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栃木県柔道整復師会

広く永く後世に…開かれる伝承の技
匠の技

伝承プロジェクト

日本古来の伝統医療である柔道整復術が、国による公
認 100 年目を迎えた。

以上経験されたという。固
定法は金属副子とすだれ副

日整では 100 年の節目を機に、技術の一層の向上を目

子用い、包帯も均等に圧が

指し、確かな知識と技術を後世に伝えるために「匠の技

かかるように麦穂帯で巻く

伝承プロジェクト」をスタートさせる。

技術は、まさに匠の技であ

今年度の講習は全８回（東京６回、北海道と九州で各
１回）開催される。そのプレイベントに関東各県の学術
担当者 30 人ほどが参加した。

る。
質疑応答では質問が終わ
らず 30 分を超えたところで

内容は「前腕骨周辺の機能解剖」「超音波観察装置に

司会者からストップがかか

よる観察」「骨模型シミュレーターによる橈骨遠位端骨

るほどであった。若い先生

折に至るメカニズム」「橈骨下端骨折の整復・固定」の

はキャスト材や熱可塑性の素材が主流なのか、とても興

４講義であった。

味を惹かれたようである。

「骨模型シミュレーター」は橈骨遠位端骨折の転位を

今年度の講習会はすでに定員数に達しているそうだ

正確に再現でき、整復動作もシミュレートできる。現在

が、来年度以降は各地での開催も計画されている。また、

は上腕骨、鎖骨など６部位に対応するが、ニーズがあれ

各県で活躍されている匠の技を持った講師も募集してい

ばすべての骨・関節を作成することが可能だそうであ

るそうなので、当県の先生も名乗りを上げてはどうだろ

る。学校の教材用ではあるが、今まで指先の感覚と頭の

うか？

中でイメージしていたことを視覚に訴えることで、さら

学術部長

高野康弘

に理解しやすいと思う。
最後の講義は日整の渉外部長・富永敬二先生による
「骨折・脱臼の症例および整復法、固定法」であった。
名倉の流れを汲む富永先生は、骨折においては 1,000 例
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令和元年通常総会が開催されます
表決の委任は可能ですが、委任欄が不備もしくは被委
任者が総会に欠席した場合は無効票となりますのでご注
意ください。
事前表決受付期間

５月 11 日～ 17 日

午後６時

選挙管理委員会
役員選挙に関する規則第３条に則り選挙管理委員会
（各支部代表者計９人）が発足いたしました。選挙が公平・
公正に行われるよう厳正な管理執行を行います。
選挙管理委員長
令和元年公益社団法人栃木県柔道整復師会通常総会が
５月 19 日、ホテル東日本宇都宮にて開催されます。
議

第１号議案

平成 30 年度事業報告書の承認について

第２号議案

平成 30 年度貸借対照表・財産目録・正味

第３号議案

役員の報酬及び旅費等に関する規則の一部
改正について

第４号議案

建（鹿

沼）

副委員長

上田利雄（小

崇（栃

木）

委

小椋国吉（宇都宮） 多田明美（足

利）

大吉克実（佐

野） 増山

剛（芳

賀）

篠原

谷） 木野善男（那

須）

員

題

財産増減計算書の承認について

空（塩

山） 渋江

理事・監事選挙の方法について
●

任期満了による役員改選について

投票用紙に記載された立候補者の該当する欄に【○】
を付けてください。【○】以外の記号や文字を記入し

報告事項

た場合、無効投票となります。

①平成 31 年度事業計画及び収支予算について

●

理事・監事ともに、それぞれに定められた定数まで

②日本柔道整復師会関東ブロック会総会表決権の委任に

の人数に【○】を付けてください。定数を超えて【○】

ついて

を付けた場合や白票は無効となります。
●

日

時

令和元年５月 19 日（日）14：00 ～

場

所

ホテル東日本宇都宮
宇都宮市上大曽町 492- １

℡ 028-643-5555

タイムスケジュール

票箱へ投函してください。
●

13：00 ～ 13：45

通常総会

14：00 ～ 16：00

２階「平安」

懇 親 会

17：00 ～ 19：00

３階「日光」

の間に会場２階投票所にて投票できます。

それぞれ３人までに【○】を付けてください。３名
を超えて【○】を付けた場合は無効となります。立候
補者が定員以内の場合は選挙を行いません。

議決は、すべて議決権行使書 ( 書面表決ハガキ ) にて
行います（総会に出席できない会員も議決権行使は可能
②当会館の『議決

③総会当日持参

①～③のいずれかで行ってください。
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投票用紙の再発行はできません

日整代議員・補欠代議員選挙について

議決権行使は棄権せずに

権行使書投入箱』に投函

事前投票されない方は総会当日の 13：00 ～ 13：45

●

当日投票

です）。方法は、①期日までに郵送

事前投票の場合は、投票用紙を同封の封筒に入れて
郵送（５月 17 日必着）するか、期間内に当会館の投

●

02

市川

があります。

●

代議員・補欠代議員選挙は投票委任できません。

＊その他、不明の点は各支部の選挙管理委員へお問い合
わせください。
選挙管理委員会

議決権行使書の書き方

公益社団法人栃木県柔道整復師会

令和元年通常総会議決権行使書

１．各議案について賛成か反対に〇を付けてください。

私は、令和元年５月19日開催の公益社団法人栃木県柔道
整復師会通常総会の議案について、下記のとおり議決権

２．支部名・氏名を記入してください。

を行使いたします。
（いずれかを○で囲んでください）
第１号議案

賛成

・

反対

第２号議案

賛成

・

反対

第３号議案

賛成

・

反対

３．郵送（５月 17 日必着）か当会館にて投函、または
総会当日に会場で表決してください。

議決権を委任する方は…
１．下欄の【議決権委任状】のみ記入してくだ

支部 氏 名

さい。
２．委任される方の氏名（フルネーム）を記入

【議決権委任状】
上記の議決権を委任する方のみ、下記にも支部・氏名を
記載し押印してください。（委任を受けた会員が欠席し
た場合は、無効となりますのでご注意ください。）
私は

殿に議決権の行使を委任いたします。

令和元年５月

日

公益社団法人栃木県柔道整復師会 殿
支部 氏 名

してください。
３．日付を記入してください。
４．支部名・氏名を署名・捺印してください。
※委任した場合、委任された会員が総会当日に欠
席した場合は、無効票となりますので、ご注意
願います。
※議決権行使書の再発行はできません。

㊞

選挙の投票は、当選させたい候補者名の左欄に〇を付けてください。
投票用紙を同封の封筒に入れて郵送（５月 17 日必着）するか、期間内に当会館の投票箱へ投函してください。また、
事前投票以外に総会当日に投票することができます。
有効投票数の過半数を獲得した候補者が当選となりますが、該当者が 10 名以上の場合は、獲得した票数の上位９
名が当選となります。また、当選者が定員に満たない場合は再選挙となってしまいますのでご注意ください。委任投
票は可能ですが、なるべく自分の意志で投票しましょう。
▪理 事 の 投 票 最高９名まで○を付けてください（10 名以上に○を付けた場合無効）
候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

候補者名

事の投 票

最高２名まで○をつけてください。（３名以上に○をつけた場合無効）

▪代 議 員 の 投 票

最高３名まで○をつけてください。（４名以上に○をつけた場合無効）

▪補欠代議員の投票

最高３名まで○をつけてください。（４名以上に○をつけた場合無効）

▪監
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「今どき柔整師」の
傾

向

副会長

田代富夫

３月５日、帝京大学にて例年行われている「柔整業
界説明会」を塚原保険部長とともに行いました。

集

～平成から令和

柔整改革のゆくえ～

不善を為す者、淘汰の時代へ

其の壱

平成の改革の意味

柔整業界にとって激動の「平成」が終わりを告げ、
「令
和」の時代となった。「平成」を振り返ってみると…。

学生の皆さんは、国家試験終了２日後ということも

柔整師免許が国家資格に昇格したまではよかった

あり、ほっとした気持ちと新しいスタートを控えた緊

が、大学柔整科の新設と柔整学校の乱立によって、年間

張感の入り混じった表情をしていました。

1,000 人だった国家試験受験者が 7,000 人となり「柔道

今年の合格者は 65.8％と昨年よりは高かったものの、

整復師」が溢れかえる事態となった。そしてなんと、平

ここ数年低下傾向にあります。来年は必修科目の出題

成だけで「接骨院・整骨院」の数が３倍に膨れ上がった。

が増え、柔道に関する問題が組み込まれるなど大きな

この現況に対し、平成から新元号「令和」をまたいで

改定が予定されており、さらに難易度が上がるといわ
れております。

柔整改革が進められている。
その一つが昨年４月から始まった「施術管理者の要件

また、管理柔整師となるために卒後臨床研修と指定

強化」である。施術所を開設し受領委任を取り扱うため

講習会の受講が義務化されたことに加えて、柔整療養

には、３年の実務経験と施術管理者研修が必要となった

費の取り扱いが激減しているという現実もあり、卒業

（私たち公益社団の柔整師から言わせれば、開業までに

生の意識は、将来自ら開業しようという意欲が大きく

３年以上の実務経験を積むことはすでに自ら行ってきた

削がれているように思われます。事実「この中で将来

ことであり、外傷の専門家として自信をもって開業する

は自分で開業することを目指している方は手を挙げて

にはむしろ「当然のこと」３年でも足りないくらいだ）。

ください」と投げかけたところ、手を挙げたのは、たっ

平成の規制緩和のもと、実務経験を積まずに開業する

たの２、３人で、あまりの少なさに驚いてしまいました。

者や、実務経験のない新卒柔整師を利用してチェーン店

最近の傾向として、独立開業を目指す学生は全国的

を展開し、ビジネス化することで利益を貪る輩が生まれ

にも減少しており、労働環境が良いところを求め、勤

た。

務者として働いたほうがよいと考える学生が多いと聞

彼らにとって、今回の改革は厄介な施策になるであろ

いていますが、まさにそのような状況なのだと感じま

う。公的保険を取り扱う「施術管理者」に規制をかける

した。

ことで、医療資源に値しない拝金主義の柔整師は健康保

必然的に雇用保険や労災加入だけでなく社会保険や
厚生年金加入で、なおかつ土日祝日は休みで８時間労

険が取り扱いにくくなり、本来向かうべき方向に動き出
したからだ。

働が基本的な事業所がその選択肢の優先となっており、

もう一つは「公的審査会の権限強化」である。

その背景には整形外科や介護施設はもちろん、チェー

疑義のある施術所の施術管理者や柔整師を直接呼び出

ン展開している接骨院などが始めから院長として高額

し、調査や指導を行えるようになった。すでに調査会に

な給与を提示するところにあるようです。

おいて疑義柔整師の呼び出しを行い相当の効果を上げて

また、生活的にも利便性の高い都市部への就職を希
望する傾向が見られ、田舎には行きたくないという学
生も多いようです。

いる。
昨年 12 月には厚労省より
「全国の柔整審査会」で「面

これらを踏まえ、私たちとしても勤務柔整師を募集

接懇談委員会」を構成して “ 疑

する際には、ある程度は労働環境の整備などが必要に

義柔整師 ” の呼び出しを行う

なってきていると感じます。

ように事務連絡が出された。

「将来的に独立開業を考えているなら、ぜひ公益社団

これにより “ 利 ” を求めて柔整業界に侵入してきた輩

法人の会員が開設している接骨院へ！」とアピールし

にとって、“ 正しい柔整 ” にしか利が生まれないという

ようと当会のホームページにも求人情報を載せ始めま

ことを「身を以て」知ることになるだろう。

したが、多くの学生にとっては意中の就職希望先には

参考：都柔整広報誌 Compass

なっていないようです。
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広報部

鎖関節脱臼
脱臼が整復されずに放置、または不十分な整復で数
日経過した状態のものは陳旧性となる。

Vol.139
肩・上腕近位の診察法
❖外傷による亜急性・慢性症状の診察法
前回までは急性症状の解説をしてきたが、今回は外
傷に起因する亜急性および慢性症状について解説す

肩鎖関節脱臼は完全固定が容易ではないため陳旧性
となりやすい。陳旧性肩鎖関節脱臼では鎖骨外端の肥
大変形や石灰沈着をみることがある。陳旧化した場合、
肩の挙上に際して疼痛や脱力感、違和感を訴えるが、
人によってはさほど疼痛や可動域制限がない場合もあ
る。
学術部

る。そのなかでも、骨折脱臼に伴う合併症および後遺

大芦昌代

症には主に以下のものが挙げられる。
１．骨折合併症
● 変形性肩関節症・外傷後上腕骨頭壊死
骨折の経過とともに関節軟骨の損傷を起こし変形
性肩関節症に至ることがある。それにより徐々に肩
関節の疼痛や可動域制限を起こしてしまう。

愛してる
夢から覚めた そのあとは…
～妻の気持ちが分からないと感じている方へ～
妻の買い物を待っている間、本屋の軒先で気にな

また、外傷後血行障害により上腕骨頭壊死に至る

るタイトルの本を見つけた。目を通してみると思い

ことがある。骨癒合が得られたとしても関節の変形

当たることが次々と出てくる。思わずレジに直行し

を起こすことがある。ステロイドの使用やアルコー

てしまった。その本のタイトルは「妻のトリセツ」。

ルの多飲など、骨頭壊死の危険因子が他にもあるた

「熟年離婚」が取り沙汰されて久しいが、夫側か

め生活状況も把握しておくとよい。

ら申し立てた離婚の動機の第２位が「妻からの精神
的虐待」で、具体的には「いつもイライラしている、

２．骨折後遺症

口調がきつい、いきなりキレる、何をしても怒られ

● 上腕骨変形治癒・上腕骨偽関節

る、口をきかない、無視する、夫の分だけ家事をし

整復位が不良のまま固定が行われた場合や正しい
整復位が保持できなかった場合、転位を残し変形し
た状態で骨癒合してしまい変形治癒となる。
異常可動性がある状態のまま骨折部の骨癒合機転
が完全に停止したものは偽関節となる。
高齢者は骨性癒合が困難な場合があり、関節拘縮
をきたし肩関節の機能障害を起こしやすいため注意
する。

ない、人格を否定するような言葉をぶつけてくる」
などだそうだ。
男性諸君、妻や彼女に「思
いやりがない」「私の話を聞
いてくれない」と言われた
ことはないだろうか？
「あなたあの時こう言った
わよね」と何年も前のセリ
フを持ち出されたことはな

３．脱臼後遺症
● 反復性肩関節脱臼・反復性肩関節亜脱臼
外傷性脱臼の整復後、比較的軽度の外力や関節運
動によって繰り返し脱臼を起こすことを反復性脱臼
という。脱臼時に損傷された軟部組織（主に関節包
と関節唇）が十分な整復が得られないまま治癒する
ために脱臼を繰り返すと考えられている。
反復性肩関節脱臼は年齢が若いほど起こりやすい
ので注意が必要である。

いだろうか？
「困っている」というので、解決策をいくつも提
案してあげたのに逆に怒られたことはないだろう
か？
ちょっと指摘しただけで猛烈に反発されたことは
ないだろうか？
男性脳と女性脳を脳科学者が解説し、“ 本当にい
い夫 ” の条件とは何かを提示している一冊。
世の夫たちにとって、家庭での居心地が少しでも
よくなるように…。

● 陳旧性肩関節脱臼・陳旧性肩鎖関節脱臼・陳旧性胸

不識庵後光守
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第181走
負傷原因に負傷部位ごとに「路上で自転車で転
倒し〇〇部を捻じり（ぶつけ）負傷」と記載したところ、
「通勤災害の疑い」との理由で返戻されました。
どのように記載すればよいのでしょうか？

部
足利支

明

大関俊

パパのちょっと自己満足
～オートフォーカスロックという技～
広報部員になり、カメラを持ち歩く機会が増えた
ため、デジタル一眼カメラを購入しました。

特に負傷日が平日などの場合、路上での負傷は

一眼カメラ（レフ、ミラーレス含む）がスマホや

通勤時の負傷である可能性を否定できる負傷原

デジカメと大きく異なるのは、背景をぼかした立体

因の記載に努めてください。
質問の例であれば「会社の休日に私 用で自転車に乗
り・・・」あるいは「趣味のサイクリング中に・・・」などのよ
うな、通勤とは無関係であることが読み取れる記載をする
ことで、不要な返戻を避けることができますので、記載方
法には留意してください。

感のある写真が撮れることです。しかし、そこが初
心者の私にとって最大のネック…思ったところにピ
ントが合わない！
そこで初心者でも簡単にピントを合わせる方法を
紹介します。
モードを P（または A）に設定し、AF フレーム（ピ
ントの合う位置）をオートから真ん中の１点のみに
変更。これで準備 OK。

近県の審査会から些細な理由で返戻される
ケースが目立つのですが、どうしてなのでしょうか？

撮り方は、まず被写体をフレームの真ん中にした
状態でシャッターを半押し、そのままフレームを動
かし画角を決めてシャッターを押す。

当該の審査会に対し問い合わせを行ったとこ
ろ、厚生労働省の指針に則り「どこで」
「どうして」
「どうなった」の読み取れないものは返戻対象としている
との返答でした。
療養費支給基準にある外傷性が明らかなことの要素とし
て「どこで・どうして・どうなった」が明らかなことが挙げら
れていますので、この点に十分留意して負傷原因を記載して
ください。
本県以外の審査会では特に厳しくこの点を審査している
県もありますので、県外の保険者への申請書を作成する場
合には注意してください。
＊よく見られる返戻理由には以下のようなものがあります。
・「重いものを持った」とあるが具体的には何か？
・「再負傷した」とあるが再負傷の原因は何か？
・「自宅で」とあるが自宅のどの場所か？

子供にピントを合わせてから画角を動かして桜を入

・「ぶつけた」とあるが何にぶつけたのか？

れたもの（写真上）と、桜にピントを合わせてから

不要な返戻を減らすためには、患者の申告あるいは問診
の結果を第三者が読んで理解できる書き方をしましょう。
しかしながら、
「重いものを持った」とする負傷原因に
対して、具体的に何キログラム程度か？などといった不当な
返戻理由については当会から対応しますのでご連絡くださ

撮ったもの（写真下）です。簡単にピントを合わせ
ることができました。
一眼カメラでピントが合わない方は、ぜひやって
みてください。
５/ ３は、当会の柔道大会。写真撮影がんばるぞ！
次回は佐野支部です。お楽しみに。

い。
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上の２枚は同じ位置、同じ設定で撮った写真です。
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“ 県 民 み ん な で 交 通 安全”
昨今、飲酒運転などの悪質・危険な運転による重大
事故が未だ後を絶たず、あおり運転が大きな社会問題

那須支部

となる中、多くの尊い命が交通事故によって奪われて
います。さらに、わが県においては人口比の死者数が

はじめての・・・

全国ワースト上位にあります。このような中、交通事

２月 17 日、ホテル龍城苑にて片岡会長、塚原保険部
長を迎え那須支部会が開催された。
片岡会長から当会会員全体の療養費の過去２年間の傾
向や柔道整復療養費審査委員会および同委員会における
柔道整復師への面接確認について、また健保組合などに
よる頻発化した受診照会について当会の対応姿勢を説明
された。
塚原保険部長からは柔道整復療養費の見通し、審査会
の権限強化と広告制限および管理者要件についての説明
があり、現状の把握とともに非常に学び深い時間となっ
た。

故防止のため今年も「春の交通安全県民総ぐるみ運動」
が実施されます。
１．運動の目的
広く県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図
り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を
習慣付け、交通事故防止の徹底を図る
２．運動の期間
2019 年５月 11 日（土）から
20 日（月）までの 10 日間
３．運動の重点
ア

全国重点
・子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者
の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
イ 栃木県重点
・「子どもや高齢者にやさしい３Ｓ運動」の推進
・「夜間走行中の原則ハイビーム」の徹底
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

その後、各部の今年度の報告と、新入会の平石昌理会

渡邊

員が紹介され盛大な拍手で歓迎された。
懇親会では、通例の座敷宴会席がご予約済みであった
ため、支部会同様着座形式で開催された。私が入会して

浩成

①宇都宮支部

わたなべ

ひろまさ

②昭和59年９月20日

③元気の光整骨院

④〒329－1104

20 数年経過するなか初めてのことと記憶するが、正座

宇都宮市下岡本町2103－１

することもなく、会場全体が見渡せ、実に新鮮な気持ち

⑥東京医療専門学校(平成19年度卒業)

で会員との親睦を深められた。

⑦平成31年３月31日

⑤028－666－8093

⑧犬、子供と遊ぶこと

⑨みんなが楽しい院づくり

通信員

古内秀直

L I N E タイムライ ン 開 始 ！
栃柔整会でもタイムラインへの投稿を始めることになりました。

ね”
“いい てね
し

萌えキャラ“ほねこ先生”が接骨・整骨院のかかり方や健康通信など
明日から使える情報を県民の皆様に発信していきます。
より多くの方々に接骨・整骨院の魅力を紹介できるよう、会員の皆さ

変身

んをはじめご家族ご友人などに「いいね」のご協力をお願いします。

ご登録はこちらからどうぞ→
ほねこ先生
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2019（令和元年）

※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

行事予定

会員数
平成31年４月１日現在

408名

（内訳）正

406名

会

員

（うち開設者）

５月

研修柔整師

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
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
11:30 理事会（支部長参加）［ホテル東日本宇都宮］
14:00 令和元年通常総会 ［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］
６月

２日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・滝田・高橋・大木
10日㈪

療養費支給申請書締切日

13日㈭ 20:30 理事会 ［当会館］
14日㈮ 20:30 とちのき７月号編集会議［当会館］小森・古内・小野塚
16日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・舘・小林
18日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］

384名
2名

会員の異動状況報告
・宇柔整235 渡邊 浩成 元気の光整骨院
〒329－1104 宇都宮市下岡本町2103－１
☎028－666－8093 平成31年３月31日 入会
・足柔整36 阿部 清治 利保整骨院
〒326－0006 足利市利保町１－10－13
☎0284－43－0296 平成31年３月31日 退会
・那柔整42 関谷
智 けやき整骨院
〒329－2704 那須塩原市新南163－360
☎0287－37－5990 平成31年３月29日 退会
・小柔整17 佐藤 久夫 佐藤整骨院
【新住所】 〒329－0111 下都賀郡野木町丸林662－14
☎0280－55－0173 平成31年３月25日 住所変更
・宇柔整224 大野 裕平→宇柔整234 川野辺 弘
元気の森整骨院
〒321－0951 宇都宮市越戸町93－３
☎028－662－3871 平成31年３月31日 院主変更
・宇柔整148 川野辺 弘→宇柔整235 渡邊 浩成
元気の光整骨院
〒329－1104 宇都宮市下岡本町2103－１
☎028－660－8093 平成31年３月31日 院主変更
・那柔整42 関谷 智 けやき整骨院
〒329－2704 那須塩原市新南163－360
  
平成31年３月29日 閉院

訃報

19日㈬ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
21日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

芳賀支部 平井 芳元 会員のご母堂様（由記子
様 77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。

25日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

ご会葬御礼

20日㈭ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・古内・丸山

30日㈰

北関東ブロック選手選考会［下野市国分寺武道館］

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

塩谷支部

舩橋 仁和

不満などないが不安のある老後
薄っぺらなプライドと知る井の蛙
気合なら病原菌に負けてない

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。
芳賀支部 平井 芳元

編 集 後 記
高校受験の面接対策講座を聞いてきました。
人の第一印象は 15 秒で決まってしまう。それを覆すに
は約２時間の間じっくり話し合わないと悪い印象を残して
しまうそうです。
好印象には、まず「見た目」「話し方」「姿勢」が重要と
のこと。
耳が痛かったです。たいへん参考になりました。
二宮金太郎

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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