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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

鈴木洋和会員が初優勝！（個人一般の部）
団体は惜しくも 3 連覇ならず！
９ 月 22 日、 第
46 回日整親善ゴル
フ大会が群馬県サ
ン コ ー 72CC で 行
われ、２連覇中の
栃木県から精鋭 13 人が出場した。
今回は主管が都道府県柔道整復師会ではなく日本柔
道整復師協同組合となったため、賛助会員企業にもご協
力いただき、豪華賞品が目白押しとなった。

に、笑い声の絶えないラウンドが特徴となっている。ま

台風 17 号の影響で悪天候も予想されたが、当日は朝

た、表彰式では会場のあちらこちらで災害チャリティー

から快晴、絶好のゴルフ日和となった。慣れない高麗グ

の千円札が行き交っている姿を目にすることができるの

リーンに苦戦する選手が続出したが、それでも実力者た

も恒例行事のようだ。
当会の成績上位選手

ちはすぐに対応し、全選手中８人が 70 台のスコアをた
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15位

小椋国吉

42

42

84

10.8

73.2

41位

荒井秀幸

45

45

90

14.4

75.6

44位

榊原賢治

41

42

83

7.2

75.8

たき出した。

た。

順

位 氏

名

日整大会となると全国の腕自慢ばかりが参加している
ように感じるが、実は 131 人中 45 人（３人に１人）が
３桁のスコア。どう見てもレベルの高い大会ではないこ
とをつけ足しておく。ゴルフをたしなむ会員はぜひ参加
して、リゾートゴルフを味わってみてはいかが？
広報部
この大会は、普段は顔を合わせることのない柔整師た
ちが、ゴルフ談義はもちろん、お国自慢や各地の状況な
どを聞ける場となっている一方、珍プレーや巧みな話術
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講習会

特

JRC 療法

Tommy の不思議な治療室Ⅱ

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

其の六

カード払いの方向性

先月からスタートした 10％
またもや狐につままれた。

の消費増税対策として、国は

９月 28 日、田代先生による２回目の JRC 療法講習会

キャシュレス化の方向性を推

が行われた。今回は上肢編だが、前回の下肢編のテク

進し、クレジット・カード決

ニックとつながりがあるため、前回受講者のみでの講習

済によるポイント還元制度を

となった。

取り入れた。

この手技、下肢編で驚きへの免疫はできたものの、や

これは、現金の使用よりもカード決済のほうが「お金

はり “ 不思議感 ” は否めない。不思議とはいっても魔法

を使った感覚が低い」という調査結果に基づいて、国民

ではないので理屈があっての結果なのだが、たったこれ

に少しでも多くのお金を使ってもらおうとする景気高揚

だけのことで瞬時に体に変化が現れるのには感銘すら覚

策の一つであることは間違いない。さらにメディアは諸

える。

外国でもカード決済率が高い国から順に列挙して報道

さて、今回の不思議は頸椎の矯正法を中心に行われ、

し、順位が劣ることを嫌う日本人気質をくすぐり、国民

頸椎の可動改善はもちろん、頭痛、顎関節症に効果的な

意識をキャッシュレス化へ誘導する狙いがあるかのよう

テクニックなどを学んだ。

にもとれるほどだ。

まず脊柱の模型を

本来「ポイント還元」というのは「通貨」としてキャッ

使い、テクニックと

シュバックされるのではなく、各クレジット会社が独自

それによって頸椎が

の「サービス・ポイント」を設定し、使用金額に応じて

どのように動くかの

ポイントを配布することで、次の買い物の際にポイント

説明を受け、イメー

分を割引きできる仕組みである。無利息時代の現在にお

ジをつかむ。そして、

いては、銀行に預けるより１％のポイントのほうがはる

一人ひとり実際に田代先生の施術を体験する。前回同様、

かにお得ということで、キャッシュレス化に拍車がか

またしても「え？こんなんでいいの？」といった感じで、

かっている。

例えの言葉は悪いが、アバウト感さえうけてしまった。
しかし、いざ実践してみると「ん？横突起ってどこ触

さて、この方向性は「柔整業界にとって歓迎されるべ
き仕組みであるのか？」についてはいささか疑問がある。

ればいいんだ？ C ３、C ４…このへんで合っているの

個人契約者の一部ではすでにカード決済を始めている

か？」と少々手つきがおぼつかない。模型で再確認する

接骨院・整骨院も出ているが、それは自費施術分や物品

参加者もいた。

販売などのあくまで小売販売としてのクレジット扱いであ

すると、田代先生があの笑顔で「そこまで気にしなく
でも大丈夫ですよ。だいたいでも治りますから」と言う

る。
仮に柔整療養費自体の決済が「カード扱いを認める」

ではないか。やはり、体感したあのアバウト感は間違い

となった場合、自費で施術を行う者たちの中には相変わ

ではなかった？

らず「チケット販売」を続けている者がいるのも事実で

この日は人間の体の構造上、仙腸関節機能障害から必

あり「チケット」の販売分までポイント化することにな

然的に生じる歪みと痛みの物理学的な解釈と、それに

れば、療養費のみをカード決済するまじめな柔整師とは

よって惹起される、療養費にも合致する軟部組織の損傷

大差が出る。

と炎症の捉え方の簡単な解説もあり、30 分延長するほ
どの充実した勉強会ではあったが、まだまだ時間は足り
ない。

また、禁止されている患者への利益誘導に当たる可能
性があり、大いに疑問が残る。
柔整療養費を扱う上でプラスとできるのか、逆に自費

この勉強会、不思議が不思議でなくなるまで引き続き
開講してほしい。参加者全員そう願っているはずだ。
広報部

小野塚和史

のみの施術者たちの後押しをする結果となってしまうの
か、慎重に見極める必要がある。
参考：都柔整広報誌 Compass
広報部
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100 人が驚嘆

刈屋名倉会臨床研究会

4

4

4

10 月６日、休日にもかかわらず、早起きして黒磯ま

トやトミーテスト（田代先生が考案したのでトミー テ

で車を走らせました。われら日体大 OB の輝ける星、刈

スト）で確認した関節の硬さが、ほんのちょっと触っ

屋太郎先生の刈屋名倉会臨床研究会が開催されるからで

て施術者自身の身体をゆする程度の動きで明らかな効

す。

果がみられる。ただただ驚きです。

今回の研究会は、当会副会長の田代富夫先生の講演と

この手技は、極々弱い力、小さい可動範囲で、位置

いうことで、当会全会員に案内がありましたので、私も

の矯正ではなく可動の回復を目的とします。昨今、整

ご厚意に甘え参加させていただきました。

体院などで流行的に行われている “ いわゆる骨盤矯正 ”

「実技もあるため動きやすい服装を」とのことでした
ので、T シャツにジャージ姿で入場すると…、皆さんスー
ツじゃないですかぁ。一人浮いていて恥ずかしいと思い
ながらも、前から２番目の席に陣取りました。
午前は、酒井医療㈱と蓮沼整骨院副院長蓮沼哲也先生

とは異なり、理論的な裏付けのある矯正法として、ぜ
ひとも習得されるとよいのではないかと思います。
また、田代先生のお人柄でしょう、誰からのどんな
質問・疑問にも即答・即実演。まさに神対応 !! 実技 120
分があっという間に過ぎてしまいました。

による「圧力波治療の効果と臨床について」刈屋名倉会

閉会後行われた懇親会で、刈屋先生をはじめ刈屋名

員から「東京の接骨院の外傷について」として、脱臼の

倉会のメンバーの方々のパワーに圧倒されまくりまし

整復の動画を交えての発表。また、海外での柔道整復師

たが、興奮のうちに充実した休日が過ごせました。

の活躍の可能性に関してなど興味をそそる内容でした。
午前の部の最後には田代先生の JRC（関節可動回復矯

最後に、今回のように会員外にも学ぶ機会を作って
いただいた刈屋先生の懐の深さに感謝いたします。

正法）の理論と実演を行いました。

広報部

丸山佳洋

JRC を習得するのに必要な仙腸関節と骨盤の動きの特
徴、頚椎のアーチ構造の理解を丁寧に教えていただき、
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

午後の実技へと続きました。
先月号の田代先生勉強会の記事は失礼な表現で紹介さ
れ て い ま し た が、

中村

圭佑

私は上品に敬意を

①宇都宮支部

もって「頭を触っ

③さはら整骨院

て 腰 が 緩 む！」 と
言わせていただき
ます。
パトリックテス

本町4520－14

なかむら

②昭和59年５月１日
④〒329－1104

宇都宮市下岡

⑤028－611－1214

⑥赤門鍼灸柔

整専門学校（平成20年卒業）
24日

けいすけ

⑦令和元年９月

⑧食べ歩き、ゴロゴロすること

⑨地域

の患者様を笑顔にして、自分自身も笑って過ごせ
る毎日を実現したい

労働保険適用促進強化期間

11／1〜11／30

『労働保険に入っていない会社に、人は集まるでしょうか。』
「労働保険（労災保険・雇用保険）」は、労働者の業務上又は通勤途中での負傷などと失業の場合に保険給付を
行うもので、労働者を使用する事業主は法律で加入が義務付けられています。
まだ加入手続をされていない事業主の方は、労働基準監督署又は公共職業安定所で加入の手続をしてください。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所にお尋ねください。
栃木労働局総務部労働保険徴収室

電話 028-634-9113
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＊「別紙」と「続紙」について
負傷原因や長期理由などが申請書の該当欄に記載しき
れない場合には、書式に則り「別紙」に記載してもよい
最近、自賠責保険取り扱い損保会社から
「温罨法料を190円としてください」と言わ
れます。どうすればよいでしょうか？

との通知がありますが、申請書の基本書式と異なる書式
のもの、あるいは書式の定まっていない形式（＝別紙）
での記載の場合は、「～については別紙記載」と別紙が
添付されていることを明確に原紙に記載してください。

栃木県では自賠責保険算定の目安として冷罨

また、原紙と同一の書式（＝続紙）を使用して記載し

法・温罨法の料金に差を設けていませんので、

きれなかった部分を記載した場合「続紙記載」
「続紙あり」

損保会社の申し出金額に従わなければならないといった
決まりはありません。
あくまでも自由診療の料金となりますので、個別に各
損保会社とすり合わせを行ってください。
算定上の目安（参考目安表の金額）はあくまでも参考

「～葉一括」など、続紙が付属することを明記してくだ
さい。
いずれの場合にも、原紙と「続紙」または「別紙」が
離別し紛失したりしないように、ホチキス留めやクリッ
プ留めではなく左肩を糊付けする方法を推奨します。

となります。

５部位を負傷された患者さんの申請書を印

整骨みらい塾講演会開催のお知らせ

刷したところ、明細を記載する関係で２枚
になったため、そのまま２枚で提出したと
ころ「同一月の請求は１枚にまとめてください」と
の理由で返戻されました。どのようにすればよいで
しょうか？

柔道整復師の大切な財産は、患者から信頼されて
愛されることです。その信頼を得るためには接遇が
大きな力になります。第１部では、その接遇スキル
について講演します。第２部は、医接連携と MR 検

返戻元の保険者に確認したところ「まったく同

査を利用した増患・損保会社対策のセミナーになり

じ書式の申請書が２枚提出されていたために返

ます。下記のとおり開催しますので、ご案内申し上

戻した」との回答でした。

げます。
記

返戻された申請書を見たところ、①「続紙」であるこ
とを示す表示（当会では『二葉一括』の記載）が記載さ

日時

午前 10 時～ 12 時 20 分 （午前９時 30 分受付）

れておらず、②ホチキス留めとなっていたにもかかわら
ず、審査や送付の途中でバラけてしまい、別々の申請書

令和元年 11 月 10 日（日）

場所 （公社）栃木県柔道整復師会２F

大会議室

と見られたため、返戻対象となったことが確認できまし
第１部

た。

10：00 ～ 11：00

先生の患者になりたい

施術部位が多くなり、複数枚の申請書に印刷（記載）
して提出する場合、枚数に応じて二葉・三葉などと枚数

～患者に愛されるための接遇と患者の心理～

を示す記載と共に一括申請書であることを明記してくだ

講師

野沢整骨院

院長

野澤哲男先生

さい。
第２部

また、複数葉にならないように摘要欄に金額明細など

交通事故・症例獲得事例セミナー

を転載するという手段でも結構です。
講師

ただし、保険者の変更などがあった場合には、それぞ

宇都宮セントラルクリニック放射線
技師長

れの保険者あてに該当する期間の申請書を別々に作成し
ますが、月の途中で前傷が治癒した後に新たな負傷で施

11：00 ～ 12：20

費用

齋藤順一先生

￥2,000（学生無料）どなたでも参加できます

術を開始したような場合には、別傷であっても１枚の申
請書で提出してください。
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お問い合わせ

☎ 0284-72-3773

熊倉整骨院

Vol.145
肩・上腕近位の診察法

者

第187走

部
塩谷支
4

しばらく前から糖質制限 + プロテインを始めて

３．亜急性・慢性＜知覚異常なし＞

おりますが、そろそろ筋トレも始めてみようかなと

●肩手症候群
肩の亜脱臼を伴い、麻痺した側の肩や手の強い痛み、
手の甲の腫れ・熱感、動かした時だけでなくじっとし
ていても痛みがあることが特徴。
重大な機能障害を残す場合には、手術が必要になる。
●鎖骨遠位端骨融解症
外傷・スポーツなどに起因することが多い比較的稀
な疾患。
外傷性の場合、単純 X 線像では骨折や脱臼など明ら
かな異常は認められないため、保存療法を行うも肩鎖
関節部の疼痛が長期に継続し慢性に移行しやすい。確
定診断には MRI などによる検査が必要。

筋トレといっても、自分の性格上、高負荷の筋ト
レはなかなか継続できません。長く継続してできる
トレーニング」というものを発見しました。
プリズナートレーニングとは、刑務所などに収監
されている囚人が始めた筋トレです。
監獄の中では、自由に使える場所や道具が限られ
るため、そのような環境下で体を鍛えるために生み
出されたのが、プリズナートレーニングです。主に
自重でトレーニングを行うものです。
当たり前ですが、プリズナートレーニングでは道
具をほとんど使用しません。使うのは、せいぜい壁

●陳旧性脱臼
陳旧性とは急性期や亜急性期などと同様、医療現場
において時間の経過の程度を表す言葉である。急性期
や亜急性期よりも時間が経過した状態。

や床、手すりといったところです。
プリズナートレーニングは、「BIG ６」と呼ばれ
る６つの大きな筋肉群を鍛えるメニューで構成され
ています。

●運動神経障害
運動神経は、体や内臓の筋肉の動きを指令するため
に信号を伝える神経の総称である。頭部では脳神経、
体部では脊髄神経として、中枢から離れて末梢に向か
うので、遠心性神経という名称でも呼ばれる。

具体的なトレーニングメニューは、プッシュアッ
プ・スクワット・プルアップ・レッグレイズ・ブリッ
ジ・ハンドスタンドプッシュアップ（逆立ちでの腕
立て伏せ）などです。
プリズナートレーニングにはレベルが設定されて

①棘下筋委縮
ガングリオンや靭帯による圧迫、腱板断裂やスポー
ツ動作による牽引などにより、肩甲上神経の絞扼性神
経障害を起こし棘下筋の萎縮が出現する。

います。10 段階に
分かれていて、初
心者から上級者ま
で幅広く対応して

②肩甲上腕神経障害
肩甲上神経とは、首の付け根から出て肩の筋肉（棘
上筋、棘下筋）へつながっている末梢神経。

・分

考えている今日このごろです。

筋トレはないものかと検索していると「プリズナー

●上腕骨骨折変形治癒

・走

4

たるんだカラダをプリザップ

❖外傷起因による肩、上腕の変形、腫脹

・支配筋：棘上筋

晃
関 隆

いるのが特徴で
す。
一番簡単なレベ

棘下筋

ル１は、筋トレと呼ぶには簡単すぎるような軽度な

行：腕神経叢の上神経幹から起こる。僧帽筋の

内容です。逆にレベル 10 は、「本当にできるの !?」

下を外側に走り、肩甲切痕と上肩甲横靱帯

というくらいハードなトレーニングとなっていま

の間を通過して肩甲骨の後面に至り、棘上

す。

筋と棘下筋へ分布する。肩甲上動脈と並走

僕はまだ始めたばかりでレベル２ですが、これな

するが、肩甲上動脈は上肩甲横靱帯の上を

ら徐々にトレーニングのレベルを上げることがで

通る。

き、長く続けられそうな気がしています。

岐：腕神経叢（C ５-T １）→上神経幹→肩甲上

今のたるんだ身体を、少しずつひき締めていきた
いと思います！

神経（C 5,C ６）
学術部

鈴木

強

次回は那須支部です。お楽しみに。
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おっさん柔整師のひとりごと

「ほねつぎはどこに向かうのか」

接骨院・整骨院の
あるべき姿

私たちはどこに向かうのか、どうやって食べてい
くのかではなく、いつまで食べていけるのか・・・。
酒屋さん、床屋さん、時計屋さん、農家の人など、

11 月に行われる皇位継承に

来てくれる患者さんの話を聞けば聞くほど時代の流

伴う重要祭祀「大 嘗祭」で使

れや変化の速さについて行けず、明日はわが身と思

う新米を収穫する斎田「悠 紀

わざるを得ない毎日。

だいじょうさい

ゆ

き

でん

田 」が高根沢町大谷にある水

めったにない骨折、脱臼という伝統的施術にこだ

田（1,227 ㎡） に、 耕 作 者 の

わり、ほそぼそと食いつなぎ、いずれ老舗として地

「大田主」に同所の石塚毅男さ

域に信頼を得るべく頑張るのか？それとも時代の変

ん（55）に決まり、９月 27 日、稲を刈り取る収穫

化に合わせて、介護関連または薬局併設、はたまた

の儀式「斎田抜穂の儀」が行われた。

自費診療の拡大を目指すのか、考えてみても流され

おおたぬし

たけお

さいでんぬき ほ

さいでんてんてい

５月に行われた「斎田点定の儀」で栃木県が選ば
れた時点で、県内有数の米どころである高根沢町が
推薦されることは容易に想像できたが、大田主に「毅
男ちゃん」が選ばれるとは思っていなかった。それ
は娘が幼稚園時代、一緒に PTA 役員として活動し

る日々。「ボーッと生きてんじゃねーよ！」とチコ
ちゃんに叱られる…。
本音はどこにあるのか？ 2025 年問題は高齢者の
みならず、わが業界ともイコールの危機では？
若い柔整師は家庭も持てない、年配の柔整師は年
金だけではまったく生活できない。家も土地も売る

ていたあの「毅男ちゃん」だった。
彼とは学区が違うので PTA に関してはそれっき

価値もない。逆に今は広いほどジャマという、ない

りになったが、卒園後もたびたび顔を合わせること

ないづくしの柔整師は７万人、施術所は５万か所。

があった。地元の草野球大会では審判として、地元

増えすぎたら淘汰されるのは必然なのか…そんな

の消防分団長として、「たんたん祭り」では共に実

バナナ…。おやじギャグも空しい秋の夜長である。

行委員として。現在は農地利用最適化推進委員や自

あしたは～ど～っちだ～♪
きくりんぼう

治会長としても活躍している。まさに地元のリー
ダーである。この彼の公益活動が「大田主」に推薦
される決定的な根拠となったのだった。

最大級の台風、
本県を直撃

接骨院・整骨院が街に溢れている昨今、修行先で
習得したウデや技術、経験した話術やムンテラだけ
では思うような結果がでない時代になっている。集
患には、施術者の人柄や地域の貢献度が「大田主」
同様、大きなファクターとなる。
当会も公益社団法人に移行して７年目。公益行事
も年々数を増し、社会貢献活動や地域包括ケアシステ
ム・介護予防活動などを通し、接骨院・整骨院の知名
度は着実に伸びているし、“公益社団”の手ごたえを感
じている。広く田を耕すこと、それは私たちの公益活動
そのものだ。そして、やがて訪れるのは豊かな実りだ。
各々の接骨院・整骨院においても、地元を愛し地
域の方々に愛される存在であるべきだと思う。地元
に根付き、地元と共に生きている接骨院・整骨院だ
からこそ、私たちの力を少しでも地元に還元しなけ
ればならないことを決して忘れてはいけないのだ。
不識院後光守
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10 月 12 日から 13 日にかけて、台風 19 号は関
東地方を縦断し、県内各地に大きな爪痕を残しま
した。当会会員の施術所にも甚大な被害を及ぼし、
14 人の会員が休診を余儀なくされました。
被災された会員は下記のとおりです。
謹んでお見舞い申し上げます。（敬称略）
宇都宮支部
栃木支部
佐野支部
鹿沼支部
小山支部
那須支部

曽村岳史
羽金貴之
橋本晋大朗
大吉克実
髙嶋一茂
出雲政夫
室井
実

奥村博明
柏﨑洋哉
山口英行
小林栄稔

金子一明
栁 治 司
平野佑一

201９.１０.２５ 現在

入口は『認知症』、
出口は『街づくり』

支 部 だ よ り

～ RUN 伴（ランとも）栃木 2019 ～

栃木支部

９月 21 日・22 日、認知症になっても安心して暮らせる

どこか懐かしい講演会

街を目指し、認知症の人や家族・一般市民が一緒になり
タスキを繋ぐランイベント
「RUN 伴栃木 2019」が行われた。

９月 15 日、壬生町のとある自治会が敬老の日にち

９年目を迎える RUN 伴、エントリーした北海道から

なんで毎年行われている講演会で、帝京大学柔整科

熊本までの 35 都道府県で順次開催され、県内では５年

非常勤講師でもある栃木支部の疋田拓也会員が講師

目となる。

を務めました。

全国テーマ『Connecting the dots!（点と点をつなぐ）』

畳敷きの昔ながらの公民館に、往年の紳士淑女が

のロゴ入りオレンジ T シャツを着たランナー約 750 人、

30 人ほど集まり、ほとんどがご自分の患者さんとい

サポーターを合わせ参加総数約 1,900 人が、各地をオレ

うアットホームな雰囲気の中で、依頼を受けた「腰

ンジ色に染めた。

痛の話」を 30 分間行いました。
開 始 早 々、
最後列に座っ
た昭和初期マ
ダムから「な
んだか聞こえ
ないねぇ」と
志村けんのコ
ントのような
トラブルが発生し、マイクのない疋田会員も声を張っ

日本全国を初めて縦断できた 2015 年以降、線から面

てしゃべるというどこか懐かしい田舎の集会所の風

へと都道府県から市町村単位での開催形式に変わり、私

景になにか癒され、ノスタルジーに浸ることができ

にとって初参加の 2016 年、イベント運営は未経験であっ

ました。
講演は、腰痛の基礎をサラッと説明し、腰痛予防

たが実行委員として上三川エリア長を務めた。
RUN 伴参加のきっかけである介護福祉士の妻の支え

に必要なストレッチングを参加者と行い、ある紳士

と、運営について何も知らない私が「ゼロイチ」を作り

からの「腹がつかえてできねぇや」とのぼやきを聞

上げるためにサポートをしてくれた行政関係者や施設職

きながらも予定どおりの 30 分。その後の参加者から

員・地域の人との繋がりもかけがえのないものだ。

の質問にもさらりと答え、さすが大学で講師を務め

RUN 伴の醍醐味は単なる認知症啓発イベントではな
く、RUN 伴がなければ関わることのない人との出会い

るだけのことはあ
りますね。

であると思う。一つ一つの小さな点である出会いが、線

参加した 60 代の

となり形となることを肌身に感じ、地域に暮らす一人と

女 性 か ら は「 面 白

して人との繋がりの大切さを改めて気付かせてくれた。

かったです。もっと

参加した中学生も「認知症のことがよくわかったし、

聞いていたかった。

勉強になったと思う。毎年こんなすばらしいことをやっ

今度はもっと広い

ていることにびっくりした。できるだけ多くの人に知っ

ところでゆっくり

て欲しい」と満面の笑みを見せてくれた。

お話ししてほしい」

医療や福祉、多職種連携の担い手として、また、地域
に根差した柔道整復師として今後も RUN 伴を笑顔で楽

との声も聞かれ、好評だったようです。
疋田会員、今度はもっと発声練習を積んで昭和マ
ダムたちに健康を届けましょう！

しみたい。
宇都宮支部

見當

敦

通信員

丸山佳洋
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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10月１日現在
405名

11月

施術所数

３日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・直江・大木
10日㈰

療養費支給申請書締切日

13日㈬ 20:30

とちのき12月号編集会議［当会館］小森・古内・小野塚

14日㈭ 20:30 理事会 ［当会館］
16日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
16:30 協同組合理事会［当会館］
17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
19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・小野塚・丸山
21日㈭ 16:00 監事会 ［当会館］
18:00 報告会 ［当会館］
22日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

384院

会員の異動状況報告
・宇柔整237 中村 圭佑 さはら整骨院
〒３２９－１１０４

宇都宮市下岡本町４５２０－１４

☎０２８－６１１－１２１４ 令和元年９月24日

入会

・宇柔整222 根岸 隼人 さはら整骨院
〒３２９－１１０４

宇都宮市下岡本町４５２０－１４

☎０２８－６１１－１２１４ 令和元年９月30日

退会

・宇柔整222 根岸 隼人→宇柔整237 中村 圭佑
さはら整骨院
〒3２９－１１０４

宇都宮市下岡本町４５２０－１４

☎028－６１１－１２１４ 令和元年10月１日

院主変更

23日㈯・24日㈰ 接骨医学会 ［東京有明医療大学］
24日㈰ 16:30 小山支部会 ［和風ダイニング彩華］
26日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

塩谷支部

舩橋 仁和

27日㈬ 20:00 介護保険部会 ［当会館］
29日㈮ 16:30 JA共済連との合同研修会 ［ホテル東日本宇都宮］
12月

３日㈫ 16:30 健保連との合同研修会［ホテル東日本宇都宮］
７日㈯ 14:00 理事会（支部長参加）［宇都宮グランドホテル］
15:00

子の所得面と向かって聞けもせず
背伸びして後悔してる空財布
本心を言えば頑張りたくはない

合同部会 ［宇都宮グランドホテル］

16:00 相続税・贈与税の税制改正について ［宇都宮グランドホテル］
８日㈰ 9:30 協同組合講演会［県不動産会館］

編 集 後 記

10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・滝田・岡本・小林
療養費支給申請書締切日

10日㈫

11日㈬ 20:30 とちのき１月号編集会議［当会館］小森・丸山・菊池
15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
日赤救急法講習会 ［とちぎ福祉プラザ］
17日㈫ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事
18日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・川野辺・菊池
20日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
14:00 労災審査 ［当会館］
27日㈮

仕事納め

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

今年のラグビーワールドカップでは日本代表が目標とし
ていたベスト８に進出し、日本中が盛り上がった。
にわかラグビーファンの僕も、はじめはルールさえもよ
くわからなかったが、観ているうちにだんだん理解できる
ようになってきた。
そして鍛え抜かれた肉体と精神のぶつかり合いには、目
を奪われた。
当院でも患者さんとラグビー談議に花を咲かせ、さんざ
ん語ったあとに
「そういえばラグビーって何人でやるの？」
「・・・。」
ガンバレニッポン！！
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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