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栃木県柔道整復師会

新武道館での柔道大会中止
再開にかける思い
この日のために事業
部と事務局は、今年１
月に行われた高校生の
大会を見学し、会場の
設営から片付け、使用
機材のチェック、控室
など細かいところすべ
てを確認し、円滑に大
会が行われるよう準備をしていた。
ところが、こんな事態になろうとはだれが想像できた
だろう。度重なる災害に「想定外はない」という意識が
写真は全国高等学校柔道選手権大会栃木県大会の様子
（１月 19 日・新武道館）

少なからず国民に根付いていたとは思うが、このコロナ
禍については「想定外」と言ってもいいだろう。

昭和 59 年に第１回が開催されてから、今年で 36 回を

特に最終学年で引退を控え、その集大成となるべく大

迎えるはずであった栃柔整柔道大会が、新型コロナウイ

会に向けて努力してきた学生アスリートたちのことを思

ルス感染症対策により中止となった。

うと心が痛み、かける言葉が見つからない。

中止となったのは、東日本大震災（平成 23 年）で被
災した第 27 回大会以来、二度目である。
現在もプロ、アマを問わず、アスリートたちは練習も
試合もできず、活動と活躍の機会を奪われている。
４月 26 日、昭和 38 年から始まったインターハイは史
上初の中止が決定し、それに続いて 28 日には全国中学
校体育大会も中止が発表された。

平成 25 年の第 29 回大会の時、常勝・国学院栃木中学
校の服部正幸監督に「夏の大会に向けて、他校との力関
係を推し量るのに重要な大会」と評価していただいた本
大会。
開催は来年度、もしかすると再来年度になるかもしれ
ないが、その時にはさらに重要度が増す大会になり得る。
その期待に応えられるよう、

国民的行事でもある夏の甲子園、日本高野連は高校球

当会も選手たちのために、準

児たちのためにギリギリまで慎重に協議を重ねてきた

備に万全を期して臨みたい。
広報部

が、５月 20 日、ついに中止を発表した。
今年度の第 36 回栃柔整柔道大会は、本来ならば県総
合運動公園内の新武道館で行われる初の記念すべき大
会であったはずである。
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今、柔道整復師がやるべきこと
『整骨院・接骨院へ行こう』

骨院」である。これがなくても生活に支障はない。
慰安行為は、食に例えれば嗜好品のようなものだ。飲
食しなくても生きていけるが、あれば嬉しい程度のもの。
今回の事態では、真っ先に切り捨てられて当然だろう。
今後も「マッサージ屋さんもどき」の整骨院はコロナ

１．柔道整復師にとっての危機
過去の２度の大戦後、世界は激変した。今回の新型

禍のおかげで駆逐されていくだろう。これは、業界にとっ
て不幸中の幸いとなるかもしれない。

コロナウイルス（以下コロナ）禍の終息後もまた、社
会は大きく変化する可能性がある。それは、この災い
が過去の大戦に匹敵するダメージをもたらしているか
らだ。
このウイルス感染症の治療に直接かかわることのな
い開業医も大きな影響を受け、患者が激減しているよ

３．今できること
上記のように、柔道整復師が生き残るためには外傷治
療・患者との信頼関係構築の２本柱が重要となる。その
上で、ここに自由診療・癒しなど嗜好品的なことが付随
するのであれば何も問題ない。

うだ。柔整師も例外ではなく、来院する患者は相当減っ

そのために今やるべきことは何だろう？

ている。いや、医科以上だろう。

それは、患者が「整骨院・接骨院へ行こう」と思える

現に、首都圏を中心に整骨院・整体院をチェーン展

ようなことだろう。そして、それには即効性が求められる。

開していた企業が倒産して、負債は 40 億円以上になる。

情報発信は、患者からの信頼を得るためには強力なア

高齢者は感染を恐れて来院を控える。子供は学校・

イテムになる。ウイルス感染予防に対して、先生（柔整

部活が休みなのでケガをしない。母親は一日中、家族

師）が何を考え、どのように対処しているかを患者が知

が家にいるので来院できない。就労している人は通院

れば、安心感が生まれ信頼へとつながる。

する気分にはならず、まっすぐ帰宅する。テレワーク
なら尚更だ。
私のところも３月になり患者は半減した。このまま
座しているだけでは経営も厳しくなる。
たとえ、緊急事態宣言が取り下げられ、社会が平穏
へと向かっても簡単には患者は戻らないだろう。

コロナ禍の中、通院してくれる患者に「ここへ来るの
は怖くないの？」と聞いてみたが「普通のお店は怖いけ
ど、先生の所は安心」と答えてくれた。
信頼関係が構築できている患者はこのようにして来て
くれるが、そうではない患者にはアナウンスをすること
が信頼獲得の糸口となる。

コロナ禍の真っただ中、患者の減少をくい止めつつ

現在、会のホームページから院内掲示用のポスター（当

近い将来の増患につなげるためには、柔道整復師の今

院でのコロナウイルス感染予防対策）・患者配布用のプ

の行動が大切だと思う。

リント（免疫力アップの提案）がダウンロードできる。

では、今なにをすべきなのか？それを述べる前に業
界を取り巻く環境が、どう変わるか考えてみよう。

まずは、これを活用していただきたい。
これは、柔道整復師が感染予防に真摯に取り組んでい
ることを伝えることになる。

２．患者は気付く・・・不要な通院を
軽い痛みや不具合のため通院していた患者が来院し

うな対策を４月から試験的に開始した。

てこない。数週間、通院しなくても不都合はないと思っ

それは、遠赤外線や超短波の物療機器で、体の深部ま

た患者は「整骨院へ行く意味ないじゃん」となる。こ

で加温し体温を上昇させること。そして、昨年末に未病

れは、内科や整形外科でも同じかもしれない。

対策（自由診療用）のため導入した、ドーム型遠赤外線

コロナ禍にも負けずに私の元へ通院している患者に
は２通りある。
１つは、骨折などの重傷・はっきりした外傷で絶対
的に治療が必要な人たち。
もう１つは、親戚のように信頼関係が深く、強い絆
がある人たち。
前述の倒産したチェーン展開の整骨院は「癒し系整
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私は、患者が「整骨院・接骨院へ行こう」と思えるよ
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治療器を無料開放している。
ヒトは 36℃を下回る体温になると免疫力が低下（平
熱１℃低下で免疫力 30％減）するが、それを改善する
ために有効と思われる。
その告知は、院内掲示と LINE（当院のファン数十名
と友達になっている・・・特に拡散能力のある女性が多
い）のみでだが、LINE での告知に対し患者の反応は早

事業主の皆様へ

かった。これには、大きなアナウンス効果が期待できる
だろう。

令和２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

４．おまけ
昨年末にガラケーが壊れ、買い替えに抵抗があった私

労働保険料の算定方法は平成 31 年４月１日から

もスマホに変える羽目になった。

令和２年３月 31 日までの賃金総額に保険料率を乗

使ってみるとその便利さを実感した。特に LINE は、

じて得た額となります。

仕事に役立っている。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

休日や時間外の患者からの施術依頼や相談、休日応術

◦電子申請［e-GOV（https://www.e-gov.go.jp/）

予定の送信（日曜・祝日の午前中に不定期に応術）や医

電子政府の総合窓口］

師へ画像を送ってアドバイスをいただくなどに利用して

◦郵送

いる。

を積極的にご利用ください。

コロナ禍の終息後は、SNS を利用し情報発信をする施
術所が急増するだろう。ホームページは管理が大変と思

詳しくは栃木労働局労働保険徴収室（028-634-

われる会員は、ブログや LINE から始めてみたらよいと

9113）、労働基準監督署又は公共職業安定所にお尋

思う。
宇都宮支部

ねください。

野澤哲男

り、実費負担を求めることとなります。
また、外傷性が明らかな負傷に対する施術であっても、
下記の３項目についての費用は療養費の支給から除かれま
す。
医師から、脊柱管狭窄症の患者さんのリ

①

入院中の患者に対する施術。
ただし、外泊時などにおける新たな負傷に対する施術は

ハビリテーションを依頼されました。どの
ような形で保険請求をすればよいのでしょ
うか？
健康保険へは請求できません。実費での施術と
なります。
ただし、脊柱管狭窄症の患者さんが、新たに負
傷した場合には、その負傷に対する施術費用は健康保険へ

初検時（初回施療）のみ請求できます。
②

治癒後における「マッサージやあん摩」などを必要と
する患者に対する費用。

③

他の医療機関や施術所などで治療を受けた患者に対
する「整復料・固定料・施術料」などの費用。
（ただし、
現に整復や固定・施術を再度必要とした場合は認められ
ることがあります）

請求できます。
柔道整復療養費の健康保険への費用請求には以下の要
件が必須となっています（協定に基づく療養費の算定基準
による）。
⑴

外反母趾の患者さんが来院しました。施
術できるのでしょうか？

外傷性が明らかな「骨折・不全骨折・脱臼・打撲・捻

外反母趾の症状のみであった場合、実費での施

挫・挫傷（骨折・不全骨折・脱臼の場合には、医師の施術

術となり健康保険への請求は初検料のみとなりま

への同意を得た場合の他は応急手当てに限る）」への施

す。

術で、算定基準に合致した項目を実際に行った場合。
⑵

外傷性の証明は「いつ・どこで・どうして・どうなった」
という受傷機転があるもの。

ただし、外反母趾であったとしても母趾を含むその周囲に
「外傷性が明らかな」新たな負傷があれば、上記とは別に
外傷への施術費用は健康保険への請求が可能です。

したがって、質問のような外傷性が明らかでない疼痛や

その場合には「どこで・どうして・（どの部分が）どうなっ

運動器系の症状に対する施術は、医師からの依頼や施術

た」という負傷原因が、明確に判断できる内容を施術録な

の指示があっても、健康保険での取り扱いの対象外とな

どにも記載しておいてください。
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メラビアンの法則
Top water Bass fishing の世界～其の一
佐野支部

テレビを見ていて最近思うことがある。イケメン

加 藤 真 澄

といわれる芸能人たちの顔がきれい過ぎることだ。
ピアスや色髪は当然だが、つるっつるの肌に色白、
男か女か迷うこともしばしば。ムダ毛は一切見当た

私の趣味はバス釣りです。

らず、眉毛の角度も計算されている。男らしさを売

そう！日本固有種の小魚を食べて

りにしている EXILE でさえホストにしか見えない。

しまい、生態系を狂わせてしまうと

化粧の質も変わってきている。一般の女子高生の

いわれているあの魚です。

テクはハンパなく、一重の細い目がくっきり二重の

今回「ブラックバス害魚論」は置
いといて、アメリカから食用目的で神奈川県芦ノ湖へ初
めて放流されてから 100 年、日本でゲームフィッシング
として認知されて 20 ～ 30 年は経ちますが、私が中学生
の時に初めてブラックバスを釣って以来 30 年、今も趣
味として楽しんでいます。

瞳に変身する。男子は鏡を見つめながら髭を抜き、
寝る前には化粧水・乳液を忘れない。ドラッグスト
アには男性化粧品コーナーが設けられ、メンズエス
テも花盛りである。
僕が 20 代のころは「乳液は女性が使うもの」だっ
たし、それでなくても夕方になると顔が油分でギト
ギトになった。だから、おしぼりでつい顔をゴシゴ
シとやってしまう。顔に何かを塗るなどもってのほ

◇釣り方にこだわる。水面限定の釣り！
現在バス釣りを趣味とする人たちは日本にごまんとい
ます。本来、ルアーフィッシングとは季節や水温、時間帯
などで魚のいる場所が異なり、水面、表層、深層、底にル
アー（疑似餌）を投げて、考えながら釣りを展開していく
スポーツフィッシングなのですが、私は年中、トップウォー
タールアー（水面を泳ぐルアー）だけしか使いません。

になり、腰は痛いし足に冷えを感じるし、もの忘れ
はする。増えたのは脂肪とたるみ、シワとシミ、耳
毛と加齢臭、そして会話の中の「アレ」。
「歳はとりたくないねぇ」という患者さんの気持
ところで、心理学の中に「メラビアンの法則」とい

ブラックバスをトップウォー
タールアーのみで釣る人たちのこ

うものがある。ざっくりいうと、出会った時の最初の
数秒でその人の第一印象が決まるというものだ。
これは「初頭効果」と呼ばれ、第一印象がその後

とをトップウォータープラッガー

の評価や好感度を大きく左右するといわれている。

と呼びます。

第一印象が悪いとなかなか払拭することができず、

私も以前はオールラウンダーで

悪い印象を持たれ続けてしまう。逆に最初の印象が

バスフィッシングを楽しんでいま

とても良いと、何をしても好意的に受け止めてもら

4

4

4

4

したが、20 年ほど前に「トッパー」
の世界に足を踏み入れました。
水面を舞台にルアーを操りながら駆け引きをするその
一部始終が目視できるから面白いのです。何よりも一番
の醍醐味は、水面を割ってルアーに喰らいつく様子が見
えるからでしょう。最もエキサイティングな瞬間です。
それ以来、トップウォーターの釣りにハマってしまい、
一度もオールラウンダーに戻りたいと思ったことはあり
ません。
そのくらいトップウォーターの釣りには、ほかの釣り
にはない絶対的な魅力があります。
さあ、次号からはその魅力をお伝えしていきます。
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“ アラカン ” 世代になると、髪は抜け落ち、老眼

ちがよくわかるようになった。

◇トップウォーターの釣りは楽しいの？
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かだったのだが…。

いやすく、良い関係を築いていきやすくなる。
人は初対面のとき、どんな要素を優先しているか
調べた結果、視覚が 55％というデータがある。
第一印象の半分以上が視覚で決
まる、つまり「最初の見た目が大
事」ということだ。
「新患」には、清潔感のある身
だしなみや姿勢・笑顔を意識して
好意的な態度で接すれば、それだけで印象が良くな
ることは必須なのだ。
特に、しょぼくれたオジサン先生は身だしなみに
気を使わなければ…。目指すは LEON の「ちょい悪
オヤジ」か。

不識院後光守

日整から～法人格をお持ちの会員の皆様へ～
＜社会保険料支払い延期申請について＞
５月１日付で、コロナ関連で社会保険料の支払いが厳

能です。

しい会社に対し、１年間の支払い延期を認める制度が発
表されました。書類１枚で申請できる便利な制度です。
参照：日本年金機構ウェブサイト「新型コロナウイルス

⑵

管轄の年金事務所に郵送してください。
管 轄 の 年 金 事 務 所 は、https://www.nenkin.go.jp/

感染症の影響による納付の猶予（特例）」

section/soudan/index.html の「年金事務所の管轄区域

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20

でさがす」でご確認いただくことができます。

200501.html

1

対象となる事業者について

以下の⑴と⑵の両方の条件を満たすことが必要です。
⑴

新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以
降のいずれかの期間において、事業収入が前年同期に
比べて概ね 20％以上減少していること。

⑵

社会保険料の納付が困難であること（資金繰りに余
裕がある場合は利用不可）

なお、日本年金機構の「申請の手引き」には《申請書
の記載にあたり根拠となる書類》として、預金通帳の写
しや売上帳があげられていますが、機構に確認したとこ
ろ、これらの書類は申請にあたって提出が必要な書類で
はないとのことでした。

4

ご注意いただきたい点

※１

申請書のうち、「２

令和３年１月 31 日までに納

期限が到来する保険料等について申請等を希望する
20％の減少の有無については、いろいろな比較方法が

場合は、チェックしてください。」のチェックボッ

ありますが、最も標準的には、令和２年２月以降のいず

クスは両方ともチェックを入れておかれることをお

れかの月の売上が、前年同月の売上と比較して、20％以

すすめします。両方チェックを入れることで、毎月

上減少していれば申請が可能です。

申請をする必要がなくなります。また、社会保険料

（例）

を口座振替にされている会社も口座振替を停止する

・令和２年２月の売上が、令和元年２月の売上よりも

ことができます。

20％以上減少→申請可能。
・令和２年３月の売上が、令和元年３月の売上よりも
20％以上減少→申請可能。

2

社会保険料の支払が１年間延期されます

※２

審査に時間がかかると、口座振替の停止が間に合
わず、社会保険料が引き落とされることがあるので、
確実に口座振替を停めるためには、申請書とは別に
口座振替の停止の申出書を年金事務所に出すことが
必要です。

１年後に延期された分の社会保険料の支払が必要にな
ります。

お知らせ

（例）
・令和２年４月支払分の社会保険料の支払を延期→
原則として令和３年４月に支払が必要。

3

制度のご利用方法

この制度は申請書を管轄の年金事務所に郵送すること
で、添付書類などはなしで利用できる制度です。
申請手順は以下のとおりです。
⑴

申請書を記載してください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20
200501.html から申請書をダウンロードすることが可

当会ホームページに、新型コロナウイルス感染予
防対策資料を掲載しております。
●厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方
針など
●栃木県対策本部
栃木県の緊急事態措置の概要・新しい生活様式
の実践例・10 のポイント・感染拡大予防（工夫）
など。
●日本柔道整復師会
５月 22 日から日整ニュースレターが配信開始
されました。柔整師のページから登録できます。
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言の葉のちから

❖ 外傷による肩関節、上腕の可動域制限
１．外傷

昨今、新型コロナウイルスの影響
による外出自粛が叫ばれています

（１）急性
Ａ． 他動的な可動域制限がある

が、会員の皆さんはいかがお過ごし

● 骨折・脱臼

でしょうか？

（平成 30 年 11 月号 Vol.133~31 年 4 月号 Vol.138 を参照）
Ｂ． 他動的な可動域制限がない〈 知覚異常なし 〉
● 腱損傷

「ステイホーム」といっても実際
に家の中だけで過ごすのはなかなか
耐え難いものです。
子どもたちも最初は喜んでいたものの、２か月以

【 腱板損傷 】
肩腱板は、肩峰と上腕骨頭間の隙間に存在している
ために、小さな外力でも損傷しやすく、幅広い世代に
見られる。

上も学校が休校になると、退屈な日々に飽きてきて
かなりストレスが溜まっているようです。
そこで、最近では人の密集に気を付けながら公園
に連れ出して運動をさせています。

【 上腕二頭筋長頭腱 】

そんな日々を過ごしている中、ニュースを見てい

① 上腕二頭筋長頭腱炎

て小池百合子東京都知事が会見の中で言った一言

上腕二頭筋長頭腱は、結節間溝で摩擦を受けやす

に、深く胸に突き刺さる思いをしました。
それは、学校の「９月入学・

く、腱周囲に炎症が生じ疼痛が発生する。

９月新学期論」の中で「大きく

②上腕二頭筋長頭腱断裂

物事を変える時には、大きな物

重量物を持ち上げる・引っ張るなどの動作で、強

事が起こっている時でないとな

度な力が加わり断裂する。

かなか変えることができない」

③上腕二頭筋長頭腱脱臼

という言葉でした。ニュースの

肩甲下筋・棘上筋などが損傷した際に、走行する

内容より、その一言が自分に言
い聞かされたような気がしてな

はずの結節間溝を乗り越えて脱臼する。

りませんでした。

【 腱板疎部損傷 】
肩関節の前上方に位置する棘上筋と肩甲下筋間のス
ペースを腱板疎部という。過度の使用で、この部の軟
部組織が損傷する。
腱板疎部損傷の炎症が周囲に波及したため癒着が
発生し、凍結肩となることがある。

なぁ」と思いながらも、法律的に規制も多く今のや
え忍ぶような雰囲気もありました。
しかも医療崩壊を食い止めようと日々奮闘してい
はというと「自院で使うマスクや消毒液が、あとど

腱板疎部の組織的破綻のために、腱板疎部が離開・

のくらいもつのかな？」とか「自院の患者さんから
感染者が出ませんように」などと祈るばかりで、自

弛緩し、肩関節の安定性が低下する。

分のことだけを考えることが精一杯でした。

● 運動神経障害

そんな時、あの言葉に「そのままでいいの？」と

【 肩甲上神経障害 】
頸部側面から出た肩甲上神経は頸部後方を通り肩甲
骨へ向かい、肩関節の挙上運動に関係する棘上筋・棘
下筋を支配している。神経が骨棘・ガングリオンなど
で圧迫を受けると麻痺のため肩関節の挙上不能が発生
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のままでは接骨院の業界も段々と厳しくなるだろう

る医療従事者に称賛の声が挙げられている中、自分

②不安定型

する。

普段から接骨院の業務を行いながら「この先、こ

り方をガラッと変えることもできずに、ただただ耐

①拘縮型
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言われているような気がして、少しずつではあるも
のの「自分たちはどうしていかなければならないの
か？」と考えるようになってきました。
今こそ業界全体で一丸となって考えなければなら
ないことがあるのかもしれません。そう思う今日こ
の頃です。

次回は小山支部です。お楽しみに。

流れる雲を追いかけて

支 部 だ よ り
小山支部
集えなくても、つながりを確認

あなたの夢は…？やり残したことは…？
そう聞かれると、人それぞれあると思いますが、
私は長期（数年間）の旅に出たかったのです。バッ
クパッカーや日本一周ツーリング etc.
これからでもできるかもしれませんが、現実問題
として仕事は？年老いた親の世話は？となります。
「You は何しに日本へ？」のように、夢に向かって
行動している人たちを観ると心躍ります。「好きなこ
とを好きなように追いかけて生きていける」そんな
日々に憧れます。

４月 12 日、ダイニング彩華にて、令和２年度春季
小山支部役員会（７人が参加）が開催された。。
始めに新人会員の福田浩章会員の紹介があり、次
に各部・委員の報告があった。
続いて元年度事業・会計報告があり、問題なく了
承された。
また、業務上での新型コロナウイルス感染症対策
について、支部会員から意見や要望が寄せられてい
るが、それらについても協議を行い、意見を集約し

もう少し若かっ

必要なことは当会執行部と緊密に連絡を取り、対応

たら…、違う仕事

していくこととした。

だったら…、長男

今回は新型コロナウイルス感染拡大防止対策によ

じゃなかったら…。

り、多人数で集まることができないために、春の総

す べ て 言 い 訳 で、
結局のところ行動力がなかったのだと。だから、そ
んな TV やビデオを見て仮想現実を楽しんでいます。
他人様が動画にアップする旅ツーリング、いつか
行きたいと思いながら数年の年月が過ぎ、やること

会は見送りとなり無念の想いであったが、新入会員
を含めて総勢 48 人の支部会員が一致団結してコロナ
禍を乗り切り、秋には収束し秋季支部総会ができる
ことを役員全員が祈念して散会とした。
通信員

は日帰りツーリング。それでも、ご近所さんに休み
のたびに「よく出かけてるね～」なんて言われたり。
しかし、そうじゃない、違う、『流れる雲を追いか
けて』をしたい。いつかできるのか、やはり行動力
がなく夢で終わるのか・・・。

高野会員（那須）が

公衆衛生事業功労者表彰

愛媛に住む同級生がたびたびソロツーリングで来

令和元年度の公衆衛生事業功労者

県します。いったい何時間バイク乗るの？その行動

表彰において、当会の高野康弘学術

力、体力、すべてが同級か？と感じ、あいつができ

部長が一般財団法人日本公衆衛生協

てなぜ俺にはできない。

会会長表彰を受賞されました。

「来たら四国を案内するよ、お遍路さんも数回した

菊池和則

これは、多年にわたり公衆衛生事

よ」と笑います。「今度はこちらから行くよ」と喉元

業に携わり、献身的かつ模範的な活動を続け、その

までで言葉を飲み込み、声に出ない。

功績が顕著である者を表彰する栄誉あるものです。

「片道どのくらい？」と尋ねると「日本海側を走っ

表彰式は２月 26 日、大手町サンケイプラザで開催

てくると景色もいいし楽しいよ。12 時間くらいかな

予定でしたが、残念ながら新型コロナウイルス感染

～休みながらだけど」と軽く笑顔で。ん～負けた…

防止のため中止となりました。

無理だ～。
これで数年間の旅に出る。流れる雲を追いかける。
笑っちゃうしかない戯言ですね。
どんなことでも、夢を追いかける人は素晴らしい。
行動する人は素晴らしい。
流れる雲を眺めてる俺でした。
広報部

藤田好美
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2020（令和２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２年５月１日現在
398名

６月

療養費支給申請書締切日

10日㈬

12日㈮ 20:00 理事会
15日㈪ 20:30 とちのき7月号編集会議［当会館］小森・植木・三上
16日㈫ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
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・髙橋・大木
22日㈪ 20:00 とちのき校正会議

小森・三上・大関

23日㈫ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

会員の異動状況報告
・小柔整82

赤星

〒329-0207

昌拡

小山スポーツ接骨院

小山市美しが丘１－18－14

☎0285-37-9430
・鹿柔整58

令和２年４月17日

山口

〒322-0015

誠二

入会

まこと接骨院

鹿沼市上石川1480

☎0289-76-2834

令和２年４月30日

退会

訃報

14:00 労災審査 ［当会館］
25日㈭ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
※６月７日の定例診察は中止となりました

鹿沼支部 溝口 忠 会員（67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

７月

10日㈮

施術所数
379院

療養費支給申請書締切日

12日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・舘・小林

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。
鹿沼支部
溝口 孝子

14日㈫ 20:30 とちのき8月号編集会議［当会館］小森・大関・小野塚
15日㈬ 20:00 理事会

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

18日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
19日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・滝田・直江・大木
20日㈪ 20:00 とちのき校正会議

小森・小野塚・加藤

21日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］

赤星

昌拡

①小山支部

22日㈬ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
28日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

まさひろ

②昭和63年２月13日

③小山スポーツ接骨院

④〒329-0207

小山市美しが丘１-18-14

⑤0285-37-9430

⑥呉竹医療専門学校(平成27年度卒業)
⑦令和２年４月17日

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

あかほし

⑧サッカー

⑨頑張ります。
よろしくお願いします。

編 集 後 記
塩谷支部

舩橋 仁和

巣ごもりの名残となった太鼓腹
運勢の余韻に浸る終い風呂
飲まぬのもストレス
飲むのもストレス

新型コロナウイルスの新規感染者が少しずつ減ってきま
した。希望の光が一筋だけ見えてきたかな？
そこで一句
「おいコロナ

そろそろ消えても

いいコロナ」

なんちって！

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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