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速 報 10 月号 NO.420 
Hiroshima Association of Medical Technologists 

一          一般社団法人広島県臨床検査技師会 

 
 
 
 

1  2022 年度 第 55 回中四国支部医学検査学会 学会テーマ募集（ご案内） 

2  令和 2，3 年度 広臨技 新入会員オリエンテーション開催のご案内 

3  第 39 回広島県医学検査学会 <第 2 報> 

2021(R3)年度  日臨技中四国支部研修会 「臨床検査総合部門研修会」開催案内 

4  2021(R3)年度 日臨技中四国支部研修会 「輸血細胞治療部門研修会」開催案内 

5  2021(R3)年度 日臨技中四国支部研修会 「病理細胞部門研修会」    開催案内 

6  Web 研修会のアプリケーション変更のお知らせ（2 回目） 

8  東部地区生理部門研修会   開催案内 

微生物部門研修会（第 1 回）開催案内 

血液部門研修会          開催案内 

9  呉地区血液研修会          開催案内 

10 微生物部門研修会（第 2 回）開催案内 

 

 

10 70 周年記念式典報告 

 

 

 

 

 

秋気心地よい今日このごろ、いかがお過ごしでしょうか。 

広島県臨床検査技師会では、2022 年度に広島で開催される第 55 回中四国支部医学検査学会の学会メインテ

ーマおよびサブテーマを会員の皆様から募集いたします。コロナ禍ではありますが、会員の皆様と共に学会を

盛り上げていきましょう。下記に過去の学会メインテーマ・サブテーマを掲載していますので、ご参照くださ

い。皆様からの多数の応募をお待ちしています。 

広島県臨床検査技師会 事務局 

会期：2022 年 10月 22 日（土）から 10月 23日（日）（予定） 

会場：広島国際会議場（予定）Web 開催の可能性あり 

学会長：米田登志男（広島赤十字・原爆病院） 

 

【2022 年度 第 55 回中四国支部医学検査学会 学会テーマ募集要項】 

＜応募内容＞学会メインテーマとサブテーマ 

＜応募口数＞1 会員１テーマ 

＜応募期間＞令和 3 年 10 月 1 日（金）～10月 22 日（金）まで 

＜応募資格＞広島県臨床検査技師会の会員であること 

＜応募方法＞広臨技ウエブサイト TOP ページ「新着お知らせ」または広臨技メールマガジンから応募 

編集・発行 一般社団法人広島県臨床検査技師会 

事務所 FAX  082-502-6031 

発行日 令和 3（2021）年 9月 30日 

日 

ホームページ  http://www.hiroringi.or.jp/ 

2022 年度 第 55 回中四国支部医学検査学会 学会テーマ募集（ご案内） 
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＜選考方法＞常務理事・理事の厳選なる選考 

＜副賞＞5,000 円（非課税） 

＜発表＞広臨技ウエブサイト 11 月初旬 

過去の中四国支部医学検査学会のメインテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度、新型コロナウイルスの影響で中止となりました「広臨技 新入会員オリエンテーション」を、昨年

度および本年度の新入会員の方を対象に下記の日程にて Web 開催致します。 

つきましては、新入会員の方のご参加を願いいたします。 

 

日 時 ： 令和 3 年 10 月 17 日（日）13：00～16：00 

会 場 ： Web 開催 

対 象 ： 令和 2 年および 3 年度の広臨技への新入会員 

内 容 : 

① 日本臨床衛生検査技師会・広島県臨床検査技師会の紹介（森田益子 会長） 

② e-ラーニングを含めた日臨技生涯教育研修制度ガイドラインの説明 

広臨技主催の研修会・勉強会への参加等に関する説明（樫山誠也 学術部長） 

③ 日曜エイズ検診，検査と健康展などボランティア活動の紹介等（小川和子 渉外法規部長） 

④ 先輩技師から新人さんへのアドバイス 

窪谷美鈴 技師（株式会社リンショー）  橋本未夢 技師（曙会シムラ病院）    

森﨑敬祐 技師（呉共済病院）      森長美帆 技師（県立広島病院） 

⑤ グループでの自己紹介等 

 

申込方法： 研修会カレンダーより事前参加登録をお願いします。 

広臨技ウエブサイト会員登録 ＵＲＬ：https://www.hiroringi.or.jp/mem-reg/ 

 

申 し 込 み 期 間：後日、広臨技メールマガジンやカレンダーに掲載します。 

問合せ：厚生連廣島総合病院 小松浩基（広臨技 組織調査部） 

回数 年度 日程 開催県 テーマ サブテーマ

第41回 平成20 H2011/1～2 山口県 検査維新 新たなる臨床検査への提言

第42回 平成21 H21　10/31～11/1 香川県 健康へのかけはし 予防医学における臨床検査技師の役割

第43回 平成22 H22　11/6～7 島根県 プロフェッショナル ;臨床検査技師が輝くとき

第44回 平成23 H2311/5～6 徳島県 さらなる診療支援をめざして 医療をになう臨床検査技師

第45回 平成24 H24　11/3～4 岡山県 輝かしい未来のために 今 何を伝えるか ～人間力・技術力～

第46回 平成25 H25 11/9～10 広島県 変革のとき、原点をみつめて未来へ ～匠の伝承～

第47回 平成26 H26　9/13～14 愛媛県 医療技術の扉 ～高齢化社会に挑戦する～

第48回 平成27 H2711/7～8 鳥取県 NEXT　STAGE 多様化と進化への挑戦

第49回 平成28 H28　11/26～27 高知県 土佐からの新風 ～砕考・再構・最高～

第50回 平成29 H29　11/11～12 山口県 臨床検査　未来の躍進 ―50年の時を重ねてー

第52回 令和元 R元　11/2～3 島根県 検査の力 ―臨床検査の可能性を求めてー

第53回 令和2 中止 徳島県 Diversity & Flexibility ～多様性と柔軟性～

第54回 令和3 R3　12/3～12/26  WEB 岡山県 いどむ！！ その先にみる未来は・・・。

令和 2，3 年度 広臨技 新入会員オリエンテーション開催のご案内 

https://hiroringi.or.jp/#home-calendar
https://www.hiroringi.or.jp/mem-reg/
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【開催日】令和 4 年 2 月 20 日（日） 

【開催方法】Web 開催 

【配信場所】三原国際ホテル 

    〒723-0014 広島県三原市城町１丁目 2-1 

 

一般演題の募集について  

▪演題申し込み締め切り日：令和 3年 10月 22日（金） 

１． 演者氏名（会員番号） 

２． 演題名 

３． 所属施設（部署） 

４． 連絡先（電話番号・メールアドレス） 

５． 発表部門（以下から選択ください） 

【生物化学分析部門・臨床一般部門・輸血細胞治療

部門・臨床微生物部門・染色体遺伝子部門・臨床血

液部門・生理検査部門・病理細胞部門・総合管理部

門】 

 

<申し込み先・問い合わせ先> 

県学会事務局宛 

hamtcongress@hiroringi.or.jp 

 

抄録原稿依頼のお願い 

▪抄録原稿締め切り日：令和 3 年 11 月 30 日（火） 

1.抄録作成内容 

Microsoft Word 形式のファイルで作成して下さい。

( .docx または .doc) 

⚫ 紙サイズ A4 余白は上下 25mm、左右 20ｍｍ 

⚫ タイトルはＭＳ明朝 14 ポイント 

⚫ 施設，氏名，本文はＭＳ明朝 10.5 ポイント 

⚫ 文字数は 1,800 字程度にまとめて下さい。 

  

 

2.原稿の送付方法 

 ＊①，②いずれかを選

んで下さい。 

 ①抄録ファイルを電子

メールで送付するととも

に，印刷した抄録原稿を

FAX する。 

 ②印刷した抄録原稿 1

枚と原稿を保存したCD-R

を送付する。（CD-Rには，

施設名とタイトルを明記

して下さい。） 

  

 

<抄録原稿送付先> 

【メール】県学会事務局宛 

     hamtcongress@hiroringi.or.jp 

【郵送】〒726-8501 

    府中市鵜飼町 555 番地 3 

    FAX：0847-45-6237 

    府中市民病院 臨床検査科 桑田久子 

※メールおよび郵送にて送付下さい。 

 

 

 

 

 

会 名：活躍できる臨床検査技師の心得～知っておきたい備えの知識～  

日 時：2021 年 10 月 30 日(土) 13：00～17：00 

会 場：医療法人翠清会梶川病院 2F ホール 

参加費：日臨技会員 1000 円 非会員 2000 円 

定 員：80 名 WEB 申し込み・参加 事前登録制(7 月 1 日受付開始) 

締切日：2021 年 10 月 15 日 

日臨技生涯教育 基礎点数 20 点 

 

【日程】   

講義１「災害時における臨床検査室」～災害時も検査を止めない～ 

講師：山田 砂矢子 先生 オーソ株式会社 

講義２「医療技術部門管理資格認定制度」＆「活躍するためのパラダイムシフト」 

講師：高村 好実 先生 市立宇和島病院・日本臨床衛星検査技師会理事 

タイトル 
筆頭執筆者・連名執筆者・所属 

 

2021（R3）年度 中四国支部 総合部門研修会のご案内 

2 段組 

第 39 回広島県医学検査学会 <第 2 報> 

一般演題申し込み期限を延長しました。 

mailto:hamtcongress@hiroringi.or.jp
mailto:hamtcongress@hiroringi.or.jp
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講義３「全員参加で取り組む“5S 活動”（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）」 

講師：藤井 珠美 先生 広島市医師会臨床検査センター 

講義４「脳神経疾患専門病院の病棟業務」 

講師：平田 明子 先生 医療法人翠清会 翠清会梶川病院 

講義５ 「検査室改善への志向と求められる人材育成」 

講師：山崎 真一 先生 広島大学病院 診療支部 臨床検査部門 

 

 

 

 

 

 

テーマ：抗 CD38 単クローン性抗体投与患者への輸血対応の考え方 

日 時：2021 年 10月 31 日（日）13：00～16：30 

会 場：Web 開催（Zoom を利用） 

参加費：会員 1000 円 非会員 2000 円 

定 員：150 名（先着順） 

申し込み期間：2021 年 7月 20 日（火）～10月 8 日（金） 

 申し込み方法：会員の方は日臨技ホームページ内の会員専用サイト（事前参加登録）からお申込みください。 

               非会員の方は以下 1）～9）を列記し下記研修会事務局へメールしてください。 

1） 漢字氏名（ふりがな） 2）性別 3）年齢 4）施設名 5）所属部署 6）施設住所 7）電話番号 

8）FAX 番号 9）連絡メールアドレス 

※受付確認返信メールがない場合は、研修会事務局までお問い合わせ下さい。 

 

事前登録終了後、下記口座に研修会参加費のお振込みをお願いいたします。 

参加振込口座 

 銀行名：山陰合同銀行 

店 名：本店営業部 

口座番号：普通預金 3669040 

口座名義：一般社団法人島根県臨床検査技師会 会長 錦織昌明 

本人確認のため、入金時に受付番号とお名前を記載してください。 

納金確認後、メールにて Zoom ミーティング ID とパスワード等を連絡いたします。 

 

【日程】 

講演１「多発性骨髄腫と治療について」 

講師：三宅 隆明 島根県立中央病院 

講演２「Daratumumab 使用患者の検査～手技を中心に～（輸血テクニカルセミナー2018 DVD より）」 

講師：奥田 誠 東邦大学医療センター大森病院 

講演３「Daratumumab 使用患者の DTT 処理簡易法 大阪法について」（仮） 

講師：細川 美香 大阪大学医学部付属病院 輸血部 

動画配信 「大阪法の手技について」 

 

問い合わせ先 

 〒693-8501 島根県出雲市塩治町 89－1 

 島根大学医学部付属病院 検査部 石原 智子 

TEL：0853-20-2471 

FAX：0853-20-2423 

Email：shono24@med.shimane-u.ac.jp 

 

 

 

2021（R3）年度 中四国支部 輸血細胞治療部門研修会のご案内 
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テーマ：ここが知りたい病理検査～病理技術とがんゲノム～ 

日 時：2022 年 1 月 16 日（日）9：00 ～ 1 月 31 日（月）23：59 

会 場：Web 開催（オンデマンド開催） 

定 数：150 名 事前参加登録制（定員になり次第締め切り） 

申込受付期間：2021 年 11 月 1 日（月）～2021 年 12 月 6 日（月） 

申込方法：日臨技 HP の会員専用サイト（事前参加登録から申し込み） 

※認定病理検査技師の方は登録番号についても入力ください。 

受講料：1000 円（日臨技会員のみ） 

 

参加証明書・認定単位付与 

・講演 1～4 を視聴いただき、感想を入力いただいた受講者には、単位を付与させていただき

ます。 

・日臨技生涯教育点数 専門教科 20 点 

・認定病理検査技師指定講習会 申請中 

 

研修会参加費 

日臨技 HP から事前登録終了後、受講料 1000 円を下記の口座にお振り込みください。 

金融機関名：山口銀行 

支店名：湯田支店 

口座番号：6455730（普通） 

口座名義：一般社団法人山口県臨床検査技師会 会長 渋田秀美 

※本人確認のため、振込みの際に「受付番号＋氏名カナ」を記載してください。 

 手数料は各自でお願いします。 

 お振込み頂いた受講料は、原則返金致しませんのでご了承ください。 

 

【日程】 

講演１「凍結標本作製の基礎から応用」 

講師：泉 恵子 ライカマイクロシステム株式会社 

講演２「当院におけるセルブロック標本作製の現状」 

講師：秀坂 恵 福山市民病院 

講演３ゲノム医療時代における免疫組織化学染色の精度管理」 

講師：髙田 真未 ロシュ・ダイアノスティックス株式会社 

講演４「がんゲノム医療のキーパーソンは臨床検査技師である～求められる役割と現場のリ

アル～」     

講師：柳田 絵美衣 慶応義塾大学病院 

 

問い合わせ先 

〒747-8511 

山口県防府市大字大崎 10077 番地 

山口県立総合医療センター 中央検査部 山本 千奈美 

TEL 0835－22－4411（内線 509） 

FAX 0853－38－2210 

Email yama12151106@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

2021（R3）年度 中四国支部 病理細胞部門研修会のご案内 

 

 

mailto:yama12151106@gmail.com
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平素は、広島県臨床検査技師会の活動におきまして、ご協力ありがとうございます。2020 年 9 月より Cisco 

Webex Meeting にて Web 研修会の開催・運営をしてまいりましたが、Web 研修会の増加などを考慮し、Web 研

修会の環境に適した Zoom ミーティング・ウエビナーに変更します。移行期間があるため一部の Cisco Webex 

Meeting を残し、本格的には 10 月から Zoomウエビナーによる Web 研修会となります。会員の皆様には、ご迷

惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

広島県臨床検査技師会 事務局 

        

【Zoom アプリケーションダウンロード】 

PC・タブレット・スマートフォンにダウンロードして下さい 

https://zoom.us/download 

 

【パソコンの場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スマートフォンの場合】 

App Store、Google Play からダウンロードしてください。 

 

【Zoom ウエビナーによる Web 研修会の事前登録方法とレポート入力の手順】 

① 広臨技ウエブサイトにログイン 

② イベントカレンダーから Web 研修会の事前登録を Zoom の入力フォームで行う 

③ 登録したメールアドレスに Web 研修会の招待メールが届く 

④ Web 研修会に参加する 

⑤ Web 研修会終了後に表示、または後日フォロアップメールで届いた Zoom アンケートに入力し、

生涯教育点数付与とする。（期限：1 週間以内） 

 

 

【生涯教育点数付与について】 

Web 研修会終了後に表示されるアンケートまたは、翌日届くフォローアップメールから 

研修会のアンケートおよび研修での習得事項および感想（200 文字程度にまとめる）を記入し、送信して下

さい。（期限：1 週間以内） 

Web 研修会のアプリケーション変更のお知らせ（2 回目） 

 

https://zoom.us/download
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アンケート表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Zoom ウエビナーの重要事項】 

下記の Zoom ウエビナーに使用される３つのメールアドレスを受け取れるようにして下さい。 

迷惑メールの設定をご確認ください。 

 

Zoom ウエビナーに使用されるメールアドレス 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 広島県臨床検査技師会 hiroringi.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招待およびアンケートメールアドレス お問い合わせ メールアドレス 

no-reply@zoom.us 
zoomw1@hiroringi.or.jp 

zoomw2@hiroringi.or.jp 

https://hiroringi.or.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/
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開催日時：2021 年 10月 16 日（土）14：00～15：30 

開催方法：Web 研修会（Zoom にて配信） 

生涯教育：専門 20 点 

 

演題：下肢動脈超音波 ～病変の評価方法（術前評価）～ 

講師：松田浩明 技師  公立学校共済組合中国中央病院 

 

申込方法：研修会カレンダーまたは下記アドレスより事前参加登録をお願いします。 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RGAK-2yGQmu3NZZ3-GFIPg 

 

申込締め切り日 ：2021 年 10月 15 日（金） 

レポート入力期間：2021 年 10月 16 日（土）15：30～2021 年 10月 23 日（土）まで 

担 当：東部地区理事  

 

 

 

 

 

開催日時：2021 年 10月 27 日（水）18:45～20:30  

開催方法：Web 研修会 （ZOOM ウェビナーにて配信） 

共催：極東製薬工業株式会社  

生涯教育：専門-20 点  

 

演題１．リボテストレジオネラのご紹介 

講師 塚田 正敏先生 極東製薬工業(株) 営業推進部門 営業学術部 CS 課 

演題２．微生物検査における精度管理  

～ ISO15189 の考え方を日常業務に取り入れるための tips ～ 

講師 中村 明子先生 愛知医科大学病院 感染制御部 感染検査室 

 

申込方法： 研修会カレンダーまたは下記アドレスより事前参加登録をお願いします。  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CPlLYrQiR-ivXSuMJkpQ4Q 

 

申込締め切り日 ：2021 年 10月 26 日（火） 

レポート入力期間：2021 年 10月 27 日（水）20：30～11 月 2 日（火）23：59 まで  

担当：臨床微生物部門 

 

 

 

 

 

 

テーマ：凝固検査を極める ～精度管理から症例まで～ 

開催日時：2021年10月30日（土）14:00～16:00 

開催方法：Web研修会  ※今回よりwebexから zoomウェビナー に変更されています 

配信場所：広島赤十字・原爆病院 

生涯教育：専門-20点 

 

演題1：凝固線溶検査の精度管理 

講師：下仮屋 雄二 先生 三重大学医学部附属病院 

2021（R3）年度  第 1 回 臨床微生物部門研修会 

 

2021（R3）年度  第 3 回血液検査 Web 研修会 

 

2021（R3）年度  第 2 回 東部地区生理部門研修会 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RGAK-2yGQmu3NZZ3-GFIPg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CPlLYrQiR-ivXSuMJkpQ4Q
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演題２：ループスアンチコアグラント陽性!? 

講師：河野 浩善 技師  広島市立広島市民病院 

 

演題３：APTTが異常延長した症例 

講師：木村 充 技師 中国労災病院 

 

演題４：DIC症例とミニレクチャー 

講師：下仮屋 雄二 先生 三重大学医学部附属病院 

 

申込方法：広臨技イベントカレンダーより事前参加登録を行ってください。今回からZoomウェビナーを使用し

た研修会に変更になっていますので、詳しくは速報の「web研修会のアプロケーション変更のお知らせ」をご

確認ください。 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3EyY1ioQRjeKDkeSkg37Aw 

 

申 込 期 間：2021年9月14日（火）～10月29日（金）まで 

レポート入力期間：2021年10月30日（土）16：00～11月7日（日）まで  

担当：臨床血液検査部門 

 

 

 

 

 

 

「新人講師による研修会」の第 2 回目になります。 

研修会講師の経験の少ない方に「講師」の経験をしていただき、今後の活動の糧にしていただきたいと想い

企画しました。 

 

開催日時：2021 年 11月 11 日（水）18：00～19：30  

開催方法：Web 研修会（Zoom 使用）  

配信場所：中国労災病院、呉医師会検査センター、呉共済病院  

生涯教育：専門-20 点  

 

演題 1．メイへグリン症について  

講師：久保 智美 技師 呉市医師会検査センター 

症例２．ダニ感染症について  

講師：桑原 理沙 技師 呉共済病院 

 

申込方法： 研修会カレンダーまたは下記アドレスより事前参加登録をお願いします。  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nX-LgoQcTcCYbLeeqgyQNg 

 

申 込 期 間：2021 年 10月 11 日（月）～10 月 29 日（金） 

レポート入力期間：2021 年 11月 11 日（木）～11 月 18 日（木） 

担当：呉地区理事 

 

 

 

 

 

 

 

呉地区血液研修会 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3EyY1ioQRjeKDkeSkg37Aw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nX-LgoQcTcCYbLeeqgyQNg
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開催日時：2021 年 12月 1 日（水）18:45～20:30  

開催方法：Web 研修会 （ZOOM ウェビナーにて配信） 

共催：極東製薬工業株式会社  

生涯教育：専門-20 点  

 

演題１．全自動遺伝子解析装置 GENECUBE のご紹介 

講師 市石 卓先生 極東製薬工業(株)営業推進部門 営業学術部 遺伝子検査課 

演題２．微生物検査の「基本」と「教育」  

講師 清祐 麻紀子先生 九州大学病院 検査部 副臨床検査技師長 

 

申込方法： 研修会カレンダーまたは下記アドレスより事前参加登録をお願いします。  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kn3CgNcYS_C_kBTh3Sxaaw 

 

申込締め切り    ：2021 年 11月 30 日（火） 

レポート入力期間：2021 年 12月 1 日（水）20：30～12 月 7 日（火）23：59 まで  

担当：臨床微生物部門 

 

 

 

 

 

  

令和 3 年 9 月 4 日（土）に広島臨床検査技師会創立 70 周年記念式典がホテル

グランヴィア広島にて行われました。今回の式典は web 配信が行われるため、

式典開始前から web 配信の準備を入念に行い、開始数分前には通信トラブルが

起きましたが、無事に定刻に開始することが出来ました。 

記念講演会ではまず、谷口薫先生から広臨技のあゆみについて、広臨技の誕

生から現在に至るまでの歴史を、ご自身の歴史を交えながらお話して頂きまし

た。初めは 18 人という少ない会員数で広島市衛生技術委員会が創立され、70

年という長い時間をかけて広臨技は成長してきたことを知り、若い世代がしっ

かりと引き継いで、より、成長させていかなければならないと思いました。 

宮島会長からはこれからの臨床検査技師の働き方についての講演を行って頂

きました。 

新型コロナウイルスの流行により、臨床検査技師の仕事内容に変化が起こり

ました。検体採取や PCR、ワクチン接種など業務が拡大しました。臨床

検査技師は世間的には医者の補助だと思われていますが、行っている業

務一つ一つは医療行為であり、今後も社会の状況に応じて変化（進化）

していくよう志し、変化していく姿勢を受け入れなければならないとお

っしゃっていました。 

また、将来的には AI に取って代られると言われている臨床検査技師の

仕事ですが、自分たちが進化し、その進化を受け入れていくことで未来

は明るいものになるとも仰っていました。 

今後、広臨技が取り組みたい事として、組織の団結、時代にあった仕

事の獲得、会員の要望にそった勉強会や交流会の開催の 3 つを挙げられ

ていました。 

70周年記念式典報告 

 

2021（R3）年度 第 2 回 臨床微生物部門研修会 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kn3CgNcYS_C_kBTh3Sxaaw
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「一人では限界があることも、みんなで取り組むことで達成することが出来る」と宮島会長は仰っていまし

た。 

 日々の業務に追われ、毎日の仕事をこなすことで精一杯ですが、臨床検査技師の未来を考え、行動してい

かなければならないと感じました。 

 記念講演会終了後は米田委員長により、開式の辞が行われました。 

 その後、代読、WEB でのご参加になりましたが、衆議院議員の岸

田文雄議員や、畦元将吾議員から祝辞を頂きました。また、多くの

方から祝辞を頂きました。コロナ禍の中、現地参加をしていただい

た皆様からも多くの祝辞を頂きました。 

 また、表彰式では WEB での表彰となった方もおられ、表彰状を

直接受け取ることのできない状況を悲しくも感じました。 

 最後に、新型コロナウイルスによって現地参加は少数となって

しまった 70 周年記念式典ですが、多くの方に WEB でのご参加を頂き

ました。感謝申し上げます。また、当日早い時間から準備を行って

くださった実行委員の皆様にも感謝申し上げます。 

80 周年、90 周年、そして 100 周年を目指して、今後も広臨技のみ

なさんで協力して、新型コロナウイルスに負けず、頑張っていけたらと改めて思うことができた式典でした。 

                                    （広報部 髙口貴帆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報部連絡・専用 E-Mail ＜ koho@hiroringi.or.jp＞ 
次号速報の原稿〆切は 10 月１５日です 
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