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社団法人栃木県放射線技師会
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▲鬼怒沼
鬼怒川の源流で、貴重な水源となっている鬼怒沼は、鬼怒川を川治ダムから西へ、40数キロメート
ル坂を登った奥地で、その流域には、20（氾メートル級の山々が連なり、鬼怒沼山の物見山を背景に、
標高約2000メートル付近のなだらかな大地状平坦面に位置する高層湿原。この鬼怒沼は、日本一の
高層湿原だといわれ 約100種類の湿原植物の群落がみられる。
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■報告 第70回総会開催報告・
■表彰
■報告 平成16年度第1回卒後教育講座開催報告
■日本放射線技師会 第61回定期総会印象詑…
■懇親会スナップ集

6月6日（日）乃木温泉ホテル会議室において、栃木県放射線技師会第70回総会が出席会員330名（内訳：
本人出席47名、委任状出席245名、音面評決出席38名）参加のもと開催された。

表彰では、勤続功労表彰35年6名、20年の14名に感謝状と記念品が赤羽会長より手渡された。

次いで資格審査委員長の柳沢理事から総会の成立ならびに総会運営の報告のあと、議長の選出において

議長に出井会員（自治医科大学附属病院）が就任し議事に入った。
はじめに赤羽会長から総括と会務経過報告があり、次に金田財務部長による決算報告、次いで佐藤監事
による監査報告が行われた。

議長は議案に対する質問等を議場に諮ったが特になく、平成15年度会務経過報告・同会計決算報告及び
同監査報告など、すべての議事が書面表決者の38票を加え満場一一致をもって承認された。
最後に5月21日（釧こ開催された社団法人日本放射線技師会総会について赤羽会長より次のような報告が

なされた。栃木県の代議員として私（赤羽）と茂木、神山の両副会長の3名が出席した。今回の総会にお
いて、会長選挙が行われ、現会長熊谷和正氏と埼玉県技師会会長の藤間英雄氏が立候補し投票の結果、現
会長の熊谷氏が101対83で藤間氏を破り再選された（本県代議員の3名はあらかじめ行われた本県での予

備投票アンケートの結果を踏まえ藤間氏に投票した。）。

第70回総会の議事
1．平成15年度会務経過報告
2．平成15年度会計決算報告
3．平成15年度監査報告
4．その他

㈱日本放射線技師会総会報告

佐藤、川口監事

賛成多数で諸事が承認された

◆勤続35年功労表彰者
石川 貞夫 佐野厚生総合病院

佐藤

実 鈴木病院

亀Ll」允男 佐野厚生総合病院

福田 修二 栃木県立がんセンター

福田 晴男 県南健康福祉センター
小松 恭司 御殿山病院

◆勤続20年功労表彰者
神崎 征洋 黒須病院

飯島

渉 西方病院

蜂須賀 豊 ∃御名医科大学病院

簾谷 和男 足利赤十字病院

大沢 孝光 宇都宮社会保険病院

松本

清 矧協医科大学病院

亀山 雅典 宇都宮束病院
須田 富仁 那須中央病院
片岡 正英 伊沢外科整形外科
小堺 一別 自治医科大学附属病院

黒川 元晴 芳賀赤十字病院
ノ（

清水 孝明 宇都宮束病院

Wこ、丁、l
t了高
は′ノ

清水由美子 猫協医科大学病院
金島
崇 黒須病院

（順不同）
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謝辞を述べる亀山允男会員
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平成1時度第1回卒後教育講座開催報告
日

時

平成16年6月5日仕）午後3時00分間会

会 場 東芝メディカルシステムズ㈱研修講堂
参加人数：140名

講演1：『医療被ばくを考える CTの有用性膵被ばくによる弊害 』

講師1：東芝メディカルシステムズ株式会社 CT開発部
臨床応用開発担当 塚越 伸介先生
講演2：『医療被ばくを考える 円‡Tの有用性l塔高エネルギー被ばく対処法 』

講師2：東芝メディカルシステムズ株式会社 CT開発部
核医学・PET開発担当 首藤 経世先生

平成16年度第1回卒後教育講座が6月5日（吏東

から発言してい

芝メディカルシステムズ那須工場研修講堂で行わ
れた。

ただいた。最も

講演1では2月に新開等で大々的に取り上げら

被ばくの危険性
が高いのは患者

れた「がん3．2％診断被ばく原因CT普及背景」な

に製剤を注射す

る報道に対して我々はどう対処していけば良いか、

る処置室である。

としてはX線量をいかに低く

放射線防護の3
原則（時間・距離・遮蔽）を遵守することが大切
と述べらjtた。処置室では医師・看護師が主であ
るが、放射線防護に関しては技師が主となって無

適切な量におさえるか、検出

駄な被ばくから仲間を守る姿勢が大切と思う。

東芝メディカルシステムズCT

開発部、塚越伸介氏より発言
していただいた。装置メーカ

感度の向上および人体を透過
したX線をリアルタイムで測

定し適切な線量が維持できるシステムの開発等に
努力している。我々技師は適切な撮影（条件・範
囲・スライス厚・ピッチ・回数）を常に念頭にお

き検査に臨む必要があろう。

講演後には東芝メ
デイカル那須工場の
ご協力で工場見学を
させていただいた。

土曜日（工場はお休
み）にも関わらず、

講演2ではPETにともなう高エネルギー被ばくに
ついて我々がどのように対処すべきか東芝メディカ

CT・MRI・PET・US・FPD透視台と数班にわか

ルシステムズ核医学・PET開発担当、首藤経世氏

種であり、性能、形状とも素晴らしいものばかり
で、改めて世界の東芝のすごさが実感できた。

■
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れて見学させていただいた。何れも東芝の最新機

今回の牛後教育講座に多大なるご協力をいただ
いた東芝メディカルシステムズ（柵に対してこの場

を借りて心より感謝申し上げます。
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学術部長 小 林
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卒後教育講座報告◎

『医療職ぎくを萄見る』

■：

一当社のCTにおける被ばく低減への取り組み−
東芝メディカルシステムズ株式会社
CT開発部臨床応用開発担当 塚 越 伸 介

●はじめに
X線CTは、その有用性が広く認められ世界中で活躍しているが、現在、Ⅹ線被ばくによるリスクが大
きな問題となっている。2004年1月LANCET誌に、日本の医療被ばくによる年間のがん発生率が諸外国
の3．7倍との論文が発表［1］され、国連原子放射線影響科学委員会（UNSCEAR）の統計では、CT検査
はⅩ線検査全体の6％であるが集団線量としては41％を占めていると報告［2］されている。そのためCT

（

検査の被ばくを減少させることが非常に重要である。しかし、被ばくを′トさくしたことにより画質が悪化
し発見されるべき異常が見逃されることのないようにしなければならない。東芝では「画質を劣化させる
ことなくⅩ線被ばくを低減する」という理念のもとで、被ばく低減に取り組んでいる。

O x線CTの被ばく線量について
CTはⅩ線管と検出器が、被験体の回りを回転し、X線フィルタが特殊形状であることから一般撮影の
ように被ばく線量を測定することは難しい。そこで、性能評価という側面から考えられたCTDI（CT
DoseIndex）を用いている。CTDIとは、線量プロファイルの積分値をスライス厚と1スキャンで得られる

画像枚数で除したもので、下記式で表現される。詳細はEC00001−2−亜（CT個別規格）を確認してください。

m＝忘！か細z p伺‥線量プロファイル，n‥スライス面数，r‥スライス厚
CTDIは、画質とは無関係な指標であり、同mAs条件で、CTDIが′トさいからと言って、少ない線量で画

質が良いと判断するのは誤解である。

○被ばく低減への取り組み
東芝は、被ばくと画質を考えた指標（DEI：Dose EfficiencyIndex、国立がんセンター病院樵と共同

開発）を世界中に提案すると共に、X線管の改良、検出器の改良、Ⅹ線フィルタ開発などの、ハードウェ
アの改良と共に、ヘルカルスキヤンにおいて1回転毎に管電流を自動的に最適な量に調整する機能や、特
殊な画像フィルタなどのソフトウェアの開発、ユーザーとのコラボレーションによる低線量検査のご紹介、
スキャンシミュレータといったサポートツールの作成等、様々な取り組みを行っている。

○おわUに
以上のように被ばく低減のための技術開発を行ってきた。さらに「画質を劣化させることなくX線被ば

くを低減する」という理念のもと更なる技術革新を行い、医療の発展に貢献し続けてゆきたい。

【参考文献】
［l］GcnaJezAB，DarbyS：RBSkofcancerfromdlagnOStlCXTrayS．Lancet363．345L351，2004

［2〕日本医放会誌64：151−158．2004

卒後教育講座楷◎

F医療被ばくを考える」
−PETの有用性Vs高エネルギー被ばく

・：
対処法は？一

東芝メテイカルシステムズ株式会社
CT・核医学開発部 核医学・PET開発担当 首 藤 経 世
1．PETとは

（1）PETの画質および性能は、検出器に使用するシンチレ一夕の材質により大きく影響される。
最近開発されたLSOシンチレータでは、従来のBGOシンテレ一夕に比べ、短時間で良好な画像を得られる
ことが期待されている。

（2）PETでは、被検者の体内でのγ線の吸収を補正するために、吸収補正が必要である。
吸収補正の方法は、密封されたポジトロン線源を用いる方式とⅩ繰CTを用いる方法がある。
2．PETを取巻く環境およびPET検査について
（1）現在のようにPETが注目されるきっかけはFDGの有用性が認められた事による。
一・CT，MR，67Gaシンチグラフィで検出されなかった腫瘍の転移巣がホールボディPETにより検出された
症例が、かなり報告されておりPETの有効性が示されている。［1］
（2）現在PETに用いられる主要なポジトロン核種は、1SF（110分）、15o（2分）、‖C（2O分）、13N（10分）の4種

類である。（）内の時間は核種の半減期を表す。
（3）川Fについては、半減期が110分と比較的長いので、2005年春から日本メジフィジックスがやF−FDGをデ

リバーする予定。
3．PET検査をするために必要な設備
PET施設はサイクロトロンの有無により、大きく下記2種類に分かれる。
（l）サイクロトロン・PET施設（サイクロトロン有り）（2）デリバリー・PET施設（サイクロトロン無し）

（長所）必要な時に必要な量を準備できる。
（短所）設備費用、ランニング費用、メンテナンス

（長所）コストが少なくてすむ。
（短所）検査開始時間と検査数の柔軟性が低い。

費用などコストがかかる。

4．放射榛の被ばくと防護
（l）PETおよびPET／CTによる被ばく線走（放射性薬剤としてFDGを仮定した場合の参考値）
被ばく対象

医療■披ぱく

被ばくの形態

被ばくの安囚

実効線量1猥度

被検者
内洋i瀾ぱく
3．5（IllSヽソ回）［2］
X線CT（吸収補正用） 0．11（mS＼イ回）［3］
＜0．83（111S＼ソ回）
外部被ばく
吸収祐二1L川抜源
X撒CT（損使用）

職業被ばく

被ばく線量

医療 従事者 （操作者）

外部被ばく

限度なし

8．3（nlS＼ソ回）［4］

放射性薬剤を 投与された彼検者 3．06（nlSヽソ年）【4］ 50mS＼イ年 かつ 100mSv／5年
吸収補正川繰源
7．12×10−2（mS、イ年）
吸収剤iiE用X緑CT

2．4×10ノ1（mS＼ソ年）［4］

（2）PET検査での被ばく低減のために

a）被検者の被ばく低減施策（対象：主に内部被ばく）
・被検者への放射性薬剤の投与量を減らす。
→このためには検出器を含めたシステムの感度向上

が重要。
・被検者自体の残存放射能を減らす。

・「距離」をとる。

・線源の取扱および薬剤投与後の被検者と揺する
「時間」を短くする。
「近へい」する。

一・FDGの場合には排尿を行うことにより被検者の

（内部）被ばくの低減を図れる。

b）医療従事者の被ばく低減施策（対象：主に外部被ばく）

・被検者の残存放射能をなるべく減らしてから接する
ようにする。

→FDGの場合には排尿を行うことにより被検者から

の（外部）被ばくの低減を図れる。

【参考文献】

［1］クリニカル躍丁ハンドブック（鳥塚莞爾 他編），技術経済研究所，2001
〔2〕lCRPPub．80（1998）【3］Ahe趨P etaJ，ELr．J．NucIMed1998；251435−1441

［4］厚生労働省ホームページ「第2回医療放射線管理に関する検討会資料」
（LRL http：／／wwwJTlhlw．goJ）／shlngl／2002／06／sO604r2b．htmI）

離詑繊劫如睦

料轟針恵離鮎拍接鹿
（社）栃木県放射撥技師会

代職員茂 木 常 男

平成16年5月21日塩）前日の台風による荒れ模様

となり、監視していくことが¶・番、経済的

会場はお台場にある「タイム24ビル2F」。お

にも有効である。しかし、総会に参加して
いただいた代議員の皆様が「株式会社をな

一、 がまだ残る早朝、足利市駅を出発する。

台場へ向かうゆりかもめに乗車したときには好天
に恵まれ、自分の気持ちの中には今日は嵐の去っ

くせ」と言うならなくしたい。

6．「柔道整復師にX繰業務を」という規制緩

和案はほぼ沈静化した。ただ「在宅医療時
のX線撮影に看護師」「放射線治療線量コ

た一日、何かが起きるのではないかと「ふと」思
う。

ントロールに医療物理士を」などライセン

私は代議員と選挙管理委員を兼ねているので、
赤羽会長と神山」副会長より早めに会場入りをする。
選挙管理委員会は定期総会の開始前に、再度選挙

手順・方法等の打ち合わせを行う。打ち合わせ終
了後総会の会場へ向かう。栃木県放射線技師会の

スの危機が訪れている。その対策として新

生涯教育システムは交渉の武器になる。

代議員席は、議長席に向かって、左から2列目の

その後資格審査委員会より委員長の徳島県放射
線技師会村上会長より代議員の資格になんら問題

一番後ろであった。またその席は出入り口側であ

は軽いと報告。

総会運営委員会より委員長の滋賀県放射線技師

り、総会受付の側でもあった。

定刻の午前11時に定期総会が開会される。今回
の総会は会長選挙を含め、間近が多々上がってい
る中での総会「いつもと違う異様な雰囲気」であ

会結城会長より代議員186名「P181名の出席により

今総会は成立するとの報告をうけ、議長選H1に入
る。

熊谷会長挨拶が始まる。以下要点のみ

今までの総会では議長選出は総会運営委員会の
一任が多いが今回の総会は立候補者が2名出たた

1．10年先を目指して判断し実行している。

め総会運営委員会で決めるとの事で中断する。

2．新生涯学習システムが立ち上がった。

再び総会道営委員長より指名され、長野県の古
谷氏、岩手県の小野氏が選出される。
議事が開始される

る。

3．他団体、他学会、官庁などとのコネクショ
ンを構築した。特にP−METとの関係修復

出来た事は、今後P−METが免許更新瀾目安
を司る部署として予想されるので重要。
4．病院機能評価にも技師会として、次の見直

1

し時期に対応出来る様にした。
5．株式会社出版会の件では、会員の皆様にご

2．平成15年度事業報告

心配をかけ申し訳ない。ただ出版事業を単

平成15年度庶務報告

問題なく報告は終了するが物故者名簿の誤
字が2名おり、しっかり確認してよと訴えたい。

この中では、株式会社日本放射線技師会出

なるアウトソーシングするより技師会の名

版会の串が中心で、監事が追求を受ける。
事務所移転の事、事務所住所変更などの質

の株式会社を作り、理事が株式会社の役員

問が多々ある。

3．平成15年度決算報告

池田常務が淡々と報告する。
4．平成15年度監査報告

監査報告がなぜ事前に代議員に届かなかっ
たのかの質疑に、監事より「執行部に訂正し
てもらいたい箇所がある」と言われ訂正に時
間が掛かったとの報告に会場がざわめく。
監事の報告は絶対である、改ざんしてはい
けない。なぜ訂正されたのか？質疑あり。
監事の説明がなされ「混乱の中」全ての報
告が終了した。

選挙規定の説明後、投票方法、仕方などの説明
をする。投票は北海道より開始される。投票終了
後投票箱を別室へ運ぶ。
古川委員長が選挙管理員の見守る中、鍵が開け
られ投票用紙がテーブルの上に出される。
6名の選挙管理委員により開票作業が開始され
た。私が取る投票用紙は藤間氏の名前ばかり、心
の中では「藤間さんが当選だ」と思った。しかし
票を集計してみると
藤間英雄83票、熊谷和正101票、無効2票であっ

た。

現会長の熊谷和正氏が会長に再選される。

報告終了後埼玉県技師会の藤間会長より緊急動
議が出される。
「日本放射線技師会の会誌について、1号から
3号までは既に発行されております。これを回収
することは困難であると考え、平成15年度までの
会誌の発行については認める。しかし、平成16年

度以降、株式会社日本放射線技師会出版会の存在
は認めない。」
この動議により議事は中断する。
議長より

「緊急動議を議事に採決するか」の決議が行わ

私、個人の意見ですので了承してください。民
主主義の世の中、結果を認めなくてはいけないの
は残念です。また、今回の選挙管理委員会での私 ′「

の力不足も痛感しますが、選挙管理委員会で決め
られた事は、やはり民主主義の中、軽視すること
は出来ません。選挙管理委員会への不満も多く寄
せられ反省もしていますが、選挙管理委員会の業
務の中に「5．その他選挙管理に必要な事項」と
ある。この業務内容をどこまで拡大解釈し伸ばせ
るかに尽きる感もある。

なぜなら、所信表明演説を実施するか？
選挙活動をどうするか？などの事である。
選挙運動については検討したが、委員会で決まっ

れ、賛成86、反対90にて緊急動議は却下される。

議事の平成15年度の報告に対して決議する。否決
3、修正73、賛成104、平成15年度の報告は可決

たことは変えられない。

される。

これより昼食に入る。我々代議員の席は出入り

口側なので早めに昼食ができた。

私は午後の役員選挙のため選挙管理委員会の最
終打ち合わせをプレゼンテーション2に行う。

午後2時より平成16年度の事業計画に入る。事
業報告に比べ淡々と議事が進行する。
5．平成16年度事業計画案
否決0、修正34、賛成123

6．平成16年度予算案
否決1、修正37、賛成131

7．会費納入規定改正案
否決2、修正14、賛成154

次は、いよいよ会長選挙が実施される。

選挙管理委員長の和歌山県放射線技師会古川会
長より会長以外の役員は無投票により当選が確定
しましたとの説明がある。

会長においては、立候補が2名ありましたので、
これより選挙を行います。
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埼玉県放射線技師会の藤間会長が日本放射線技
師会の会長選に立候補した事により、執行部の独
走態勢に歯止めがかかり、良い結果になったと思 ／、
う。

最後に大阪の代議員が述べた「執行部へのお願
い」が印象的だったので紙面に載せたい。
「私たち会員は技師会にお金儲けをしてもらい
たいと思いません。真剣に会員の為に組織運営を
して下さい。」その通りです。私も会貝の為の技

師会を望んでいます。

懇親会スナップ集
中

等：辛球I6年6日ちゃく土I年後丁等一

会 暢：乃木葛秦水子lL 大害金額

14：15、

平成16年度校定試験栃木県開催要項（予定）

試験開始

〈専門／機器管理の分、休憩10分〉

●AD単位認定試験

15：30、

〈専門／放射線管理60分〉

開催 日：平成16年9月5日（日）

16：30、 仝試験終了予定

平成17年3月6日（日）

開始時間：10：00、11：00
11：15、12：15

医療安全学
看護学

試験開始

開催場所：未完
試験料：放射線機器管理士 3，000円

13：15、14：15

救急医療学

放射線管理士

3，000円

14：30、15：30

医療学

同日に両科受験

5，000円

開催場所：栃木県済生会宇都宮病院
試験料：1，000円（再受講2，000円）

■第2回卒後教育講座（公開講座）
開催

′、

■医用画像情報管理士認定試験
（ビギナーズクラス）
ビギナーズクラスとスーパークラスがある。

今回の試験はビギナーズクラスのみです。平
成18年3月末までは受験資格の特例期間です。
毎年1回、10月の最終日曜に実施。
開催 日：平成16年10月31日（日）

開始時間：未完
開催場所：栃木県済生会宇都宮病院
試験料：未定

日：平成16年11月13日址

開始時間：午後2時受付開始
午後2時30分閉会
開催場所：栃木県立がんセンター3階講堂

（予定）

■平成16年度会員親睦ゴルフ大会
開催

日：平成16年11月28日（即

開催場所：検討中
■栃木県放射線技師会 第2回学術研究発表会
開催 日：平成17年3月13日（日）

開催場所：検討中
●臨床実習指導者更新試験
平成17年3月未までは受験奈格の特例期間です。
開催
′■ヽ

日：平成17年2月6日（即

開始時間：12：00、 受付開始
12：30、 試験説明
13：00〜

試験開始

14：30、

試験終了

都道府県技師会主催の
承鰐（蓄積）カウントの申碑について
このたび、新生涯学習システムのバージョンアッ

開催場所：未定
試験料：3，000円

プに伴い、平成元年よりBAS】Cカード、技師格取

試験内容：マークシート形式による筆記試験

得者を対象に平成16年度の1年間に限り都道府
県技師会主催の承認（蓄積）カウントの認定を
行います。
日本放射線技師会承認カウント審査委員会へ

（90分／100間）指導者としての適否
をチェックする目的です。
〈参考文献●日本常識力検定問題、SPl適性試験問題なと〉

の申請担当委員は、委員長：神山辰彦（自治医科
●第12回放射線機器管理士認定
第10回放射線管理士認定試験
開催

日：平成16年12月5日旧）

開始時間：12：00、 受付開始
12：30、

試験説明

13：00、

試験開始

〈法令60分、休憩10分〉

大学附属病院）、委員 茂木常男（足利赤十字病院）、

福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）、柳澤三二朗
（自治医科大学附属病院）、金田幹雄（環協医科大
学病院）の5名です。
なお、詳細につきましては、栃木県放射線技
師会より後日ご案内いたします。ご不明の点は
担当委員にお問い合わせください。
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開催 日：平成17年6月25日（五、26日旧）（予定）

会誌91号への原稿募集
●投稿事項
（1）内容

開催場所：りんどう湖ロイヤルホテル（予定）

・誌上レポート、学術論文、一般論文、主張
・損影、治療等での補助具の紹介
・文芸（随筆、詩、俳句、川柳、写真、挿絵など）

企画内容：一般会員発表・教育講演・年捕り講演・
シンポジウム等

主

開

催：他日本放射線技師会北関東地域放射線技師会

（21字数等、特に制限はありません。
（：5）本会事務所に原稿用紙を請求してください。

催：㈲栃木県放射線技師会

ワープロの場合は、1行48字、42行を1頁
として編集してください。
（1）原稿の締切

平成16年8月18日（水）

刷原稿の送月光 本会事務所
〒320−0024宇都宮而栄町5−7

アドバンス講習会開催（次回予定）
開催

栄町別鑑内

TEL・FAX O28−625−7979

日：平成16年10月、11月の日曜日を予定

開催場所：栃木県済生会宇都宮病院
グリーンホール（予定）

［一mall tart＠ce．mbn．or．jp

栃木県放射線技師会編集委員会宛
※投稿についてのお問い合わせは本会事務所、
事務局矢野宛にお願いいたします。

科 目 名：看護学
1日目

看護学概論

2日目

看護学概論

「対象の理解」・小児看護

「対象の理解」・精神石

前

「対象の理雛」・成人宥護

「対象の理解」・地域新

1

「対象の理雛」・母性宥護

「対象の理解」・老年看護

FUJIFILM MEDICAL FAIR

看護技術

・作†
・位i

変換の技術

開催日時：平成16年8月26日（木）15：00、20：00

移動の技術

（展示のみ）
平成16年8月27日胤14：00、20：00

講義免除者：看護師、准看護師免許取得者、大学、

短大、科目履修生等として「看語学
概論」等の科目1単位を取得者は「看
護技術（6時間）」の履修と小論文提出
にて、単位認定試験の受験免除です。
※自己学習時間として小論文提出あり

受講料：未定
開
催：（組栃木県放射線技師会
後
援：厚生労例省

講演（19：∞、20：00）予定

『厚生労働省動向関連』を予定
平成16年8月28日比110：00、18：00

講演（14：00、16：00）予完

『マンモグラフィー関連』を予定

会

場：マロニエプラザ（宇都宮市）小展示場

機器展示：PROFECTCS、VELOCTTYU、
Picoシステム、SYNAPSE、MMG症例

※開催時間、機器展示内容及び特別講演内容は
変更になる場合がございます。近日、詳しい
案内状をお渡しいたします。

編集・発行

発行人 赤 羽
泉
社団法人 栃木県放射線技師会
〒320−0024
TEL・FAX

宇都宮市巣町5−7

栄町別館内

O28−625−7979

銀行振込：足利銀行本店 （普通）1785921
郵便振替：00340−3−35730
URLhttp：／／ww、、，・tartneLcOm／E−mailtarL＠ce．mbn．or．jp
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平成17年度実行垂員会より進捗状況報告

