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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

巨星堕つ
当会名誉会長で前日整会長の萩原正先生が12月23日逝去されました
これまでの偉大なる業績に感謝し、謹んでお悔やみ申し上げます
萩原名誉会長は、かねてから病気療養中でしたが、東京都文京区本郷の順天堂医院で 88 歳の生涯を閉じられました。
通夜ならびに告別式はご家族の意向により、家族葬にて行われました。

萩原

正（はぎわら

ただし）

昭和６年９月 10 日、柔道整復術公認の立役者である萩原七郎先生の四男として生まれる。
栃木県立真岡高校卒業後、日本高等整復学校（現：大阪行岡医療専門学校）を卒業し柔
道整復師免許取得。昭和 36 年、矢板市にて整骨院を開業。
（社）栃木県柔道整復師会理事、（社）日本柔道整復師会関東ブロック会理事を経て平成
３年（社）栃木県柔道整復師会会長に就任（７期 14 年）。
平成 17 年からは（社）日本柔道整復師会会長を４期務めた。
その他、栃木県柔道整復療養費審査委員会委員長、（財）柔道整復研修試験財団評議員、
日本柔道整復師協同組合理事長などを歴任した。
平成 15 年、厚生労働大臣表彰（労災補償行政関係功労）を受け、平成 21 年には旭日小
綬章を受章。
萩原先生は、その命の火が燃えつきる寸前まで業界を憂い、柔整師の未来像を語り続けました。柔道整復術公認に
尽力した父、七郎先生の意志を継ぎ、業界の発展に全身全霊を捧げたその姿は、まさに七郎先生そのものでした。
ここにあらためて敬意を表し、心からお悔やみを申し上げたいと思います。

当会主催にて下記の日程でお別れの会を行います。
日時

令和２年２月 11 日（火・祝） 13：00 ～

場所

さがみ典礼

宇都宮御苑

宇都宮市鶴田町 1545-1
☎ 028-649-1600

2 月号
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厳しい業界の現状の打開策を模索して…
12 月 21 日、日整会館にて関東ブロックと東京ブロッ
ク合同の連絡協議会が開催されました。
この会議は各都県から総務・経理・保険を中心に、現

円となっていますので、非常に有利な特典だと思います。
現在、会員の施術所で働いている柔整師の登録は少な
いので、この機会に登録されてはいかがでしょうか。

状の問題提起やそれらを解決するための情報共有を目
的とし、必要な施策の要望については合同で日整に挙げ
ていこうと始められたもので、現在は学術、事業、広報、
介護とすべての分野での問題に対する打開策を検討し
ていく上で貴重な情報共有の場となっています。

柔整療養費の減少と定率会費の減少は深刻
関東・東京のみならず、全国的に柔整療養費の減少は
下げ止まりません。その中で関東・東京地区では、栃木

関東ブロックと東京ブロックの会員数は、日整会員

県が施術所一院あたりの年間取扱金額はトップを堅持し

の１/ ３に及んでおり、まさに日整を牽引していく存在

ていますが、栃木県全体でも前年度比で減少が続いてい

です。この関東・東京が一丸となり、互いに共栄を模

ます。

索していくことは、非常に意義のあることであると感
じています。

これらの原因には、保険者の過剰な患者調査や不適切
な指導文書の配布などが原因の一つと考えています。ま
た、柔整師みずから自由診療にシフトしようという意識

入会者減少は、共通の課題
各公益社団の共通の問題の一つは会員減少です。栃木
県だけでなく、新入会員の減少は、各都県とも大きな

行動も要因の１つのようです。
関東地区でも、いくつかの県で今年度から定率会費の
値上げもしくは来年度値上げを予定している県がありま
す。

問題となっています。その中でも当会の会員数は、な

当会の定率会費の推移を見ると５年前と比較すると年

んとか現状維持がされているほうですが、今後会員の

間で 1,600 万円以上の減収となっています。これでは節

高年齢化が進んでいくと、近い将来さらに会員減少に

約だけでは追いつかず、事業の縮小も毎年検討せざるを

拍車がかかる恐れがあります。

得ません。当会では、他の都県に先駆けて役員報酬を引
き下げるとともに事業の参加人数を減らすなどして対応

準会員（勤務柔整師）の
優遇制度（入会金半額）を新設
そのような柔整師の社団離れを少しでも打開するた
めに、当会から「東京ですでに実施されている準会員（当

未来志向で対応を
これまでも会員の収入を少しでも向上させるために、

会では勤務柔整師）に対する入会時の優遇制度を、関東・

様々な対策を当会でも講じてきました。保険取り扱いセ

東京で共通の制度にしないか」と提案しました。

ミナー、増患対策セミナー、実技講習など、これらは今

これは、各都県で設けられている準会員登録者が、正
会員として入会する際には、関東・東京のいずれの都
県で開業する場合でも入会金を半額とするというもの
です。

後もより具体的に、少しでも増患につながる内容の提供
を続けていきたいと考えています。
また、申請書の返戻対策も大切です。今回の会議を通
じて、隣接県を含め他の都県の状況を把握することがで

これに関しては、参加した役員すべてが良い意見では

き、対応の方向性を模索することができたと思います。

ないかと賛同し、その場で満場一致で決議され「それ

これらについては、保険部を中心に今後どのような対

ぞれの都県の理事会にて承認を得られ次第、実行する」

応をしていくべきか、より実効性のある方策を立て、会

ということになり、当会でも来年度から、「関東・東京

員の皆さまにお知らせしていきたいと考えておりますの

の（公社）柔道整復師会に勤務柔整師または準会員登録

で、当会で実施する保険講習会やセミナー、支部会など

をしている柔整師」が、栃木県で開業し入会する場合は、

にも積極的に参加していただき、必要で有効な情報をぜ

入会金を半額にすることとしました。

ひ得ていただきたいと思います。

ちなみに栃木県の勤務柔整師の登録は、年会費 5,000
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していますが、今後もさらなる改革が必要です。
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副会長

田代富夫

認定証を

手にした喜び

赤十字ベーシックライフサポーター講習会
昨年 12 月 15 日、第 9 回赤十字災害救護救急法研修
会がとちぎ福祉プラザで開催されました。

午後は再度、実技の反復練習を行い、その後は実技
試験。周りの会員の声と動きをチラチラ気にしながら
なんとか終了。
続いての学科試験では、わずか 10 問の設問に迷っ
たりしながらも無事終了。
3 問以上間違えると居残りさせられるようでしたが、
該当者なく全員「赤十字ベーシックライフサポーター」

今回は、私を含め初めて受講する会員が例年より多

という、聞き慣れない資格の認定証をいただき、終わっ

く、当会職員 2 人を含めた総勢 22 人が、救急法基礎

てみれば会員同士和気あいあい楽しくできたと安堵し

講習と実技、そして修了試験を行いました。

ました。私は 100 点ではありませんでしたが、終わり

午前の救急法基礎講習では、心肺蘇生法の基本と

良ければすべて良しです。

AED を用いた救命処置を学びました。実技は、３～４

この基礎講習は意識障害・呼吸停止・心停止・気道

人の組み合わせで、心肺蘇生法の手順と AED の取り

確保など、直ちに手当が必要な傷病者に対して行うも

扱いについて交代

のです。私たち会員も普段の仕事の中で一過性脳虚血

で練習しましたが、

発作や過換気症候群など、一時的に意識がなくなった

胸骨圧迫法など実

り、もうろうとなる患者さんに何度か遭遇しているの

際の現場では「あ

ではないかと思います。また、地元の運動会やお祭り

せらず・あわてず・

などに参加する機会もあるので、医療従事者の一人と

冷静に」行うこと

しては、一度ならず何度でも受講することをお勧めし

が大事だと感じま

たいと思います。

した。

広報部

菊池和則

付設診療所（とちのきクリニック）
❶

❷

診察依頼書の書き方
担当医師に診察依頼の意図が正しく伝わるように、
下記の項目に注意してご記入ください。

❸
❶ 依頼する項目は必ずご記入ください。
❹

❺
❻
❼

❷ 記入がない場合はコピーなしになります。
❸ 医師からの確認のため、または記入の不備がある場
合に電話する場合があります。
❹ いつ

どこで

何をして

どうなった？

❺ 受傷日から日にちが経過している場合は症状および
経過を詳細に記入してください。
❻ 目的は明確にお願いします。
❼ 既往歴・負傷歴がありましたら記入してください。
再診の場合は必ず前回の依頼書のコピーをつけてくだ
さい。

新学術部シリーズはお休みします。
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は諦めかけたが、治療とリハビリに励み今大会への出
場を果たした。

山佳洋

当然以前の筋力には及ばず、私は口には出さないも

部 丸

木支
者 栃
走
0
9
第1

のの早々と敗退するのではと思ってしまった。
予選７人での総当たり戦で１敗したものの、勝ち上

フェンシングジュニアワールドカップ
昨年 12 月７日、東京都文京スポーツセンターにて
フェンシングエペジュニアワールドカップが開催さ
れ、海外および国内上位ランキングの選手たちが各国

がりトーナメントへ。予選を通過し試合勘も戻ってき
たのか、安心して見ていられるような安定した試合運
びでポイントを重ね、海外の選手を退け準決勝まで勝
ち上がった。
試合の合間に、ベンチで少しでも疲労を取ろうとス

を代表し熱戦を繰り広げた。

トレッチやマッサージを行ってはいたものの、準決勝

この世界大会に、私の母

の試合途中で脚が限界を超え痙攣をおこしてしまっ

校である栃木商業高校から、

た。当然ながらその後の試合運びに影響し、力強かっ

武井 琉 晟 君も国内ポイント

たフットワークも止まり、惜しくも準決勝で敗れ３位

ランキング上位選手として

となった。

りゅうせい

出場した。

万全なコンディションでない中でのワールドカップ

しかし、ここまでの道の

３位。この立派な成績に、ここまで復活してくれたこ

りはアクシデントの連続だった。

とに感謝しかなかった。彼に涙を見られるのが恥ずか

昨年５月に、学校のスポーツテストで右大腿部を挫
傷。ケガを抱えたまま主力選手として県予選を突破し
関東大会に出場した。その試合中に再び大腿部を負傷、
夏に復帰するもインターハイは断念を余儀なくされた。
再起をかけて参加した代表合宿では、右足関節捻挫
のケガを負った。ナショナルスポーツセンター内診療

しくその場を後にした。
その後、12 月 13 日時点で彼は世界ランキング３位
とランクアップしていた。
東京オリンピックには間に合わないが、４年後のフ
ランスでのオリンピック代表には手が届くかも !
覚えておいてください、武井琉晟の名前を !

所にて全治３ヵ月と診断され、ワールドカップの出場

柔整師が行く とちぎローカルグルメ街道

栃木市

編

しょうがなく美味い
“しょうがラーメン”
私はいわゆる “ 立派な体格 ” の持ち主です。そして私
をご存じの皆さんが思っているとおり、食べることが大
好きです。
栃木市にもおいしい食べ物屋さんがたくさんあります

半熟煮たまご。これを
トッピングするともう
言うことありません。
注文前に品切れになっ
たときの喪失感は言葉
になりません。
餃子も野菜たっぷ
り、これまた美味し。

が、今回はラーメンをご紹介させていただきたいと思い

私はいつも「しょうが

ます。

チャーシュー麺」と餃

会員にもラーメン好きは多いでしょうし、中にはラー
メン通を自負している方もいるかと思いますが、食いし
ん坊の私がおススメするのが「しょうがラーメン」です。
これがまた絶品！

子を頼みます。肉好きなものでね。
お肉の心はデ〇心、押してお肉の汁が湧く…なん
ちゃってね。
広報紙なので特定の店名は載せられませんが、栃木イ

あっさりスープに千切り生姜がトッピングされ、ちぢ

ンターを降りて左へ、国道 293 方面へ車を走らせれば右

れ平麺と絡めて食べれば生姜の香りがもうたまりませ

側に見えてきます。ラーメンのミステリーツアーだと

ん !! 大きめのチャーシューもやわらかく、口の中でとろ

思ってぜひ探してみてください。

けてしまいます。さらに不定期でメニューに出される
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次回は足利支部です。お楽しみに。
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広報部

丸山佳洋

2020 年東京オリパラ特集

後を継ぐ者

岸

清一

岸記念体育会館…上京したての頃、原宿あたりを
近接部位についてお尋ねします。
交通事故で頸部・右肩関節・腰部への施術
をしている患者さんが、背部の打撲をして
きました。私傷ですので健康保険で取り扱うのです
が、すでに頸部・右肩関節・腰部への施術を行って
いますので近接部位になってしまいます。
請求できないのでしょうか？
負傷した部位が既往の頚部・腰部の中間付近

うろついていて目にしたことがあるが、その名称に
「違和感を感じた」ことを覚えている。
岸さんってだれだ…？
その後、スポーツの会議などでこの
名称を時折、耳にすることはあったが
気に留めることもなかった。‘19 年の大
河ドラマ「いだてん」に岸清一が登場するまでは…。
そして、昨年訪れた松江城の手前にある島根県庁
前には岸清一の銅像が立っていた。

であるなど、明確に別々の施術が必要で、施術

岸清一は慶応３年、松江に生まれ、東京帝国大学

や電療などを個別に行っている場合であれば請求できま

法科に進み弁護士となる。学生

す。

時代はボート選手として活躍し

交通事故での自賠責への請求と、私傷の健康保険への

た。

請求は別物ですので、上記のような場合には別々に施術

法曹界の重鎮として、大正４

する必要がある理由を施術録などにも記載しておくとよ

年から昭和８年まで大日本弁護

いでしょう。

士会の会長に就任。また、昭和

ただし、交通事故で施術中の部位を私傷として新たに
負傷した場合には、自賠責保険と健康保険への二重請求
はできませんので注意してください。

７年には貴族院議員となり、死
去するまで務めた。
大正９年、日本漕艇協会（日本ボート協会）の初
代会長に就任。翌年にはわれらが嘉納治五郎の後を

鎖骨骨折の患者さんの請求を行ったとこ
ろ、健康保険組合からの返戻で「医科のレ
セプトに鎖骨骨折の疑いとありました、骨
折と判断した理由を回答してください」とありまし
た。
どのように回答すればよいでしょうか？
診察依頼書を作成して診断と施術への同意を
求めているのであれば、こちらからの診察依頼

引き継ぎ、大日本体育協会（日本体育協会）第２代
会長に就任した。大正 13 年には嘉納と同じく、国
際オリンピック委員会（IOC）委員となる。
岸の死後、遺言により 100 万円（現在の 28 億円）
が寄付され、昭和 15 年、神田駿河台に岸記念体育
会館が建設されたが、東京オリンピックが開催され
た昭和 39 年、渋谷区神南に移転された。
ここには日本スポーツ協会をはじめとする日本の
スポーツ競技団体が本

書と医師からの返事（診療情報提供書や病用返事など）

部を置き「日本スポー

の写しを添付するとよいでしょう。

ツ界の総本山」と称さ

申請書を点検する会社では書面上の突き合わせしかし

れ た。 現 在 は 2020 年

ていませんので、このような不穏当な返戻が発生するよ

の東京オリンピック・

うです。

パラリンピック開催

あまりにも不当な返戻に対しては、会員の先生へ返戻
する前に保険部において問い合わせを行い、事前に解決

に伴い、新国立競技場に隣接する「JAPAN SPORT
OLYMPIC SQUARE」として生まれ変わった。

するよう努めていますが、すべての返戻を確認できてい

嘉納治五郎は「柔道の父」「日本体育の父」と呼

るわけではありませんので、返戻疑義に対して少しでも

ばれるが、日本の体育・スポーツ界発展に尽力した

疑問をお持ちの場合には保険部長までお問い合わせくだ

岸清一もまた「近代スポーツの父」と慕われている。

さい。

不識院後光守
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故 萩原 正先生を
偲んで

言葉を文章で伝える難しさ
「口」で言った言葉を「耳」で聞き「文字」にする。

10 月 22 日、宮中では即位の礼正殿の儀が行われてい

一見簡単そうに思えるが、こんな難しいことはない。

た。小雨の降るお茶の水駅周辺でも警察車両があちらこ

広報部に入り４期７年目になる私が、副部長の大
役を受けて一年間、校正・校閲の仕事をしてきまし
たが、あらためて文字の壁にぶつかっている。
校正・校閲とは、会員の皆さんからあがってきた
「原稿」に目を通し、誤字脱字、
「ですます調」と「だ・
である調」の混在、そして言い回しが適当か、書か

ちらに停車して物々しい景観である。
江戸城の外堀を渡り、スマホの地図アプリを照らし合
わせながら順天堂医院を目指す。入院療養中の萩原正先
生の見舞いのためだ。
最上階のナースセンターで受付をすると看護師が部屋
まで案内してくれた。

れている内容が正しいかなどを確認し修正する仕

部屋に入ると先生は私に気づき、いつもの笑顔を見せ

事。これを部長・副部長で事前に行うのだが、それ

てくれた。一時は「あと数日かも…」と聞いていたが、

でも見落とすので部員が集まりさらにチェックをす

思いのほか調子が良さそうなので安心した。

ることが重要になる

最初はか細い声で世間話

ドラマ「校閲ガール」の石原さとみさんのような

などをしていたが、柔整業界

可愛い女性がいれば士気も上がるのだが、オッサン

の話題になるにつれ、声が大

たちが文字を目の前に「ああでもない・こうでもな

きくなり熱をおびてきて、柔

い」している場面は、なかなかにシュールだ。

整師の将来を憂い、日整のあ

原稿でよく目にする「直し」が入る文字に「患者

り方をいまだに心配してい

さま」がある。確かに「患者」だけだと呼び拾てに

ることが強く伝わってきた。

しているようで気が咎めるのはわかるが、文章とし

「ここはこうするべきだ」「なぜ、こうしない？」などと、

て紙面に残すには通常「さま」は付けない。こんな

師の話は尽きない。しかも思わぬ方向から飛んでくる。

単語でさえ筆者の心情が伝わるのだから難しい。
よく１/ ２ページ分（約 800 文字）の原稿をお願
いするのだが、文字数がオーバーしたものも多い。
限られたページ数の中で、会員が読みやすくする
ためには、どうしても文章を削ったり、表現を変え

齢 88 の老翁は、どこからこのエネルギーとアイデア
がでてくるのだろうと、見舞ったほうが勇気づけられる。
まさに業界の巨人だ。
20 ～ 30 分ほどいただろうか、これ以上の在室はお体
に障るだろうからとお暇させてもらった。

ざるを得ない場合がでてくるが、意図せず筆者の考

開業当時、支部コンペに誘われたときから先生は「ゴ

えや感性からズレることもある。筆者の思いを尊重

ルフの師」でもあった。他の支部に入会していたらいま

しているつもりだがページを増やすわけにもいか

だにゴルフとは無縁だったかもしれない。

ず、大変申し訳なく思っている。

その巨人ぶりはゴルフでも発揮された。とんでもない

そうは言っても、私たち広報部員は各支部から選

方向に飛んだティショットが木にあたって跳ね返り、そ

ばれし精鋭たちが集まった “ なんちゃってライター ”

のままカップインするというミラクルホールインワン。

集団。接骨・整骨院の認知度ＵＰのために日々精進

それも「日整親善ゴルフ大会」での出来事だ。また、最

していきたいと思う。

後の出場となった ‘17 年の同ゴルフ大会は栃木県が優勝、
広報部

植木大輔

その日は偶然にも師の誕生日でもあった。「持っている
人」とはこういう人を指すのだろうとつくづく実感した。

追伸

追伸

上記の文章には３つの間違いがあります。さて、

12 月 24 日、萩原先生逝去の一報が入った翌日、郵便

どこでしょう？※答えは最後のページ。
ヒント：本文中、４行目・12 行目・18 行目

受けに一通のハガキが届いた。宛名は見覚えのある筆跡
だった。差出人は「萩原正」。義姉の喪中のため新年の
あいさつを失礼するというものだ。消印は 12 月 23 日、
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事務局からのお願い
ここ 1 年の間で、訪問看護ステーションから往療の
依頼や問い合わせがあった方は、事務局までご連絡
ください。
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

亡くなる前日に書いたものと思われる。

髙野

「正月は一時帰宅して、矢板で過ごす」と言っていた

剛

たかの

つよし

だけに、急な旅立ちとなってしまったが、親子２代に

①那須支部

わたり、柔整業界をけん引し、情熱を注ぎ走り抜けて

③那須塩原市格闘技ジムFCY´ｓ内接骨院

②昭和51年11月13日

④〒329-2728

きた人生に悔いはないといえるだろう。

那須塩原市西栄町１－３

⑤080-8497-5461

萩原正先生、お疲れさまでした。ゆっくりお休みく

⑥福島医療専門学校(平成18年度卒業)

ださい。

⑦令和元年12月24日

⑧格闘技

広報部

支

部

だ

よ

り

栃木支部

小山支部

ロコモ予防セミナー再び

小さな活動の積み重ねで地域密着を！

暮れも押し迫った 12 月 22 日、日曜日の朝からロコモ

初冬恒例の第 42 回おやま思川マラソン大会が 12 月８

予防セミナーを栃木市内のヤオハン栃木城内店ふれあい

日、小山市総合運動公園を発着点に開催され、２～ 10

広場にて行ってきました。

㎞の４部門の距離で約 900 人が健脚を競った。

予定では 15 人ほど集まるとのことでしたが、この時

同じく小山市主催である、春のマラソン大会よりは規

期はなかなか忙しいためか、残念ながら今回の参加者は

模が小さいが、参加者は子供や若い方が多く、会場はそ

５人となりました。

の応援のご家族の方でにぎわい、アットホームな雰囲気

セミナーは、ロコモティブシンドロームとは？から始

の大会だった。

まり、簡単にできるロコトレ、栄養うんぬんの話に、呼

当支部も市から依頼を受けて救護係として参加した

吸の話、と１時間 30 分くらいですが、楽しく笑いなが

が、開会式で当会のブースにおいてコンディショニング

ら行えました。とても分かりやすかったとのお言葉もい

ケアを実施していること
が案内されると、約 40 人

ただきホッと一安心。
前回から１年以上経ってしまいました

の方がケアに訪れた。

ので、参加者の方から「継続的に運動を

レース終了後にはスト

行うためにも、こまめに開催して意識付

レッチやテーピングを受

けを」とご要望をいただきましたので、

けた方が結果報告とお礼

調子こみまして早速３月にも開催できる

に再度訪れてくれ、接骨院・整骨院の業務内容や所在地

よう場所の確保をしてまいりました。

なども尋ねられた。

毎月はさすがに大変なので、年４回ほ

市民とのこうしたやりとりの小さな積み重ねが、私た

どの開催を目指して頑張りたいと思いま

ち業界の認知度向上になり、このようなイベントに協力

す。

し啓発活動できたことはよかったと思う。
通信員

丸山佳洋

通信員

菊池和則
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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
令和２年１月１日現在
402名
施術所数
382院

２月

２日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・鈴木強・小林
10日㈪

療養費支給申請書締切日

11日㈫

萩原正名誉会長・日整前会長お別れの会［宇都宮御苑］

12日㈭ 20:00 柔整師向け保険研修会 ［当会館］
13日㈭ 20:30 理事会 ［当会館］
14日㈮ 20:30 とちのき3月号編集会議［当会館］小森・古内・三上
15日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
16日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・野澤・髙橋・大木
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・三上・大関
21日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
25日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
３月

１日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・滝田・舘・小林
10:00 税務相談 ［当会館］
療養費支給申請書締切日

10日㈫

13日㈮ 20:00 理事会 ［当会館］（支部長参加）

会員の異動状況報告
・那柔整79 髙野

剛 那須塩原市格闘技ジム
FCY’ｓ内接骨院
〒329-2728 那須塩原市西栄町１-３
☎080-8497-5461 令和元年12月24日 入会
・小柔整80 吉田沙央梨 小山スポーツ接骨院
〒329-0207 小山市美しが丘１-18-14
☎0285-37-9430 令和元年11月30日 退会
・塩柔整４ 萩原
正 萩原整骨院
〒329-2161 矢板市扇町２-12-74
☎0287-43-9040 令和元年12月23日 退会
・足柔整55 萩原 章平 萩原整骨院
〒326-0845 足利市大前町859-５
☎0284-62-4120 令和元年12月25日 退会
・足柔整55 萩原 章平→足柔整84 萩原 康司
萩原整骨院 〒326-0845 足利市大前町859-５
☎0284-62-4120 令和元年12月25日 院主変更
・塩柔整４ 萩原 正 萩原整骨院
〒329-2161 矢板市扇町２-12-74
☎0287-43-9040 令和元年12月23日 閉院

訃報

23日㈪ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・小野塚・加藤

塩谷支部 萩原 正 会員（88歳）がご逝去され
ました。
足利支部 萩原 章平 会員（69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。

24日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］

ご会葬御礼

15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
16日㈪ 20:30 とちのき4月号編集会議［当会館］小森・大関・小野塚
17日㈫ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事

25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］
（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
今年の冬は暖冬とはいえ、2 月に気を付けなければなら
ないことは、ヒートショック・感染症・脱水症状・乾燥な
ど様々ある。どれも自己管理を徹底すれば予防できる気
がするし、豆まき・しもつかれ・恵方巻も自分で何とかす
ることができる。しかし、バレンタインデーだけは自分で
はどうにもならない。それでも期待はしている。家族から
のチョコに加えて患者さんからの愛情あふれる義理チョコ
を。
そして、ないしょの本命…。
Ｈｉｄｅ

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。
塩谷支部
萩原 貞子
足利支部
萩原 康司

塩谷支部

舩橋 仁和
こじ

参ったと素直に言えぬから拗れ
休日に限って早く目を覚まし
約束は破られるから価値があり
◦６ページの答え
４行目― 「～ましたが」と、一部だけ「ですます調」
12行目― 句点「。」が抜けています。
18行目― 呼び拾て→呼び捨て 誤字です。
どうですか、分かりました？

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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