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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

～人びとの幸せな暮らしをつくる担い手の一人に～

３月 10 日、第 41 回関東学術大会茨城大会が、つくば
国際会議場で盛大に開催された。
当日は朝早くから受付を待つ会員でロビーは賑わい、
日理機工・日理工協賛ブースも大盛況だった。
定刻になり、工藤鉄男日整会長が開会のあいさつを述

ケアシステム）の構築を実現していくとした。
今後の少子高齢化を乗り切るためには、地域包括ケア
システムの推進が必要で、そのシステムは、縦軸に「医
療と介護の連携一体化」「地域における統合的なチーム
医療」、横軸には「生活支援とまちづくり」「地域創生」
があると説明された。

べ学術大会が開幕した。
特別講演では、内閣府地方創生推進事務局参事官補

最後に、柔道整復師はその知識と技術を活かし、地域

佐の横田清泰氏が「地方創生と社会保障制度について」

に密着した医療人として、各種スポーツ大会の救護活動

と題し、地方創生の現状と今後について講演された。

をはじめ、地域住民の健康維持管理のための啓蒙活動、

少子高齢化の進展に対応

介護現場での機能訓練指導に加え各地域ボランティア活

し、人口の減少に歯止めを

動を展開するなど、地域包括ケアシステムの一員として

かけるとともに、東京への

広く認知されてきている。

人口集中を是正し、それぞ

医療・介護・福祉の連携に加え、高齢者も子どもも障

れの地域で住みよい環境を

害のある人も、すべての人が共生できる多世代のまちづ

確立していく必要がある。

くりに取り組むことで地方創生を目指していきたい。柔

そして、将来にわたって活

道整復師にもぜひ積極的に参加協力していただきたいと

力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・し
ごと創生に関する施策が総合的かつ計画的に実施され

話された。
基調講演では、工藤
日整会長が「予見する

ている。
その具体的な取り組みとして、①地方での安定した雇

力・構想する力・実行

用②地方への新しい人の流れを作る③若い世代の結婚・

する力」－時代の潮流

出産・子育ての希望を叶える④地域間の連携という４つ

における「潮目」を読

の基本目標を掲げている。

んで－と題し講演され

また、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、

た。

重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で最後ま

柔道整復療養費検討専門委員会の中で議論された制度

で暮らし続けることができるよう、医療・介護・予防・

の改正については、「公的審査会の権限強化」や「施術

住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括

管理者の要件強化」など、要望を大幅に取り入れた内容
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が実現した。また、柔道整復師学校養成施設でのカリ
キュラム内容の大幅な改善にも貢献し、教育の現場にお
いても柔道整復師の資質と技術の向上が図られることに
なり、今後も業界の将来を見据え、柔道整復師の積極的
な社会進出と地位確立とを目指していくと話された。
日本柔道整復師会では、柔道整復術公認 100 周年記念
事業として「匠の技

アスリートへのアプローチ
～ PT からのメッセージ～
大雪警報でも笹沼会は No Problem ！
２月９日、笹沼秀幸先生との勉強会が当会館会

伝承プロジェクト」を４月からス

議室にて行われた。関東では前夜から大雪警報が

タートする。確かな技術・知識・誇り、さらに公益とい

出され、みぞれ混じりの天候の中、多くの会員が

うモラルを備え持った柔道整復師が、地域で施術にあた

今後の施術に磨きをかけようと参加した。

り、社会貢献できる仕組みの構築を実現していくと講演
した。

５回目を迎えた今回は、笹沼先生とともに「と
ちぎメディカルセンターしもつが」から理学療法

介護保険に関する講習では、日整特別諮問委員の三谷
誉会員を講師に、「柔道整復師と地域包括ケアシステム」
－ 2018 柔道整復師と介護予防－と題して行われた。

士の渡部健太郎先生を講師に招いて講演をしてい
ただいた。
第１部は笹沼先生

昨今、地域包括ケアシステムの構築の重要性が叫ばれ

が「スポーツ障害治療

ているが、柔道整復師は、医療では運動器の損傷に対す

の実際とコツ」と題し

る施術と再発予防、介護では介護予防を地域の機能訓練

て、日本の学生スポー

指導員として地域包括ケアシステムに貢献できる。

ツの現場から見えてく

今回は、総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）
での通所型サービスの流れについて詳しく説明した。

る課題やスポーツ障害
のピットフォールにつ
いて話された。
学生のオーバーユー

研究発表

スを防ぐために、運動部活動の休養日や活動時間

13 時 20 分からは、学術大会のメインである各県代表
の研究論文発表が行われた。

といったことに対する今後の方針や、現在検討中
の話も聞くことができ、とても貴重な内容であっ
た。
第２部は渡部先生から
「リハビリ現場での実際」
と 題 し、 負 傷 し た ア ス
リートを競技復帰させる
まで、病院ではどのよう
なサポートを行ってきた
か、リハビリ風景などの

当会代表である小山支部の倉井康雄会員は第４発表で
登壇した。「肘部管症候群の症例」と題して、観血療法
適応となった肘部管症候群と、保存療法で良好な結果を
得た症例との比較検討を発表した。

に説明していただいた。
この勉強会も回数を重ねるごとに充実し、笹沼
先生が関係する専門の先生を伴い講演してくれる

医接連携を通じ、後遺症がなく患者の満足する結果で
治療終了したことと、CT・MRI 画像・手術の写真で観

ことで、とても有意義な勉強会となっている。
今後は笹沼先生から「教えてもらう」受け身から、

血療法の回復過程を観察できたことを報告し、「これか

こちらから課題を持ち掛け、ディスカッションな

らも患者のためにより良い医接連携を目指し微力ながら

どをすることも必要だろう。この勉強会が継続さ

努力していきたい」と締めくくった。

れ発展し、医接連携の “ 強い絆 ” となってくれれ

次回の学術大会は 2021 年に群馬県で開催される。
学術部
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画像や動画を使い具体的
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大芦昌代

ば幸いである。
学術部

舘

佳孝

２／23 日赤血液センタ
ーまつり

は

な

春高楼の柔 整の宴
厚労省から功労賞

トイレ行かせて！
人気の行列に悲鳴

毎年２月に開催される血液センターまつり。なぜ
一年で最も寒いこの時期に開催されるのか？血液セ
ンターのセンター長に伺ってみました。
答えは…「献血者が減るからです」 なるほど。
災害救護事業や病院事業と並んで、赤十字事業の
柱の一つである「輸血用血液供給事業」。日本では「売

３月７日、日本柔道整復師会社団法人設立 65 周年記

血」行為が禁止されているため、緊急時の輸血用血

念式典・柔道整復師術公認 100 周年記念祝賀会がパレス

液は善意の献血に頼らざるを得ません。

ホテル東京で行われました。

栃木県内では毎日 300 人の献血者が必要なのだそ
うです。病気やケガなどで輸血が必要になる方の、

式典では各表彰が行われ、当県から厚生労働大臣表彰
（柔道整復業功労）に阿部喜一会員（足利）・厚生労働大

文字どおり「命の綱」である輸血用血液の確保のた

臣表彰（労災補償行政関係功労）に田代富夫会員（那須）

めに、赤十字の血液センターが担う役割を理解して

が表彰されました。また、日整会長表彰に片岡祥二会員
（芳賀）・江原（足利）、日整会長感謝状表彰に半田光男

いただく必要があるわけですね。

会員（宇都宮）・塚原剛会員（小山）
、永年業務精励会員
表彰に 25 人の会員が表彰されました。
特別講演では吉田学厚生労働省医政局長から、地域包
括ケアシステムのそれぞれの地域における構築、2025
年問題、生産年齢人口が急減する 2040 年問題。柔整師
に関しては療養費の推移、養成校の増加、柔整師の開業
さて、この日の午前中は暖かで穏やかな天気とな

者の推移など、多岐にわたる話を聴くことができました。

り、会場には開会の前から大勢の方が来場、このよ

式典後に行われた記念祝賀会では、多方面からの来賓

うな場であればこそ柔道整復師の知名度向上にも役

が列席され、450 席がほぼ満席となりました。工藤日整

立っているようです。

会長の挨拶、来賓祝辞、乾杯・歓談と進み二時間半の祝

各種の協賛事業の開始時間は 10 時からの予定だっ
たものを前倒しして、私たちの骨密度測定を開始。

賀会も滞りなく閉会を迎えました。
今回表彰された多くの会員は、多年にわたり柔整業務

某副会長などは「トイレにも行けない！」とぼやく

に勤しみ、柔整師業界の発展に寄与された方々です。今

ほどの長蛇の列が…。

後も健康に留意し、業務に励みながら後輩の指導にあた

午後になって曇りとなり、風も冷たくなったので
すが、それでも順番待ちの行列が途絶えず、終わっ

り、業界の隆盛に貢献されることを願って止みません。
表彰された皆様、誠におめでとうございました。
副会長

てみれば 300 人を超える被測定者にデータの解説と

江原義明

健康相談をさせていただきました。
毎年楽しみになさっている方も多く、数年分の記
録を持ってきてくださるファンの方もいらっしゃい
ました。
日本赤十字社栃木県支部との協力関係も 20 年にな

芳賀支部総会開催のお知らせ
日

時

４月 20 日（土）18：00 ～

会

場

けやき会館

ります。災害現場などの非常時にも活躍できる私た

今回は、社会福祉法人「飛山の里福祉会」理事長・

ちの技術と知識をもっともっと一般の方に知ってい

直井修一先生と整形外科医・池添祐大先生をお招き

ただくため、こういった活動を継続してまいります。

し、日頃疑問に思う症例などを質問形式でお答えい
ただく形をとっていきたいと思います。

ご協力とご理解をお願いいたします。
保険部長

塚原

剛

芳賀支部会員はまたとない機会ですので、大勢の
参加をお待ちしております。

通信員

植木大輔
Apr. 2019
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求められる存在へ、
難渋な道のりもしぶとく

宇都宮支部総会・講習会開催の
お知らせ
日

時

４月 20 日（土）18：30 ～

地域包括ケアシステム地域代表者推進会議

会

場

とちぎ福祉プラザ

2 月 28 日に田代副会長・小森広報部長（高根沢町）
・

講習会は、東京都墨田区で鍼灸整骨院を開院し、

総会終了後、講習会（90 分）を予定しています。

岡本委員（大田原市）
・大畑委員（益子町）
・阿部委員（足

日々患者さんと向き合い治療を行う傍ら、多数のメ

利市）と私（石井）の６人により、介護保険部選抜会

ディアにも出演し、本の執筆や講演活動も精力的に

議が行われました。

こなし活躍されている山口勝利先生をお迎えします。

本来は、地域代表者全員で行われる会議ですが、な

山口先生の講習会は本来、会員制のため一般では

かなか大きな進展がないため、今回は実際に活動の機

受けられませんが、小椋支部長が会員となっている

会があった委員を選び、状況報告と今後の展望につい

関係で粘り強くお願いした結果、特別に引き受けて

て検討しました。

くださいました。
この貴重な講習会にぜひともご参加ください。
講演内容
「患者さんを集めるための心得について」
①整骨院業界の現状分析と今後の対策方法
②実技（診察法・簡単に痛みを取る方法など）
講師プロフィール
山口勝利（やまぐちかつとし）先生
1962 年生まれ。神奈川県出身。

報告では、各市町それぞれに多職種連携会議に出席

理学博士・柔道整復師・鍼灸師・全国冷え症研究所

したり、介護関係の講演やケアマネジャーに対しての

所長。

プレゼンをしてアプローチを続けていますが、総合事

著書「冷え症を治してキレイにやせる」など

業の実績になかなかつながっていないのが現状のよ

＊宇都宮支部会員以外で参加希望の方（講習会費

うです。また、介護予防の世界では、「柔整師は後発

1,000 円）は、小椋支部長 028-643-4818 までご連絡

で認知度も低い」ことが大きな要因の一つと言えるの

ください。

宇都宮支部会計

河津

ではないかということです。
ではどうするのか？地域包括ケアシステムを構築
し総合事業を有効活用することは、国が推進している
ことです。そして私たち柔整師には多くの人たちが必
要としている技術があります。まだまだ、それを活か
す余地は十分にあるはずです。
介護保険部としては総合事業に参入するのを主眼
におきながらも、同時に私たちの技術を必要としてい
る人たちに、一人でも多く提供できるように様々な形
でアプローチし、PR していくことが重要ではないか
ということになりました。
田代副会長も「柔整師の認知度はまだ低いが、患者
（利用者）のニーズはあるので根気強く活動していく
ことが重要」と話しており、今後も地道に粘り強く少
しずつでも着実に前進し、会員の皆さまの利益につな
がるように活動していく決意を再確認しました。
介護保険部長
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石井士朗

廃止
◆ラサ工業健康保険組合 ０６１３０２１５
⇒ 協会けんぽ東京支部へ ０１１３００１２
変更日 平成31年４月１日
◆日生協健康保険組合 ０６１３８０５１
⇒ 協会けんぽ東京支部へ ０１１３００１２
変更日 平成31年４月１日
◆人材派遣健康保険組合 ０６１３９１１７
⇒ 協会けんぽ東京支部へ ０１１３００１２
変更日 平成31年４月１日

合併
◆東光健康保険組合 ０６１１０８４５
⇒ 村田製作所健康保険組合 ０６２６０４３４
変更日 平成31年４月１日

一元化
◆農林水産省共済組合 各支部
⇒ 農林水産省共済組合本部 ３１１３１１０５
変更日 平成31年４月１日

裕

８．鎖骨骨折
鎖骨骨折は近位端部・中１/ ２・外端部骨折に分類さ
れる。基本的には骨癒合が良いので保存療法が選択され

Vol.138
肩・上腕部の診察法

ることが多いが、外端部骨折では例外の場合もあるので
注意を要す。観血療法では、鋼線やプレートを用いて内
固定を行う。

❖外傷による急性症状の診察法
肩関節周辺の骨折で上腕骨近位端部の骨折の他に肩
甲骨・鎖骨・上腕骨骨幹部骨折があげられる。いずれ
も局所症状にて判断した上で画像診断により確定診断
を行う。

９．上腕骨骨幹部骨折
上腕骨骨幹部骨折は局所の腫脹・運動痛変形・異常可
動性・軋轢音等の臨床症状により判断は容易である。
直達外力での受傷では、横骨折・粉砕骨折・軽度の斜
骨折を呈することが多い。介達外力による受傷は、転倒
などにより手や肘をついた際に発症し、また、腕相撲・
投球等の筋力作用により発症したものは捻転力による螺
７．肩甲骨骨折

旋骨折や斜骨折となりやすい。

肩甲骨骨折は全骨折の１％と比較的まれな骨折であ

血管損傷・神経損傷を認める骨折は観血療法適応とな

る。局所の腫脹・圧痛・肩関節運動痛や呼吸時痛がみ

るため注意を要す。また、転位が著明な場合も観血療法

られる。

が選択されることが多い。

直達外力による受傷では肋骨骨折の合併にも注意が

保存療法では副子固定の

必要。体部や転位の少ない骨折に対して保存療法が選

ほか、ギプスによるハンギ

択される。体部骨折の際も著明な転位が残ると肩甲胸

ングキャスト法などの固定

郭関節の不適合による疲労感等などが残存する場合が

を行うが、骨癒合に８～ 10

あるので注意を要す。

週 と 長 期 間 を 要 す る た め、
途 中 で フ ァ ン ク シ ョ ナ ル・

肩峰骨折では下方転位を残すと二次性のインピンジ
メントを生じる恐れがある。
烏口鎖骨靭帯より近位の烏口突起骨折は肩鎖関節部
の不安定性を生じることが多いため注意が必要であ

ファンクショナル・ブレース

ブレース法へ変更するなど、

肩関節や肘関節の拘縮に対する考慮も必要である。観血
療法では髄内釘やプレートによる内固定が行われる。
学術部

る。
形状が複雑な骨なので、Ｘ線のほかに CT による断

①支部名 ②生年月日 ③施術所名
④施術所住所 ⑤TEL ⑥出身校
⑦入会年月日 ⑧趣味 ⑨抱負

層撮影や３D 撮影も行うと良いであろう。体部以外の
転位が著明な骨折に対しては手術の適応となることが
多い。

岡本博志

吉田 沙央梨
①小山支部

よしだ

さおり

②平成３年11月26日

③小山スポーツ接骨院
美しが丘１－18－14

④〒329－0207

小山市

⑤0285－37－9430

⑥了徳寺大学(平成26年度卒業)
⑦平成31年２月28日

⑧フットサル

⑨皆さんの笑顔のために頑張ります。
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第180走

部
栃木支

一郎

中村佑

ドライブ a GOGO！
私の趣味はドライブです。何もない週末などは、
通ったことのない道を使い東京まで行き、都内をク
ルマと徒歩で散策してみたり、東京でラーメン屋を
やっている叔母の所でラーメンを食べてから横浜へ
周り、都内をまたドライブして帰ってきます。
最近では、友達と早朝に海を見に行ったり、なか
なか会えない埼玉の友達の所まで、ご飯を食べに
行ったりしました。
私のドライブは無計画で、その時の気分でぶらり

健康保険組合から「患者調査の結果、以前からの
疼痛があったことが確認できたため慢性腰痛であ
る」との理由で不支給の通知がありました。
以前からの疼痛は予診票でも確認できましたが、
初検日の直近に「重いものを無理に持ち上げた」と
の負傷原因が確認できたので、外傷と判断した経緯
があります。
施術者側に問い合わせのための返戻もなく、一方
的にいきなり不支給とされるのは納得できません。

と行きます。一度行くと往復で３～４時間以上かか
るので結構疲れますが、１週間もすると気晴らしに

ご指摘のとおり不当な不支給決定です。

また行きたくなります。

通常、患者調査の回答と申請書の内容が一致

私が運転を好きになったのは、子供の頃に自転車

しない場合などには、施術者に申請書を返戻するなどの

でいろいろな所に行くのが好きだった影響でしょ

手順で、申請書内容の確認を行うことが必要であり、疑

う。住んでいる壬生から車で 30 分かかる祖父母の

義が生じたものを直ちに不支給決定することは甚だ不当

家によく行っていまし

な行為と思われます。

た。

本事案に関しては保険部においても保険者の担当者と

高校生の頃には、クル

話し合いを行い、通知等の解釈において独自な解釈が

マやバイクに興味が出て

あったことが確認できたため、再度の検討をお願いしま

きて乗りたいクルマも決めていましたし、免許を取

した。

得し実家に戻ってからも、東京の昔のバイト先まで

通常このような場合、保険者は疑義に対しての回答を

夜中に遊びに行ったりしていました。県外に行く時

求めて返戻を行いますので、施術者が外傷と判断した理

は必ずクルマで行くようになりました。

由や予診票などの資料を添付し、再請求を行うことで支

今では、毎回違う道を使ってみたり、バイトで

給が認められています。

使っていた道を思い出しながらいろいろと懐かしん

なお、普段から初検時だけではなく、追加の負傷があっ

で走ってみたり、景色を楽しんでみたり、新しい発

た場合などにも予診票を記載してもらい、施術録と一緒

見があったりと自分にとってはなかなか楽しむこと

に保存しておいてください。

ができて結構気分もすっきりします。

また、患者さんの手元には施術を受けてから数か月後

私も 30 歳半ばになったので、時間が許せばゆっ

に調査票が送られてきますので、記憶があいまいになる

くりと計画を立てて旅行にでも行きたいと思います

ことが多くみられます。初検時には調査票についても十

が、まだまだ自分の中の運転の虫が許してくれない

分に説明して理解していただくよう努めてください。

ようで、しばらくは「ぶらり旅」が続きそうです。

＊不支給や減額などが行われた場合には、必ず保険部に

次回は足利支部です。お楽しみに。

報告していただき、審査請求などの手続きを行ってくだ
さい。
足 利 市 中３まで県内医療機関等の入・通院を現物給付

右記市町のこども医療費助成制度が
変更になります。
（平成 31 年 4 月～）

下 野 市 高３まで県内医療機関等の入・通院を現物給付
那須塩原市 中３まで県内医療機関等の入・通院を現物給付
茂 木 町 中３まで県内医療機関等の入・通院を現物給付
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孫子の兵法と兵法三六計から学ぶ
み ち

柔道整復師の勝ち抜く途 vol. ４
鳥の起つ者は伏なり
獣のおどろく者は覆なり

めにも “ 患者の顔色を伺う ” ことは重要となる。これは、
患者に媚びるということではなく、患者のしぐさや表情、

（孫子の兵法）

「鳥が飛び立つところには、伏兵がいる。獣が騒いで

言葉から患者の心理状態を探り、いま何を考えているの
かを判断することだ。
・「症状が改善せず不安や不満を持っている」

出てくるときは奇襲がある」ということ。
物事が起きる前の予兆を察知して早めの対策をする

・「待たされていらいらしている」
・「先生に相談したいことがあるが言いにくい」

ことが重要という意味。
戦国時代の戦いで、これを実践した代表的な武将は

・「新しい物療器にかかりたい」
・「長期間通院しているので今の治療法に飽きた」

第４次川中島の合戦の上杉謙信だ。

・「体の調子が悪いために家庭内トラブルがある」
患者は施術室にいる間にいろいろなことを考えてい
る。先生には言わないことも多いので、その “ 炊煙 ” に
早く気付いてあげることが大切になる。
そして、炊煙を察知したら、それなりの対処が必要に
なる。
・不安がある患者には「医科へ検査依頼」
・いらいらしている患者には「臨機応変に治療短縮」
・新しい物療器にかかりたい患者には「可能な限りニー
ズに応える」
・治療に飽きた患者には「治療内容を変えることも一つ

≪毘沙門天を信仰していた謙信の旗印≫

永禄４年９月（旧暦）２万の武田軍は海津城に入り、
１万３千の上杉軍は海津城を眼下に見下ろせる妻女山

の方法」
・家庭内が不和の患者には「相談にのり、場合によって
は家族を呼んで患者の症状を理解させる」ことも必要

に陣を敷いた。
９月９日の夕刻、海津城から非常に多くの炊煙（炊

このように、患者の心理をつかみ迅速に対処すること

き出しの煙）が立ち上るのを見た謙信は、武田軍に大

で、患者は気持ちよく通院できる。“ 炊煙 ” をつかむこ

きな動きがあることを予想した。

とで、同業者 “ 垂涎 ”（スイゼン）の整骨院になれるだ

そこで、謙信は武田軍が妻女山の背後に軍勢を回し

ろう。
宇都宮支部

て上杉軍を挟撃すると判断し、全軍が夜のうちに山を
下り千曲川を渡河し川中島の八幡原に出た。
謙信の予想どおり、信玄は高坂弾正が率いる別働隊
１万２千を妻女山へ向かわせ、自らは８千の兵を率い
て八幡原に陣を敷き、下山してくる上杉軍を待ち伏せ
した。世にいう「キツツキ戦法」である。

野澤哲男

支 部 会 の 日 程
那

須 ４月20日㈯ 17：00〜大田原温泉ホテル龍城苑

芳

賀 ４月20日㈯ 18：00〜けやき会館

宇都宮 ４月20日㈯ 18：30〜とちぎ福祉プラザ

この戦いは、結果的に引き分けとなったが、謙信が

佐

野 ４月20日㈯ 19：00〜三岩

炊煙を見て何も感じなければ、上杉軍は壊滅していた

小

山 ４月21日㈰ 17：00〜 ダイニングキッチン彩華

であろう。

栃

木 ４月24日㈬ 20：00〜サンルート栃木

獣の

足

利 ４月25日㈭ 20：00〜足利市民会館

おどろく者は覆なり」を実践する相手は、やはり患者

鹿

沼 ４月27日㈯ 19：00〜鹿沼市民情報センター

塩

谷 ４月27日㈯ 19：00〜あおい亭

経営上、柔道整復師が「鳥の起つ者は伏なり
に対してであろう。

院内をうまく回して、継続的に患者を通院させるた

Apr. 2019
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行事予定

※定例診察日は第１・第３日曜日の
10：00〜12：00を基本としますが、
諸般の都合により、日時・スタッフ
等が変更となる場合があります。
※定例診察の受付は9：30〜11：30

会員数
平成31年３月１日現在

410名

（内訳）正

408名

会

員

（うち開設者）

４月

387名

研修柔整師

７日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・岡本・小林
療養費支給申請書締切日

10日㈬

15日㈪ 20:30 とちのき５月号編集会議［当会館］小森・植木・横地
16日㈫ 16:00 監事会 ［当会館］
18:00 監査報告会 ［当会館］
20:00 理事会（支部長参加）［当会館］
18日㈭ 20:30 予備点検［当会館］ 理事・監事
19日㈮ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・植木・藤田
20日㈯ 17:00 那須支部会［大田原温泉ホテル龍城苑］
18:00 芳賀支部会［けやき会館］
18:30 宇都宮支部会［とちぎ福祉プラザ］
19:00 佐野支部会［三岩］
21日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・鈴木勝・大木
17:00 小山支部会［ダイニングキッチン彩華］
22日㈪ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
23日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
24日㈬ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
20:00 栃木支部会［サンルート栃木］
25日㈭ 20:00 足利支部会［足利市民会館］

2名

会員の異動状況報告
・小柔整80

吉田沙央梨

〒329－0207

小山スポーツ接骨院

小山市美しが丘１－18－14

☎0285－37－9430
・宇柔整116 高橋

平成31年２月28日

入会

康夫
平成31年３月12日

退会

訃報
宇都宮支部

高橋

康夫

会員（66歳）がご逝去

されました。ご家族の意向により密葬で執り行わ
れました。
小山支部

玉野

泰之

会員のご尊父（將義様

74歳）がご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ご会葬御礼
過日は、ご多忙中にもかかわらず、会員の皆様
にはご会葬を賜り誠にありがとうございました。
小山支部

玉野

泰之

宇都宮支部

高橋

洋子

27日㈯ 19:00 鹿沼支部会［鹿沼市民情報センター］
19:00 塩谷支部会［あおい亭］
５月

３日㈷ 8:00 第35回栃柔整柔道大会［県武道館］
10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・髙村・鈴木強・小林

塩谷支部

舩橋 仁和

禁煙を破った夢に目を覚まし
当っては欲しくないほど当たる勘
メロディーについ誘われた焼イモ屋

療養費支給申請書締切日

10日㈮

15日㈬ 20:30 とちのき６月号編集会議［当会館］小森・加藤・藤田
16日㈭ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事
19日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・野澤・大芦・大木
12:30 理事会（支部長参加）
14:00 平成31年度通常総会 ［ホテル東日本宇都宮］
21日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
22日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・加藤・小野塚
24日㈮ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
28日㈫ 20:00 協同組合総代会 ［当会館］
（変更や追加などはホームページをご覧ください）

編 集 後 記
バブル景気の真っ只中に幕を開けた「平成」も今月末で
終わろうとしています。
平成時代を振り返ると国外では天安門事件・ベルリンの
壁が崩壊・9．11 同時多発テロ。国内では自然災害・地下
鉄サリン事件・羽生結弦選手冬季五輪２連覇など心に残り
ます。
さて、わが業界では規制緩和により柔整養成校が急激に
増加し、自己利益を最優先する輩がなだれ込んでしまった
ように思います。
平成最後の「とちのき」４月号が皆様のお手元に届いた
ころには、新元号が発表され感慨もひとしおと思います。
新しい時代の幕開けに期待したいです。
ぐっち

柔道整復師賠償責任保険の緊急連絡先 損害保険ジャパン日本興亜㈱本店専門保険金サービス部 専門賠償・保証保険金サービス課 TEL 03-5913-3858 FAX 03-3385-3704
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