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第 11 回定期総会について 

一般社団法人 沖縄県言語聴覚士会会員の皆様 

平素よりお世話になっております。沖縄県言語聴覚士会事務局の玉城です。先日は会員の皆様の

ご協力ありがとうございました。 

当日参加者（ZOOM含む） ：15名 

書面評決状（電子提出含む）：127名 

合計 142名 

による意思決定が行われ、無事総会が成立しました事をご報告いたします。 

今年度は ZOOM や対面を含めたハイブリッド型での研修会や講座も予定しております。また、

諸手続きも出来る限りオンライン化を図り、携帯電話から直接申し込める方法等検討してまいり

ます。会員の皆様、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

一般社団法人 沖縄県言語聴覚士会 

事務局 玉城 亮 

 

  

理事会議事録（4 月） 

令和４年 4 月 14日（木） 

出席者：久志、玉城（亮）、大濱、崎原（盛）、崎原（寿） 

大城、當山、宮城、伊禮、玉城（慶） 

 

 【報告事項】 

 

1. 学術局から 

7/5ミーティング行いました。基礎講座 2コマ、専門講座 1コマ、小児が少ないので小児の専門

講座を行ってはどうか。小児の方々へ聞き取りしながら進めていく予定。小児のﾒﾝﾊﾞｰを確認した

いので事務局より名簿お願いしたい。また委員が少ないので委員の案内もかけていきたい。学術

のデータをクラウド管理しているが、容量がいっぱいになっているので今後dropbox等使用して

いく予定。 

2. 社会局から 

9 月～12 月分のことのはを作成して HP へアップしています。1 月～3 月分も随時更新してい

く。 

3. 事務局から 

協会より宮城県言語聴覚士会会長より「正しい構音と発音 臨床音声学の理論と実際」崎濱健治

先生著書の復刻版の寄贈がありました。県士会 HPで県内 ST向けに必要な方へ案内していく。 



・会長より 

日本言語聴覚士協会２０周年式典に参加してきました。来賓あいさつが主で懇親会もなし。参加

都道府県は少なく１２県。前福岡県士会佐藤会長の表彰もあり。日帰りで会長参加しました。 

4. 各委員会から 

◎地推会 

3/28 ミーティングを行い、今年度の活動と配置についての確認をした。今年度は人材育成も検

討し研修会を予定している。県士会は８月に基礎講座、１１月に専門講座、R5年２月症例検討会、

３月新人研修を予定している。学術とも調整しながら開催日時を検討する。 

◎失語症者向け意思疎通支援事業委員会 

令和３年度会計報告。研修を実施し 2,138,977 円使用した。次年度も県の予算同額調整できそ

うなので次年度も実施していく予定。4/11 県担当者と久志会長と次年度の計画について話し合

いして、今月中には県と委託契約予定。県担当者より令和５年度からは派遣事業も実施して欲し

いとの依頼あり。事務局の設置や運営費の管理等も検討していく。他県（佐賀県）で開催してい

る方法などについて情報収集し進めていきたい。今年度は養成講座２期生とサロンの実施も進め

たい。いきがいクリエーションがサポートして頂ける返事をもらったので実施に向けて委員（糸

満さん）を中心に進めたい。委員のﾒﾝﾊﾞｰも募集していきたいので総会で案内予定。 

5. その他 

・各種文書報告（宮城） 

特になし。 

・沖リ専協からの報告 

3/23理事会あり。研修報告あり飯島先生の研修会で 69名参加有り。次年度もリ専協の県事業を受

託予定。次年度も理事の継続確認あり。 

 

【議題】 

・2021 年度、第 11 回総会について 

（開催日、開催方法、開催場所等について） 

昨年の総会同様沖リハ学院でオンライン開催したい。理事は学院で参加予定。前回は金曜日の夜

に開催した。開催日については、平日夜より土日どちらかの昼間でもいいのではないか。開催日

は 6/19 日第三日曜日、第二案は 6/26 日第四日曜日。全国学会が 6/24.25 新潟大会。総会資料の

作成を５月中に終わらせて発送までスケジューリングを行い、会員へ書面評決の提出を早めに依

頼していく。 

・監事の任期満了に伴う変更について 

前財務局担当だった安谷屋さんはどうか？直接連絡し依頼していく。 

その他 

各担当部局の委員会について募集をどうするか？学院の卒業生で参加したい方がいるので振り分



けながら配置したい。歯科 SUN 会議や JRAT の委員なども振り分けていきたい。令和５年度の理事

改選までに理事の増員を検討しながら組織化を行い委員の配置を決めていきたい。離島圏域の ST

についても情報収集し活動している ST と連絡し離島での研修なども含めて取り組めるようにした

い。 

会員数：274名 [2022/4現在]（新規：1名、変更：0名、退会：2名、休会 1名） 

次回の理事会 日時： 2022年 5 月 12日（木） 19：00～ 場所：On Line Meeting 

 

 

理事会議事録（5 月） 

 

令和４年 5月 12日（木） 

出席者：久志、玉城（亮）、崎原（寿）大城、當山、宮城、伊禮 

記録：宮城 

 

 

【報告事項】 

 

1. 学術局から 

総会用資料にて令和 4年度の事業計画を確認。 

2. 事務局から 

・先月、保育士向けの出前講座の依頼があり、小児分野に携わる渡邊先生に講師を依頼し開催さ

れる。 

・今年度は監事の改選があるため、HP に告示をする必要がある。対応については立和名理事と調

整。 

・財務より監査の終了報告あり。それに伴い法人税額も決定する為、宮城理事より顧問税理士に

納税通知書等を郵送する。監査資料については郵送で玉城事務局長あてに送付。 

3. 各委員会から 

◎地推会 

 ・議題参照(地推会人材バンク登録要件の見直しについて) 

◎失語症者向け意思疎通支援事業委員会 ◎こども委員会 

 特になし 

 

 

 

 



4. その他 

・各種文書報告（宮城） 

① 「嚥下造影検査を実施する言語聴覚士の放射線防護に関する知識と実践レベル」に関する実態

調査 

国際医療福祉大学大学院の吉田先生より嚥下造影検査に関するアンケートの協力依頼あり。アン

ケートは web 上にて行われ、フォーム冒頭に調査への同意を求められ、同意のあった者だけが調

査対象者となる。 

協議の結果、全会一致にて承認されその後の対応については宮城理事が担当し、会員への周知に

ついては事務局と調整する。 

②令和 4年度沖縄県功労者表彰候補者の推薦について(依頼) 

 現時点では推薦者なし。 

・沖リ専協からの報告 

 今年度は理事・監事の任期満了に伴う選挙があるため選挙管理委員会を設置。代議員は崎原理

事で継続。理事は照屋さん及び玉城副会長、選挙管理委員は大浜副会長。６/２２(水)に代議員会

の開催予定。  

 

 

【議題】 

・ST フェアの開催について 

 ST フェアの開催に伴い言語聴覚士の情報発信を目的に支援金が支給されるが、今年度は当士会

も支給される予定。支援金に活用方法について協議。以下案を列挙するが、現状の新型コロナウ

イルス感染症のまん延状況等から非接触型を念頭に協議した。 

①公共交通機関を利用した広告 

②新聞広告 

③大型施設のブース借用 

④SNSを利用した情報発信 

・地推会人材バンク登録要件の見直しについて 

 人材の確保の観点から登録要件を緩和することとなり、登録要件の見直しについて全会一致で

承認。要件については「人材バンクＳＴ登録要件」を参照。 

・第 13回訪問リハ・地域リーダー会議の参加依頼について 

 会議の日程は 5/21(土)、13：00～17：50、久志会長が参加予定。 

 

会員数：274名 [2022/5現在]（新規：1名、変更：1名、退会：1名、休会 1名） 

次回の理事会 日時： 2022年 6 月 9日（木） 19：00～ 

 



 

理事会議事録（６月） 

 

令和４年６月９日（木） 

出席者：久志、玉城（亮）、大濱、崎原（盛）、崎原（寿） 

大城、當山、宮城、伊禮、玉城（慶） 

記録：宮城 

 

【報告事項】 

 

1. 学術局から 

局員の編成及び講座の日程について報告。基礎講座は 8/28(日)の予定を 9/11(日)に変更。また、

会場についても調整する必要あるため学院に打診する。 

2. 社会局から 

特になし 

3. 事務局から 

PT 協会より地域アドバイザリー事業及び多職種コンソーシアム研修についての案内あり。士会の

賛助会員の更新の依頼が 1件あり。今月開催の総会資料については明日会員へ発送予定。 

4. 各委員会から 

◎地推会 

 研修会について定例会での審議事項報告。今年度は単独で初期研修を実施し、その実績を基に

年度後半で導入研修を実施したい。参加人数を考慮し、単独開催が厳しければ学術と共同開催を

依頼したい。 

◎失語症者向け意思疎通支援事業委員会 

これから令和 4 年度の事業契約を行う予定。県で決済が下り次第 7 月末～講座は開催予定。定員

は 10名で契約時期によっては募集期間の変更ある。 

5. その他 

・各種文書報告（宮城） 

 ・沖リ専協からの報告 

6/29(水)19 時より総会開催予定。士会より久志会長、玉城副会長、崎原理事、リ専協理事の照屋

さん参加予定。各士会より研修担当者の派遣依頼あり。士会より候補者 2名に依頼する。 

 

【議題】 

・9/1言語聴覚の日について協議決定事項 

取組内容；小児分野 



広報関連：広告については YouTube等 SNSの利用も検討。 

開催方法：現在のコロナの感染状況を踏まえると現地と on-line でのハイブリッド方式が望まし

い。 

形式等：基本的には一般向けの講演会等。 

・6月開催の県士会総会についての最終確認。 

  

会員数：名 [2022/現在]（新規：名、変更：名、退会：名）※カッコ内は含めない人数です。 

次回の理事会 日時： 2022年 7 月 14日（木） 19：00～ 場所：On Line Meeting 

 

 

理事会議事録（7 月） 

 

令和４年 7月 14日（木） 

出席者：久志、玉城（亮）、崎原（盛）、崎原（寿） 

立和名、大城、當山、宮城、伊禮、玉城（慶） 

記録：宮城 

 

 

【報告事項】 

 

1. 学術局 

・総会にて議案承認を踏まえての報告 

議案承認後、基礎講座の申請依頼を今週中には実施予定。また、11 月の専門講座に関しては小児

分野を検討。講師依頼については現在協会に問い合わせ中。対象は ST 以外の教育や障害福祉サー

ビス担当者等。運営に関しては on-line に関する機器操作等を局員全員で対応できるよう原則全

員参加とする。 

2. 社会局 

特になし 

3. 事務局 

総会後に法務局にて登記申請済み。また、変更届が多数提出されていたたので、最新の会員名簿

を作成済み。 

4. 各委員会 

◎地推会 

 特になし 

 



◎失語症者向け意思疎通支援事業委員会 

 今年度の講座開始に向けての報告。現在定員 10 名枠に 5 名の申込。引続き募集継続する。また、

講師の集いが 7/23(土)に開催予定で、崎原理事含め 3名出席予定。 

5. その他 

・沖リ専協からの報告 

6/29(水)開催の総会の終了報告。議案についてはすべて承認され、今年度の予算や役員等の変更

に伴う役割等の編成を行っていく。同時に研修会も開催予定で士会員より長嶺さん(池田苑所属)、

上原さん(宜野湾記念病院)の 2名が研修担当者として参加予定。 

・春季都道府県士会会長会議の参加報告  

 各部局より今年度予定している事業等について報告。また、主な協議内容について、規定規則

の改変や協会員と各県士会の統一について挙がった。また、新潟県にて開催された学会報告(現地

参加：680名 on-line参加：2109名 次回開催：愛媛県(ハイブリッド開催予定) 開催予定)。 

 

【議題】 

・言語聴覚の日(9/1)に関する取組について 

 直近でコロナ感染者が急増していることを受け、現地開催は困難。会場候補地も 10 月がすべて

押さえられていることを踏まえ、on-line 開催を念頭に取組を行っていく。また、他部局の事業

と重なることを避け、12 月中旬にて開催予定。前回理事会より講演会形式との決定から講師の依

頼必要。参加理事より 3 名の候補者推薦があり、開催日を踏まえ打診していく。また、断られる

ことも踏まえて来月の理事会までに他の候補者の推薦を報告。 

 

会員数：274名 [2022/7現在]（新規：0名、変更：7名、退会：0名、休会 1名） 

次回の理事会 日時： 2022年 8 月 18日（木）※旧盆につき第 3木曜 19：00～  

場所：On Line Meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



県士会より会員の皆様へ 

 

❀事務局より❀ 

✧✦会費納入のお願い✦✧ 

<年会費> 

正会員 5,000 円 《言語聴覚士有資格者》 

準会員 1,000 円 《言語聴覚障害・発達障害領域に関わる関連職種の方、学生》 

振り込み先：下記のいずれかにお振込みください。 

琉球銀行  

与那原支店６０１ 普通 口座番号：５７８５９６ 

加入者名：沖縄県言語聴覚士会 

沖縄銀行 

 与那原支店２０２ 普通 口座番号：１５９９７２３ 

加入者名：沖縄県言語聴覚士会 

<送付先> 

一般社団法人沖縄県言語聴覚士会 

〒901-2424 

住所 沖縄県中城村南上原 365－13 kid’s ディ あうる内 

e-mail  jimu@st-okinawa.org 

FAX 098－901-4557 

 

 

✧✦メーリングに関するお願い✦✧ 

現在、研修会や勉強会の案内、県内 ST への協力依頼や求人情報等をメーリングにて会員の皆様

へ配信しています。ですが、メールアドレスの変更やメールの受信設定により、運営理事より送

信したメールが会員の皆様のところに届かず、宛先不明で返信されるケースが出てきています。

お手数ですが氏名・職場名を明記し、下記のアドレスまで変更の連絡をお願いします。また、所

属や氏名（女性）の変更についても、ホームページより変更届けをダウンロードして頂き、下記

への連絡をお願い致します。 

jimu@st-okinawa.org 

メールでの配信に伴い、現在県士会に登録しているメールアドレスが携帯電話の方は、資料のデ

ータ容量が大きい為に見ることができない可能性があります。その為、パソコンのメールアドレ

ス取得をお願いしたいと思います。氏名、職場を明記していただき、同上のアドレスへの送信を

宜しくお願い致します。ご多忙な事とは存じますが、御協力の程宜しくお願い致します。 

 



✧✦確認のお願い✦✧ 

沖縄県言語聴覚士会のスムーズな運営を図っていく為に、御協力をお願い致します。 

・県士会からのメールが届いているかの確認 

（届かない方は、県士会への連絡や受信設定の確認等をお願い致します。） 

・年会費は納入しているか 

（周りに未納の方がいらっしゃいましたら、声かけの方を宜しくお願いします。） 

・変更届け 

(所属や名前の変更時に、ホームページよりダウンロードして届け出をお願いします。) 

・県士会のホームページの確認 

（勉強会や研修会の案内、県内外のＳＴの動向等、様々な情報が掲載されています。） 

 

 

❀社会局より❀ 

✧✦社会局部員募集中です✦✧ 

主に「ことのは」の発刊作業、ST フェアの開催などです。 

興味のある方は下記アドレスまで連絡ください。 

社会局 <shakaikyoku@ml.st-okinawa.org> 

 

 

―発行先― 

発行元：沖縄県言語聴覚士会 社会局 

編集人：社会局委員 

     県士会メールアドレス：http://st.okinawa.org 


