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所 感  
「組織人」 

 
会長 岡林正光 

 
私の勤務している病院で最近流行っているのはフリートークです。管理部も職員も

職場改善のために何が必要か、思っていることをそれぞれの立場で自由に発言してい

きます。当初は賃金や職制の問題が中心になっていましたが、回を重ねると人づくり

に話がまとまってきます。職員としての資質、管理者としての資質をいかに高めてい

くか、資質を高められる職場はどんな職場か。議論はまだまだ続きそうです。 
中には無駄な机上の論議と冷めた見方をする職員も居ますが、こんな議論の中で成長

する職員も居るのです。対話が人を育てると考えると、意外に無駄な会議は少ないも

のです。会議が多いと嘆かれるみなさん、ご自身の会議のあり方をもう一度見つめ直

してみませんか。 
本会も毎月の常務理事会、約２ヶ月に１回の理事会、三役に至ってはその倍の会議

を開催しています。発言の多い人少ない人と様々ですが、同一方向に向かって力を発

揮できれば会としては成功でしょう。会は課題遂行のプログラムを立てるとともに組

織人を育てる格好の場でなければならないと思います。 
5月 18日に開催される通常総会にもぜひ、多くの会員に足を運んでいただき、フリ
ートークばりに活発な議論をお願いしたいものです。（議事録作成は大変な作業にな

りますが・・・） 
今回の総会は 100人来ても余裕のある総合あんしんセンター3階大会議室を抑えて
います。総会運営委員を中心に、会員のみなさんをお待ちしております。 
日々感じる暮らしにくさに比例して、個人の力ではどうにもならないことが増えてい

る現代社会です。組織人としての成長がこれからの人には強く求められているのでは

ないでしょうか。 
本会を成長の場として大いに活用してみてはいかがでしょうか。 
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会 告 
会長 岡林 正光 

 

公益社団法人 高知県診療放射線技師会 

平成25年度通常総会の開催について 

定款第 20条に基づき，通常総会を下記の通り開催いたします。 

  

記 
 

日 時 平成 26 年 5 月 18 日（日） 午前 10 時より 

場 所 高知市総合あんしんセンター 

住 所 高知市丸の内 1－7－45 

 

□ 総会の委任状・議決表決書について 

  会員各位には是非とも総会への出席をお願いいたします。 

  やむを得ず不参加の場合には必ず事務局宛に委任状の提出をお願いいたします。 

（提出期限 平成26年 5月10日（土）必着） 
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書面表決に関する様式 
 

書面表決書 
 
 

                             平成25年  月  日 

公益社団法人高知県診療放射線技師会 

会長 岡林 正光 宛 

 

                  施 設 名                

 

                  会員番号                 

 

氏  名              印 

 

 

私は、平成25年5月19日開催の平成24年度公益社団法人 

高知県診療放射線技師会通常総会に出席できませんので、 

次の通り議決権を行使します。 

 

 

    書 面 表 決 蘭     (注)１．各議案について「賛」「否」のいずれか 

に○印で表示してください。 

２．「賛」「否」の両方に○印がある場合また 

  は両方に○印がない場合には、その議案 

  について賛成として取り扱います。 

 

                    【委任状について】 

                    委任状に氏名の記載がある場合は、 

                    書面表決を適用せず、一切の権限を 

                    (代理人)に委任し、氏名欄が空白の 

場合は会長に一切の権限を委任いた 

します。 

 

※この様式は、書面を郵送及び電子的方法(メール添付)にて議決権を行使して下さい。 

※5月10日(土)必着でお願いいたします。 

 
 

議案番号 賛 否 

第 1号議案   

第 2号議案   

第 3号議案   

第 4号議案   
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会会のの動動きき  
平成 26 年度 第 1 回常務理事会 
 

4月 1日（火）、総合あんしんセンターにて第1回常務理事会を開催した。 
 

おお知知ららせせ  

地区会のお知らせ！             地区・企画 
 

 平成 26年度の地区会日程が決まりました。皆様、誘い合わせてご参加お願いします。 
 
【地区名】 【開催日時】   【場所】 
西  南(A,B)  6月 07日(土)16:00から 木俵病院 18:00～別会場にて情報交換会 
西  部(C,D) 6月 13日(金)18:30から   土佐市民病院 会議室         

中央西(E,F,G) 未定     決定次第、地区理事から連絡があります 
中央南(H,I) 6月 10日(火)18:30から 高知医療センター1階研修室 2 
中央東(J,K) 未定     決定次第、地区理事から連絡があります 

東  部(L,M) 6月 27日(金)18:30から JA高知病院 5階会議室 
 

積極的に参加をお願いします。 

 

会費の過年度分合算請求における分納について 
 

2014年度より会費の合算納入が始まります。 

合算請求額は通常、日放会費＋高放会費＝21,000円ですが、過年度分の会費未納会

員は、最大 21,000＋21,000=42,000円の請求書が届くことがあります。 

金額が多くて一度に払い辛いという方のために、日放では分納の相談に応じることが

あります。 

ただし、分納の相談は各個人により状況が異なるので、各自が日放事務所へ問い合わ

せをしなければなりません。会費分割納入の相談は、各自で問い合わせをお願いしま

す。日放事務局：TEL 03-5405-3613 
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その 122（ 近藤 匡：国立病院機構 高知病院 ） 
 

あんなに楽しませてくれた桜もすっかり散ってしまいました。4 月は何かと忙しい季
節ですが、みなさん変わりなく過ごされていますか？ 
申し遅れましたが、この度、荒木さんよりリレーエッセイのバトンを頂きました、高

知病院の近藤 匡史と申します。荒木さんとの出会いは、私が入職 3 年目を迎えた 4 月
に当院へ赴任してこられたときでした。それから今年の 3 月に次の施設へご栄転される
までの 5 年間大変お世話になりました。荒木さんには、研究発表の“いろは”を教えて
いただいたり、仕事の事などを多々指導していただきました。そんな師匠的な方からの

お願いでしたので、今回のリレーエッセイを引き受けさせて頂きました。 
私のエッセイは、趣味について書かせていただきます。 

  今まで趣味と言えるほど取り組む事柄はなかったんですが、2 年ほど前から“カメ
ラ”にハマっています。 

 前々から写真を撮るのは好きだったんですが、一眼レフは『いかにも撮ります！やる気
全面！』といった偏見から敬遠していました。が…子供の発表会に合わせて買ってみた

一眼レフの世界に仰天です。 
  たった一枚撮るにも、“何を・どう”撮るか？を考えながら撮る。設定ひとつ変える
だけで、同じものがシャープにカッコよく撮る・やわらかくやさしく撮るなど自由自在

な世界観を作れる、カメラの世界に虜になっています。 
 かつて抱いていた一眼レフへの偏見はなくなり、今や ちびまるこちゃんに出てくる
“たまちゃんのお父さん”状態です。 
意外かもしれませんが、この何をどう撮るか…撮るために必要なこと(構図や光線の使い

方。コミュニケーション能力)…などなど、意外と自分の本職 レントゲン撮影にも通じるこ
とがあります (喜) これからも本職メインの撮影を頑張りながら、趣味でも頑張ってい
こうと考えています。 
最近は、ファッション的な一眼も登場し、世間にも馴染みつつあります。皆さんも一

眼レフカメラの世界観を、ぜひ体験してみてください。ハマる人はハマるはずです…。 
さて、次回投稿者は同施設の狩俣 昌平さんです。 
狩俣さんは 2 年前に当院へ新人として入職されました。狩俣さんは、入職以来何事に

も興味津津に情報収集し身につける努力家です。まだ技師会には入会していませんが、

探究心の強い彼は現在、技師会入会を検討しています。そんな彼に高知県技師会を少し

でも知ってもらえればと思い、次回投稿を依頼してみました。 
それでは、国立病院機構高知病院の狩俣 昌平さんにバトンタッチです。 

よろしくお願いします。 
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総務報告（2014/3/31付） 
 

2013年度会員(2013年度期末） 

 ・会員総数 225名（以下を含む） 

  新入会   4名（堀野翔太、本田貴也、村岡真也子、西川恭平） 

  再入会   1名（近藤匡史） 

  退 会   6名（門脇 清、岡林秀一、楠本健一郎、石山安伸、山本静男、田村泰介） 

  転 出   1名（荒木孝之：国立高知→岡山医療センター） 
 

 2013年度会費(2103年度期末) 

 ・未納会費  19名(114,000円) 
 

2104年度会員(2104年度期首) 

・会員総数 218名 

 以上 

 

 

 

 (文責編集広報) 

 

この技師会だよりは、キタムラメディカルと和光商事のご協力により会員の皆さんに 

配送されています。 

 

 

編集後記 
 
新年度がはじまり、忙しく過ごされていることでしょう。 

 技師会だよりの編集作業も、なかなか進まずギリギリの日程で印刷して 
 います。誤字脱字を出さないように気をつけなくては・・・。 
 

おおの 


