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栃木県柔道整復師会

令和に躍動する世代、県武最後の奮戦
第35回栃木県柔道整復師会柔道大会
薫風そよぐ新緑の５月３日、令和になり初めての、そ

「勝つために日々の

して移転前の県武道館最後となる当大会が開催され、小

練習を頑張ってきた」

中学生合わせて 300 人の選手が出場した。

という中村が気迫のこ

開会式で片岡会長は「本県からは日本を代表する選手

もった攻めで技を繰り

を輩出しており、その先輩方を目標に頑張ってほしい」

出し、判定となったが

とあいさつし、当会顧問の小林幹夫県議からも選手たち

３- ０で優勝した。

に熱いエールを送っていただいた。

「２年連続優勝でき

また、県柔道連盟の吉田忠征会長からは「柔道は勝つ

て嬉しい」と喜びをかみしめた。

ためだけではなく、たとえ試合でなかなか勝てなくて
も、礼法を学ぶことで素晴らしい人間になる」と柔道の
本質を感じる一言をいただいた。

ふ

６年生決勝

一昨年以来の優勝を

栃木県柔道整復師会優勝杯争奪戦
■ 普段からの積極姿勢が結果を結ぶ～

■ 去年の悔しさを糧に～
ま

な

と

目指す水野雅 南人（未

４年生決勝
う

女子ながら決勝にコマを進めた常見風羽（岡ノ谷）と
はるき

体格は小さいが積極的な柔道の津田春樹（野木）が対戦。
常見が先に技ありを取ったが、津田が諦めることなく攻
めて技ありを取り返し、判定の結果、終始攻め続けた津
田が勝利した。

来）と２年連続を目指
り

こ

す髙橋梨 子（帝京）の
実力者同士のカードと
なった。
両者が繰り出す技の
「質」の差で、水野が３- ０の判定で優勝した。
「家族全員で応援に来てくれて、両親に優勝を報告で

優勝した津田は「先にポイントを取られたが、取り返

きるのはうれしい。全国で１勝でも多く勝てるよう、前

せて良かった。先に組んで先に技をかける練習をしてき

に出る柔道を心掛けたい」とその目はすでに全国に向い

た」練習の成果を発揮した結果となった。

ていた。

■ ２年連続の対戦～

県議会議長優勝旗争奪戦

５年生決勝

ともに安定した実力を発揮し、去年と同じく決勝まで
ごう

■ 足利第一が男女とも３連覇達成！

上がってきた、連続優勝を狙う中村豪（帝京）と去年の

男子決勝は、ほとんどを１本勝ちのストレートで勝っ

リベンジを果たそうと意気込む藤﨑快晴（未来）の二人

てきた足利第一と、苦戦しながらも決勝まで５人全員の

の対戦となった。

力を合わせて上がってきた國學院栃木が対戦した。

かいせい
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足利第一が決勝で
も攻める姿勢を崩さ
ず、圧倒的な柔道を
見せ、３- １で見事
に連覇を達成した。
中学女子決勝は、
ノーシードから勝ち
上がった西那須野が
足利第一に挑んだ。
日整大会代表となる各学年成績上位者

これまですべて１
本勝ちのストレート

されている「形」修業。

で勝ち上がった足利

手塚・村松組の勝因について、形競技選考委員の井上

第一は、女王の貫禄

康彦先生は「優勝した二人は、他の組に比べバランスが

を決勝でも見せ、こ

取れていて、理合いが伴っていた」と評価した。

こでもすべて１本勝ちを収める圧倒的な強さで優勝し

二人には、さらに練習を積み、全国大会でも好成績を

た。

収めてほしい。

■ 名将のことば

■ 礼法優良賞

足利第一中を率いる内藤コーチは、今大会での勝利

柔道の根幹となる礼の精神と作法。少年少女にとって、

に「昨年のメンバーが何人か残っているので、そのメン

社会秩序を学ぶために勝つこと以上に重視されるものだ

バーを中心に体力トレーニングを増やしたのが成長につ

が、今大会では男子は西那須野中学校、女子は清原中学

ながった。毎日の練習を積み重ねて、いま勝つ柔道では

校が選ばれた。

なく将来的に勝つ柔道を目指し、しっかり立って技をか

西那須野中の相馬監督は「練習してきた相手や家族に

け、投げて１本を取ることを意識した柔道を指導してい

感謝し、試合に上がれることにも感謝することを指導し

ると語ってくれた。

ている」と述べ、清原中の大木監督は「回りから褒めら

男女ともに大会３連覇を達成した名将の “ 先を見据え

れるような、しっかりとした人になってもらいたいと思

た指導方針 ” に、毎年安定した成績を残す名門を作り上

い、どこに行ってもあいさつは誰にでもするようにと指

げた裏側が見えた気がした。

導している」と、両監督ともにしっかりとした礼法を学
ばせていた。

■ 形競技会

理合いが大切

６組が出場した形競技会は、西那須野少年柔道教室の
み

う

そらと

手塚美羽（取）・村松空斗（受）組が優勝した。
「形」と「乱取」を修行の両軸とする講道館柔道にお
いて、技の理合いを身につけるには最良の方法であると

■ こんな、出来事が！
午後の決勝も終わり、一息つこうとトイレに行ったと
ころ、男子トイレの奥で何やらガサゴソと物音が…。見
てみると中学生数人が掃除をしていました。
彼らにどうしたのか聞いてみると、顧問の先生から「試
合が終わったらトイレの掃除をしてくるように」と毎回
指導されているそうです。
ここでも素晴らしい礼法を指導されている先生がいる
のだと感心しました。
厚崎中の皆さん、トイレ掃除ありがとうございました。
とてもキレイになっていましたよ！
広報部
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横地康史

特

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

其の弐

柔道整復師の保険請求

はな

桜のラン
花粉舞い散る
鼻も乱

平成の時代、柔整業界が世によからぬ印象を与えてし

小山市制 65 周年・第 11 回おやま思川ざくらマラソン

まった理由は、個人契約者自身の「常識や知識不足」が

大会が４月 14 日、外城の小山総合公園を発着点に開催

原因の一つともいえる。

され、５km コースとフルマラソンを合わせて 2,500 人

大学の柔整科に入学してきた学生が「柔道整復師」を
知らない割合は３割を超えるというデータがある。知って
いると答えた学生でも、整体師やトレーナーと勘違いして
いることもある。

超の市民ランナーが健脚を競いました。
ゲストランナーにはパラ陸上競技連盟会長の増田明美
さんが出走し、大会を盛り上げました。
主催の小山市教育委員会生涯スポーツ課より展示会場

さらに柔整学校のパンフレットに載っている卒業生の言

ブースに参加依頼を受けて、小山支部から上田支部長、

葉は「整体院を開業しました！」…この記事を載せる学校

船川副支部長、舘佳孝、玉野泰之、倉井康雄の各会員と

もどうかと思うが、まことに残念でならない。

私がコンディショニングケアを行ってきました。

学生が修業年限中に「柔整師と健康保険取扱い」の授
業を受けることはないに等しい。通常は接骨院の臨床研
修に入ってから詳しく知ることになるのだが、病院勤務の
場合になると知る可能性は全くなくなる。
となると、柔整フレッシュマンは保険取扱いのノウハウ
を持ち合わせずに業界の仕事に向き合うことになる。もし、
就職先の接骨院がアバウトな請求を行っていたならば、そ
れが正当なものだと刷り込まれてしまっても不思議はない。
現に大阪にはワンコインマッサージと称する「500 円で
30 分揉み続ける」接骨院が実在する。それらが一つの通

朝７時に集合し、準備している矢先から「もう大丈夫

りに 20 軒ほど軒を並べ、マッサージストリートを形成して

ですか？」と一人のランナーが来場したのを皮切りに、

いるのだそうだ。

田代副会長からお借りした簡易ベッド４台は午後３時の

雇われている本人はそれが正当な請求だと思っているの

終了までフル稼働していました。

だろうが、実は請求している個人契約者でさえも、これが

順番待ちの列は常に 15 人程度で、ビシッと決めたスー

正しいと思っているのかもしれない。たとえ不正の事実を

ツ姿に革靴を履いて走ったスーパーサラリーマンや、千

認識したとしても、反社会勢力に取り込まれて「足抜け」

葉県市川市からロードバイクで片道４時間かけて到着

できない雁字搦めの契約をさせられている可能性もある。

し、完走して帰って行った猛者もいました。また、完走

柔整有資格者を巧妙に騙して、その国家資格を悪用、柔

後にテーピングをしてもらったお礼を言いに来てくれた

整業界を食い物にしている輩が存在しているのも事実。

選手もいました。

がんじがら

しかし、現在はこのような個人契約者の勘違いや知識

北は青森、南は長野からのランナー約 150 人のケアを

不足が通らなくなった。柔整改革の「施術管理者の要件強

施した当ブースは一番賑わっていたと思われます。その

化」と「公的審査会の権限強化」さらには健保組合の「縦

様子に小山市教育委員会生涯スポーツ課の上野信茂氏、

覧点検」が機能し始めたからだ。

長巧人氏、小山市陸上競技協会の鈴木良弘会長より、た

日整や当会保険部が提唱する外傷を対象とした正当な請

いへんな好評をいただきました。

求、作為的でないありのままの申請が通り、慰安行為のよう

今回、レース前後のコンディショニングケア活動を通

な柔整師が行うべきでないものは対象から除外されていく。

して「身体の不調および違和感を持たれているランナー

それでこそ、外傷のスペシャリストを育成する「匠の技の

が多い」と実感しました。そしてケアをしたほとんどの
症例が、柔整施術の適応でした。

伝承プロジェクト」が実に熱を帯びてくる。
参考：都柔整広報誌 Compass
広報部

早朝からご協力いただいた皆様、お疲れさまでした。
広報部

山口秀雄
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者

第182走

審査会において面談を行うとのことですが、どのよ
うな形で行うのでしょうか？

部
佐野支

樹

田島正

子とのふれ合い、妻との語らい、
癒しのひと時
私の実家は遠く、鹿児島の薩摩川内市というところ
です。修行時代はなかなか帰ることができませんでし

これは平成31年度（令和元年度）から全国の
柔道整復療養費審査会において行うこととされ
たもので、栃木県においても協会けんぽ・県内健保系と国
保・後期高齢系の両方で実施されることとなっています。
手順としては、審査会において多部位請求や長期施術
および長期頻回施術の傾向などのほか、部位転がしが疑
われるものや画一的な請求内容が認められるものなどを
抽出し、不正や著しい不当な内容がないかを確認する必要
があると認められた場合に個別に面談を行います。そこで

省しています。
子供が小さいということもあり飛行機で帰っていま
したが、もっといろいろな場所に行ってみたいと思い、
車で片道22時間かけて車中泊をしながら西日本縦断
の旅を楽しむようになりました。
そんな体験をきっかけに「もっとアウトドアを楽しみ
たい。子供３人と自然をゆっくり満喫して楽しみたい」
と思い立ち、キャンプを始めたのが６年前です。
初めてのキャンプは、とても思い出に残るものでし

各種資料などの提出を求め、内容を確認することとなりま

た。ＧＷに友人に誘われ、新潟の寺泊に１泊２日で行

す。

きました。

当会保険部としては、単純に多部位請求が多い・長期施

海岸沿いにテントを設営し、近くの市場で海の幸を

術が多いなどの理由で不正請求を疑うことは適当ではない

買い込みＢＢQをして、海を見ながらお酒を飲み、友達

との立場をとっています。また、このことにより多部位の請
求を「作為的」に減らしたり、長期の施術を「作為的」に打
ち切るような行為こそが不当な請求と考えていますので、
施術の実績を事実としてきちんと請求することが最も大切
であろうと考えています。
厚生労働省の通知にあるとおり「どこで・どうして・どう
なった」という負傷原因があり、外傷性が明らかなものに
ついてはきちんとした請求をするべきです。

と楽しい会話を満喫しました。しかし、その夜は海風
が強く、とても寒くてテントでは寝られずに車で寝てし
まいました。初めてのキャンプだっただけに、とても残
念な思いもありましたが、それからキャンプにハマって
しまいました。
最近のキャンプ場は設備が充実し、水道からお湯が
出ることはもちろん、温泉やシャワーがあり、
トイレも
綺麗で洗濯機やガス乾燥機まであるという、初心者や
小さい子供がいてもとても過ごしやすくなっています。

外傷性とは判断できない「単なる肩こり」や「慰安目的の

子供たちには、普段なかなか関わってあげられない

施術」等は、実費施術として患者さんの理解を得た上で健

分、キャンプ場では自然の中で一緒に料理をしたり、

康保険の対象外としましょう。

友達づくりをしたりと、思いっきり自然を満喫して楽し

事業主の皆様へ
令和元年度労働保険年度更新の申告・納付期間は

６月１日 から ７月 10 日 まで です
労働保険料の算定方法は平成 30 年４月１日から
平成 31 年３月 31 日までの賃金総額に保険料率を
乗じて得た額となります。
詳しくは栃木労働局労働保険徴収室（028-6349113）、労働基準監督署又は公共職業安定所にお尋
ねください。
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たが、独立して家族ができてからは年に一度、夏に帰

Jun. 2019

んで遊んでもらいたいと思っています。
ですが、なんといっても子供たちが寝静まった後に、
お酒を飲みながら焚き火をし、夜空の星を見ながら夫
婦で会話をするのが私にとって一番楽しい時間です。
これからの子供の成長や仕事の話を自然の中でする
ことで疲れを癒し、マイナスイオンを浴びてリフレッ
シュをしています！
今年、長男が６年生で小学生最後の年なので、いつ
まで一緒についてきてくれるかわかりませんが、まだま
だ家族みんなで楽しくキャンプを満喫して、いろいろな
体験を楽しみたいと思います！
次回は鹿沼支部です。お楽しみに。

～学問のスゝメ～
（学術講演会へ行こう ！！）

けている美容室がある。これ

オバサンパーマとサイシンイリョウ

ミナーに出たことなどないの

は、美容に関する情報不足に
ほかならない。おそらく、セ
だろう。
世の中は日々変化している。

学術部員に坂本竜馬のような髷を持つ「ツヨポン」な
る人物がいる。
彼は、壬生町の自宅から宇都宮市の美容室まで通って

特に医療の分野では、５年前に正しかったことが否定さ
れることもある。
最終的には、診断・治療方針を自分の頭で決定するに

いるそうだ。わざわざ壬生町から

しても、できるだけ多くの情報を仕入れておく必要があ

通うということは相当に美容師の

る。

腕が良いのだろう。
その美容室は、私の施術所から
ほど近いので、女性スタッフの一
人が通院している。

会員の身近なところに、柔道整復師会主催の学術講演
会・ミニ勉強会、協同組合のセミナーがある。
ぜひ、これらを利用してチリチリパーマをかける美容
室のようにならないように切磋琢磨しよう。

ある日の夕方、彼女が「ねむいー」と言いながら治療

学術部

野澤哲男

室に入ってきた。話を聞くと、幕張で開催されたカラー
リングの大会へオーナーのアシスタントとして、朝３時
起きで同行したそうだ。
また、彼女自身も年に十数回はセミナーに出席し、営

最近の遠足事情

業終了後の院内研修も度々あるとのことだ。これだけ技
術の研鑽をしているから、当然のごとくお客は多い。
時代は令和となったが、いまだに昭和の感覚で営業し

うちの子たちも通っていた近所の幼稚園の遠足

ている美容室も少なくない。伝統は大切にしなくてはな

は、毎年貸切り電車で上野動物園と決まっている。

らないが、新しい知識・技術を得る努力をしなくてはな

電車なら渋滞もないし、車酔い、トイレの心配もな

らない点では、柔道整復師と重なる。

い。園児たちは車両内を自由に往来できるので、飽

彼女が言っていた・・・「昔の知識と技術だけ、過去

きることもない。実に理にかなった交通手段だ。

の遺産だけで営業している美容師とは、一緒にされたく

近年ではパパの参加は当たり前、それに加えジイ

ない。☆をつけて区別してほしい」と。その言葉を聞い

ジやバアバも顔を出す。となると乗車定員を上回っ

て妙に納得してしまった。

てしまうため、やむなく園児 1 人につき付添い 1

医療業界も美容業界と同様に診断・治療などに関する
考え方は日々変化している。
固定材料一つとっても、石膏のギプス・金属シーネか
らグラスファイバー製へと変わっている。
骨折によっては固定法への考え方が大きく変化してい
るものもあり、鎖骨骨折のクラビクルバンドは代表的な
ものであろう。

人としたそうだ。
乗車できなかっ
た家族は現地（上
野）でお出迎えと
なる。
そうなると必然
的に園児１人に取

上腕骨近位端骨折（転位軽度のもの）に至っては、昔

り巻きが数人のグループ行動となり、ランチもその

はギプスやシーネを用い固定したものを現在ではバスト

グループごとに食べる。帰りは上野で待っていた家

バンドで体幹に止めるだけとシンプルになっている。

族と車で帰ったり、そのまま東京のジイジの家に泊

私が学生の頃は、ほとんど見ることも聞くこともな
かった MRI は、現在では画像診断の主流となっており、
今でも読影に苦労している。
似合わなくても、オバサンにチリチリパーマをかけ続

まったりするので、現地解散が基本だそうだ。
これって「わが家の休日」となんら変わらない気
がするのは私だけだろうか…。
不識院後光守
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●腱板断裂（棘上筋腱）
腱板は５層構造からなっており、全層が断裂してい
る完全断裂と層が部分的に断裂している部分断裂とに

Vol.140
肩・上腕近位の診察法

分けられる。

❖外傷による亜急性・慢性症状の診察法

がある。若年者は投球動作などの繰り返しで断裂する

急性外傷による負傷や、40 歳以上の男性において
微小外力で断裂する場合は変性が主な要因であること
場合がある。

４．外傷後肩関節周囲炎
● 烏口突起炎
烏口突起は肩関節前方に位置し、鎖骨外側端の下
方に烏口突起の先端を触知することができる。

腱板断裂の判断として有効なポイントは、大結節付
着部周囲の圧痛、夜間痛の有無、ペインフルアークサ
イン、棘上筋テスト、ホーキンステスト、インピンジ
メント徴候、これらをチェックする必要がある。

烏口突起には小胸筋、烏口腕筋、上腕二頭筋短頭
などの筋肉のほか、烏口肩峰靭帯、烏口上腕靭帯、
烏口鎖骨靭帯が付着し、肩関節や鎖骨の動きをコン
トロールする役割を担うため炎症を生じやすい部分

５．肩轢音症
腱板断裂後の状態や変形性関節症、インピンジメン
ト症候群などでみられる。

である。
６．野球肩
● 肩峰下滑液包炎

イ ン ピ ン ジ メ ン ト 症 候 群・ 二 頭 筋 長 頭 腱 炎・

腱板内から肩峰下滑液包床側面まで膨隆してきた

Bennett 病変・腱板損傷・リトルリーグショルダーな

石灰沈着物が、自然にあるいはわずかな外傷で滑液

どがある。特にリトルリーグショルダーは少年野球選

包床側面を突き破り、滑液包内へ流出するその初期

手で特徴的な障害があり、上腕骨近位骨端離解のこと

には強烈な肩峰下滑液包炎が発生するため疼痛が頂

を指す。

点に達する。

成長期に発生し 11 歳頃がピークといわれる。症状
は投球に伴う肩の痛みで、症状が増強すると投球後痛

●腱板炎（石灰沈着性腱板炎）

みが長時間持続するようになる。
学術部

石灰が肩関節腱板に沈着することで引き起こされ

髙橋秀典

る肩関節の疼痛および運動制限を主訴とする疾患で
ある。40 ～ 50 歳代の女性に好発し、左右差はほと
んど見られないが効き手側がやや多いようである。
●上腕二頭筋長頭腱炎

支

長頭腱はその解剖学的特性により結節間溝部で機

部

だ

よ

り

佐野支部

械的刺激を受け、腱炎あるいは腱鞘炎を起こしやす
い。Speed テスト、Yergason テストが疼痛誘発テ

ありがたき幸せ～♪

ストとしてあげられるが、特異性は低い。

平成 31 年度佐野支部総会が４月 20 日、三岩にて開催
●二頭筋長頭腱断裂
50 〜 60 歳代の中高齢者に好発する。
通常の断裂は結節間溝の中枢端で生じ、部分断裂
のこともあるが多くは完全断裂である。完全断裂の
場合、腱の切断端は二頭筋により結節間溝の末梢に
引っぱられ、腱はコイル状に縮み込む。
一方、部分断裂の場合には、腱は結節間溝内に癒
着する。
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されました。
初めに役員改選が行われ、広報部は横地副部長から三
上裕介会員にバトンタッチされ、戸叶嘉浩会員が協同組
合総代に選任された。（その他の役員は留任）
また、前年度繰越金が高額になるため、今年度の年会
費は無料にするという議案が全会一致で決定した。まこ
とにありがたいことです。
通信員

横地康史

支

部

だ

よ

宇都宮支部

り
小山支部
ランナーケア

ちょっと考え方を変えるおいしい話

大盛況

4 月 21 日、小山市のダイニングキッチン菜華にて、

４ 月 20 日、 と ち

小山支部春季総会が 35 人出席し開催された。

ぎ福祉プラザにて宇

総会の冒頭、平成 30 年 5 月 27 日にご逝去された木

都宮支部総会講演会

下尚光会員に１分間の黙祷をして冥福をお祈りした。

が開催された。

協同組合賛助会員の㈱ミツウロコヴェッセル様、㈱エ

人が話すとき、快

コワークス様から事業説明があった。

く感じる声の音程は

上田支部長から「おやま思川ざくらマラソン大会のラ

「ソ」音だそうだ。
この日、理学博士

ンナーケア」を小山市教育委員会より依頼され、ケア活

であり柔整師でもあ

動に参加し盛況のうちに終わることができた旨の報告が

る山口勝利先生の講

あった。
塚原保険部長からは療養費請求について丁寧な説明が

演会が開かれた。
山口先生の声は高音でもなく低音でもない、なんとも

あった。また、質疑応答では活発な意見交換が行われた。
その後、新入会員の吉田沙央梨会員の紹介があった。

耳に優しい声だった。
そういえば、先生は冷え症研究の第一人者でもあり、
・

・

・

・

人の体温を高温でもなく低温でもない良好な状態にする
プロであった。
もちろん、講演内容も治療家として研究を重ね突き詰
めているからこその話で、その説得力と興味深い内容に
会場も引き込まれていたようだ。
支部役員の改選が行われ、新役員は以下のとおり。

「『こうしなくてはいけない』ではなく『こうしたらい
いよ』をかいつまんで話すので、おいしいところだけ取っ

支部長

山口秀雄（新任）

てください」と始まった講演は、本来は会員制講習会で

副支部長

滝

良三（新任）

門外不出であるはずの「接骨院復活への道 30 ヶ条」が

会

計

菅

香（新任）

元となっている。普段何となく感じていることであって

保険部

滝

良三（兼務）

学術部

舘

も、具体的に文字に起こすのは難しいものだが、それが

事業部

塚原正信（留任）

広報部

菊池和則（兼務）

菊池和則（新任）
監

査

橋本恵史（新任）
佳孝（留任）

通信員

30 項目も書いてあるのだから容易なことではない。

山口秀雄

その中から今回は、木を見て森を見ない＝患部だけで
なく全身を診る・痛みの感覚をコントロールする・病院
との違いを明確に伝える＝患者は接骨院が何をするとこ
ろかわからない、の３本を柱に進められた。
また、一部の治療例の動画も紹介し、それを実演して
見せてくれたが、なるほどこういったやり方もあったの

塩谷支部
令和新体制
平成 31 年度塩谷支部総会が 4 月 27 日、矢板市あお
い亭にて開催された。

かと考えさせられた。
「患者はウジャウジャいる。ちょっと考え方を変えれ

役員改選があり新支部長に藤田功会員、副支部長に大

ば答えは見つけられる」その言葉に、停止した思考をも

下元司会員、会計に坂下茂会員がそれぞれ選任された。

う一度働かせてみようかと感じるひと時だった。

藤田新支部長のもと、支部を盛り立てていくことを確認

通信員

小野塚和史

した。なお、その他の役員は留任となった。
通信員

加藤芳昭

Jun. 2019
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2019（令和元年）

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
令和元年５月１日現在

408名

（内訳）正

406名

６月

会

員

（うち開設者）

384名

研修柔整師

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

2名

８日㈯ 17:00 事業部会 ［当会館］
療養費支給申請書締切日

10日㈪

うぶごえ

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

おめでとうございます！

15日㈯ 18:00 保険部会［当会館］
19:00

予備点検［当会館］理事・監事・支部長

おなまえ

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

せき

な

な

こ

関 菜々子 ちゃん

18日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
20日㈭ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・古内・丸山

生年月日

21日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

H31 年４月 17 日

22日㈯ 17:00 学術部会 ［当会館］
25日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

お父さんは
関 直輝 会員
（宇都宮支部）

29日㈯ 16:00 広報 IT 合同部会 ［当会館］
30日㈰ 13:00 北関東ブロック選手選考会［下野市国分寺武道館］
７月

塩谷支部

７日㈰ 9:40 第84回学術講演会 ［帝京大学大講義室］
10日㈬

療養費支給申請書締切日

12日㈮ 20:30 理事会 ［当会館］
14日㈫ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・直江・大木
16日㈰ 20:30 とちのき８月号編集会議［当会館］小森・丸山・大関
18日㈭ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
19日㈮ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・大関・三上

舩橋 仁和

慣れる程金が無くても怖くない
頭髪にまだ拘っている若さ
退屈な日には訪問客がない

21日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・滝田・星野・小林
関東ブロック会ゴルフ大会 ［群馬県サンコー72ＣＣ］

編 集 後 記

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］

・

28日㈰ 10:00 帝京シンポジウム ［帝京大学宇都宮キャンパス］
（変更や追加などはホームページをご覧ください）

・

・

10 連休はつレイワ～

25日㈭ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

史上初のゴールデンウィーク 10 連休、皆さんはいかが
お過ごしでしたか？ほとんどの先生方は 10 連休など取れ
るはずもなく、お仕事されていたことと思います。
ウチも４日間あった休みは、末娘の「今日はどこに行く

LINE タイムライン発信中！
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。いいね

押してね。
ご登録はこちらからどうぞ→

の？」攻撃ですべてお出かけとなりました。
体力とお財布が悲鳴を上げていましたが、子供の笑顔が
見られたので良かったです。でも 10 連休はほんと、つレ
イワ。
よっしー

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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