭ᅟī
ٛ ಿȁ܊ȁࢫ

ȁ֥͈ٛٯအ̤̥̱͉ͦ̀͘ͅȂ̳̳̮͘͘ୄટ͈̭̤͍͂͂ܔ૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁ̯̀Ȃड߃Ȃ૧ڠپਠΏΑΞθ͈൵ව͞Ȃႉਠ̭̳̓̈́͂ͥͅ۾Ȃુͅਹါ̈́ૂ༭̦
ఉ̧̩̤̳̈́̽̀̀ͤ͘ȃ̹͘ఈ౬ఘȂ࣐ଽ̥̈́̓ͣ͜ఉ̩͈ૂ༭̦ڎ൚ၑম͞মྩޫͣͅ
̧̤̳̦ͦ̀̀ͤ͘ȂΗͼθςȜͅٯအ̤ͅഥ̵̢̳̦̮̰̞ͥͭ͘ȃ̷̭́ٯအͅ௸̥͞
ͅૂ༭̩̞̱̀ރΏΑΞθ͈ࢹಃ̦̹̱̤ͤ̀̽̈́͂͘ྩݢȃौාഽྎͅڎঔ୭͈యນ͈༷͂
ু֥͈༷ٛͅιȜσͺΡτΑ͈̳̞ͥܐ̤ͬރͬັ̱ȂιȜσͺΡτΑ͈ഴͬ
̱̞̭̜̳̀ͥ͂ͧ́ͤ͘ȃ̦ା̞ষలဥٳই̳ͥထ̳́ȃ൚࿂͉ιȜσΕέΠ͈Ńńń
͈ܥෝͬঀ̞ౙ༷͈࢜́ဥ̳ͥͅထ̳́ȃ༐̯̹ͦાࣣ͉মྩޫͅ༐̳ͤ͘ȃٯအ͂̽ͅ
̀ခဥ̈́ૂ༭͜ఉତ̜̥ͥ͂এ̞̳͘ȃڎঔ୭ˍͺΡτΑոષഴ̧̱̞̹̺̀Ȃ࣐໐֥͂ٛ
͈ٯအ͈͂ྟ̈́ηνΣΉȜΏοϋ̦̠৾ͦͥ͢ͅା̧̱̞̹̞̀͂ం̲̳͘ȃ̹͘ͺΡτΑ
̮ͬഴ̯̹ͦయນ৪͈༷̮͉̱̥̀ͦ͘ͅ࿂ു̥͉͂ం̲̳̦͘ඤယ͈ਔͬܲঔ୭͈ΑΗ
Λέ̧̱̞̹̺̳̠̤̞̀͘͢ͅܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ

৽̈́ঀဥ̈́࿒എ͉ո̳̤͈́ͤ͂ئȃ
૧૽ίυΈρθ͚ͬ܄ڠپਠΏΑΞθ͈ૂ༭ރ
ڎਅࡄਘٛȂͼαϋΠ൝͈̮մඤ
ၷ༭ਫȂٚࢌ༭ਫ̳ͥͅ۾Ȃૂ༭ރ
बٺশ͈հ๛ږ
ུၑڠၷ༹আފٛȂ࣐ଽ̥͈̈́̓ͣȂմඤ
মྩ̧൝͈Ⴒ၁
൝

ဥٳই
ĵಎ்͓̩̞̈́ͥͅٳ́ٴই

ഴ༹༷
ȁഴ༹༷̞͉̳̾̀́ͅͅڎঔ୭อफ͙̳́ȃ̺̮͘༐̞̹̺̞̞̞̀̈́ঔ୭̦̜ͤ
̱̹ͣ͘ঢ̮ݢ༐̩̺̯̞ȃ̦එ̞̞̞̀̈́̈́̓ະ̦̮̰̞̱̹ͣ͘মྩޫ̤ͅ࿚
̵̞ࣣ̩̺̯̞ͩȃūŪŮŶŬźŰŬŶŁŴũŪŨŢĮűŵįŰųįūű
ȁུΥΛΠχȜ·ؾ൱̜̹ͤͅȂ͈ݰআ֥ٛιȜςϋΈςΑΠ͉গ̱̳͘ȃ
ܗତ͈ဍ͉ޭႁઁ̩̳̭̈́ͥ͂́ȂȂտు͈୯࢘ܢ͜ضఞ̱̞̳̀͘ȃ
̮ၑٜȂ̮ފႁ͈Ȃة̱̩̤̞ͧ͢ܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ
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３月分
○会員数名 1,026 名（2019 年２月 25 日）
○賛助会員 ５社

会員権利停止について
2019 年３月 31 日までにお支払いがなかった場合は、原則、会員としての資格を喪失し退会 ( 非会員 )
の取扱いとなります。ただし、2019 年 6 月末日までに会費納入があった場合は、納入が確認できた時
点より会員権利を復活いたします。
その場合、本会では４月１日から納入が確認できるまでの間は、以下に記載する権利を停止します。
・役員、代議員及び分科学会運営幹事の選挙権・被選挙権
・研修会・学術大会等への申込および参加
・生涯学習ポイントの付与
・認定・専門理学療法士の認定
・会報誌・学術誌の発送
・各種メールマガジンの配信
・理学療法士賠償責任保険の全員加入・任意加入（新規および継続）
・会員としての演題登録
・学術誌への投稿・掲載（有料とさせていただきます）
・倫理審査申請
・研究助成の申請
・各種委員としての活動
・講師としてのご登壇 他
会費を納めていない会員がおられましたら、直ちに会費の納入をお願いいたします。

４月以降の各種申請について
休会申請
会費納入状況

2019/4/2 〜 6/30 の申請

2015/7/1 以降の申請（2019
年度まで入金済の方のみ）

2018 年度まで納入済

マイページから申請可能
ただし、入金済の 2019 年会費は
返金しない

マイページから申請可能

会費納入状況

2019/4/2 〜 6/30 の申請

2019/7/1 以降の申請

2018 年度まで納入済

マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
2019 年会費は【異動前士会】

異動申請（県外）

マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
（2019 年会費は納入済）

復会申請
会費納入状況

2019/4/2 〜 6/30 の申請

2019/7/1 以降の申請（休会
経過退会者以外）

2018 年度まで納入済

マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
2019 年度会費は【復会時の所属
士会】
※休会継続申請をしていなかった
会員の場合、申請受付は 5/31 ま
で（6 月末日までに納入がなけれ
ば休会経過退会とする）

マイページから申請可能
反映日は申請当日となる
2019 年度会費は【復会時の
所属士会】
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会費割引申請
会費納入状況

2019/4/2 〜 6/30 の申請

2019/7/1 以降の申請

2018 年度まで納入済

2019 年会費納入後、マイページ マイページから申請可能
から申請可能
2020 年会費に割引適用
2020 年会費に割引適用
（2019 年会費は納入済）

新卒者の入会について

入会金、会費について

皆様の施設、あるいは近隣の施設に新卒者が

新卒者の入会の場合（２年目以降は協会費の

おられましたら、日本理学療法士協会への入会

減額がなくなります）

をぜひおすすめください。近年は養成校にて協

入会金

5,000 円

協会費

会への入会について案内していただけないケー

士会費

9,000 円

合計

スも増えている様子です。日本理学療法士協会

２年目以降の協会費は 11,000 になります（士会

および各県士会は理学療法士の質の担保、市民

費と合わせて年 20,000 円）

5,000 円
19,000 円

への質の高い医療を提供するために教育活動を
行っております。理学療法士として一人前にな

問い合わせ先

るためには理学療法士協会へ登録することが各

〒 520-3201

免許保持者にとって最低限の努力であると考え

滋賀県理学療法士会事務局

湖南市下田 909-9
岩倉 浩司

ております。どうぞこの趣旨をご理解いただき、
問い合わせ

積極的に新卒者の勧誘を行っていただきたく存
じます。
入会方法について
協会ホームページ URL
or.jp/about/join/

http://www.japanpt.

をご参照の上、入会手続きを

行ってください。
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滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧
事務局

公文書発行

ūŪŮŶŬźŰŬŶŁŴũŪŨŢĮűŵįŰųįūűȁ൚ȇ܊ா
UFM;1859.89.1731āGBY;1859.89.1732
ɦ̤࿚̵̞ࣣͩ൝͉Ȃ̧́ͥࡠͤιȜσ̤̳̱̹̞̞͘ͅܐȃ
入会、異動、休会
։൲එ͉ފٛγȜθβȜΐȪζͼβȜΐȫષ̥࣐̠̭̞̳ͣ͂̈́̽̀͘ͅȃ
ũŵŵűĻİİŸŸŸįūŢűŢůűŵįŰųįūűİ
財務関係
ŬŢŪŬŦŪŁŴũŪŨŢĮűŵįŰųįūűȁ൚ȇসٖ֓ఱȁ܊ȁ෨ȁŕņōİŇłřȁ
ıĸĸĮĶĵĹĮĳķĸı
発送物関係

総務部

ųŦũŢŁŰŵŴŶįūųŤįŰųįūűȁ൚ȇఱೋলພ֭ȁςΧΫςΞȜΏοϋشȁ؈ന
୬ࣺอ൝̜ͦ͊Ȃྀ ĳĶ ̤́͘ͅ૭̱̩̺̯̞
୬ࣺ͙ͤอ͈อ୶͈อํս̵̞̤̩̺̯̞̾̀ͣ͜ͅ
Ȫ֥͈͙ٛȂ۾Ⴒ౬ఘࣺ̈́̓ȫȃ
ڎ໐͈মު͈ື̱̀͜ͅ۾อ͉̱̀ͅ۾ྩ໐̮̩̺̯̞ͅȃ
ホームページ原稿受付ȁ
൚ȇŬŰūŪůŁţŦŭŭŦįŴũŪŨŢĮŮŦťįŢŤįūűȁ൚ȇসٖ֓ఱȁ֔܊
γȜθβȜΐȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŴũŪŨŢĮűŵįŰųįūűȁȁȁ
士会ニュース原稿受付

広報部

ŴũŪŨŢűŵůŦŸŴŁźŢũŰŰįŤŰįūűȁ൚ȇၛࢿٖພ֭ȁ५ഞ
研修関係

研修部

ŴűŵŢįŬŦůŴũŶŁŨŮŢŪŭįŤŰŮȁ൚ȇ༗࠲֓ၷΓϋΗȜȁୄؖ
介護保険部
űŵŬŢŪŨŰũŰŬŦůůţŶŁźŢũŰŰįŤŰįūűȁ൚ȇڢಎ؇ພ֭ȁ૰५
診療報酬部
ųŦũŢţŪŭŪŁźŢŴŶĮũűįūűȁȁ൚ȇਛພ֭ȁఆ
ŕņōġĻġıĸĸĮĶĹĸĮĲĴĴĳȁŇłřġĻġıĸĸĮĶĹĸĮĶııĵ
生涯学習関係

生涯学習管理部

ŮĮŪŬŦźŢŁűŵĮŴŪįŢŪůŰįŢŤįūűȁ൚ȇসٖ֓ၷܿࢷڠȁ౻
ŕņōġıĸĵĺĮĵķĮĳĴĳĳ
厚生事業関係

厚生部

űŵŴũŪŨŢŠŬŰŶŴŦŪţŶŁźŢũŰŰįŤŰįūűġġ൚ȇ߃ࢺঌڿ֓ၷΓϋΗȜȁ؈ന
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編集後記
編集後記

新年度がスタートしました。
花粉症が猛威を振るい、涙にくしゃみに鼻水に忙しいですが、
フレッシュな新人さんたちに負けずに今年度も進んでいきたい
と思います。
今年度もよろしくお願いいたします。

IIIIIIIIIIIIIIIII
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