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是非の初心忘れ ず 、 正 し き 野 心 を も つ
公益社団法人栃木県柔道整復師会

会長

田 代 富 夫

私は、34年前に当会の

今回、私が会長に就任するにあたり、片岡前会長から

監事に当選して以来、何

「ワンマンにならないよう注意してください」とアドバ

らかの形で会の運営に携

イスをいただきました。

わってきました。当時の

私はそのとき、かつて片岡先生が会長に就任して間も

私の心には、「私のよう

ない頃「会長になった途端、みんなから『会長、会長』

な若輩者に、一票を投じ

と煽てられるし、自分自身が気を付けないと高慢になっ

てくれた多くの会員を裏

てワンマンになりかねないね」と常々自らを戒めていた

切るようなことをしては

姿を思い出しました。

いけない」という使命感

片岡先生は、この６年間それを貫かれました。それ

がありました。その思いは今も変わらず持ち続けてい

は、共に働いたすべての理事が感じていることだと思い

ます。

ます。

当初、私は立候補すべきかどうか悩み、尊敬する方に

私も、前会長からいただいた言葉とその初心を忘れる

相談しました。その方は私にこう尋ねました。「あなた

ことなく、会長としての任を果たしていきたいと決意し

には野心がありますか？」

ております。

私は「野心」という言葉には、自分の欲望を満たそう

幸いなことに、いま共に働いてくれている理事の方々

とする気持ちという悪いイメージがあったので、純粋な

は、一人ひとりが自分の職務を真摯に、しかも、いかに

気持ちで「いいえ」と答えました。でもその方はこう

より良いものにするかを真剣に考えて働いてくれている

続けました。「野心は悪いことではないと思います。正

方々ばかりです。私自身、このような方々と働けること

しい野心は人を向上させ、周りの人も成長させるからで

に誇りさえ感じますし、感謝の気持ちでいっぱいです。
また、会の執行は各部員や委員の方々の献身的な働き

す」と。
果たして正しい野心などあるのだろうか？

があってこそ成り立っています。この場をお借りして心

そのとき私の頭に浮かんだのは「ambitious ＝野心」

から御礼申し上げます。そして、役員の執行を常に笑顔

という単語でした。そして ambitious といえば「Boys,

で丁寧に支えてくれている事務局の皆さんにも感謝いた

be ambitious」というクラーク博士の言葉です。でもこ

します。

の訳は、ご存じのように野心ではなく「大志」です。もし、

新役員一同、これからも会員の皆さまにとって、何が

その時「あなたには大志（または ambitious）がありま

良い選択となるのかを常に考えながら、将来を見据えた

すか？」と聞かれていたら、すぐに「はい」と答えたと

執行に努めていきたいと考えておりますので、何卒ご支

思います。

援をよろしくお願い申し上げます。
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令 和 ３ 年 度 新 役 員 あ い さ つ
が、私たちを取り巻く厳しい状況下にあって、少しでも

会員のため、重責を担う

会員の役に立つことができるのであればと思い、引き受

副会長兼経理部長

半田光男

けさせていただきました。

このたびの理事選挙では、多く

幸い優秀な理事と事務員が揃っておりますので、助力

の会員の皆さまにご支援いただ

をいただきながら能率的かつ効率的な会務の執行を目指

き、深く感謝申し上げます。

し、会員の皆さまの有益になるよう尽力したいと思って

３期６年間、会の経理部長とし

います。

て、常に公益法人会計のコンプラ

まだまだ不慣れで、会員の皆さまには行き届かないこ

イアンスを第一に務めてまいりま

とがあるかもしれませんが、精一杯努めてまいりますの

した。

で、ご指導ご鞭撻とともに、ご協力を切にお願い申し上

就任当初は政治連盟会計、互助会会計などに歪みが生

げまして就任のごあいさつとさせていただきます。

じていましたが、会員の皆さまのご理解のもと、安定し
た政治連盟会計、互助会会計に是正することができまし
た。

情報社会にスピーディに対応
介護保険部長

また、昨年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響

このたびの理事選においては、

により、多くの会員の収入が減少しました。それに伴い

多くの会員の皆さまにご支援して

公益法人会計についても大変厳しい時代になってきたこ

いただき、当選することができま

とを痛切に感じております。無駄を省き、節約に努め、

した。この紙面をお借りして、心

しっかりと会の運営を行ってまいりたいと存じます。

より厚く御礼申し上げます。あり

今年度から副会長兼経理部長となり、今まで以上に会

がとうございました。

の運営責任を重く受け止めております。田代新会長のも
と、理事一同協力して会の運営に努めてまいります。会
員の声を聴き、会員の目線で考え、全ての会員に公平に
情報を伝えていきたいと考えております。
今後とも皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げま
す。

私は田代新会長のもと、介護保
険部長を担わせていただくことになりました。まだまだ
勉強不足なところもあり、戸惑いもあります。
現在、地域包括ケアシステムへの参入は、各自治体に
よってバラつきがあり、停滞しているのが現状です。私
たち柔道整復師の認知度はいま一つ低く、業務内容にお
いても理解されていない部分があります。

無駄を省き、成果出す会務を
総務部長

さまざまな課題がありますが、積極的に各自治体との
石井士朗

交渉や関りを持ち、他職種の方との連携、一般の方々へ

このたび、総務部長に就任いた

の更なるアピールをしていかなければならないと思って

しました石井士朗です。

います。

これまでの４年間、介護保険部

また、多様化する情報社会において、常日頃から有益

長を務め、会員の皆さまの増収に

な情報に耳を傾け、スピード感を持って対応していきた

少しでもつながればと活動してき

いと思います。

ましたが、なかなか成果に結びつ

会員の皆さまにご迷惑をかけることのないよう、真摯

かず申し訳なく思っています。し

に取り組み、微力ながらお役に立てるよう努めてまいり

かしながら、これまで集積したものを新任の鈴木忠夫部

たいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろし

長に引き継いでいただき、今後の大きな成果につなげて

くお願い申し上げます。

いただければ幸甚です。
さて、総務部長を受諾するまでには随分と悩みました

02

鈴木忠夫

Aug. 2021

美しき

吾が妻は

権現様

吾妻 山 ～ ハ イ キ ン グ
副会長

4

4

江原義明

4

コロナ禍が長く続く中、巣ごもり生活がすっかり板に

すが、ペースが速すぎるとへたるのが早くなるので、60

つき、運動不足になっていわゆる「コロナ太り」に陥っ

代なりのペースを刻みながら進みます。登山口まで来る

ている方も少なくないのではないかと思います。そうい

とそこからは突然急な岩場が出現し、軽い気持ちで来た

う私も例に漏れず、この一年お腹だけはせり出してきま

方には大きな壁となります。

した。
遠出を控え、３密を避け、かつ運動不足解消という命
題を達成するにはウォーキングが最適と考え、さらに女
房孝行もするという “ 親密 ” にも務めながら、渡良瀬の
土手・運動競技場や比較的大きな公園をあちこち歩いて
みました。
歩くことによって新たな気づきもありますが、道は平
坦なため、経験豊富な熟年夫婦には刺激が少なく飽きて
きてしまいました。
そこで今年に入ってから、

一休みしてから、先頭は半田副会長に変わりペースを

車で 20 ～ 30 分程度で現地に

作ってもらいました。ほとんどが岩場で階段状に上りや

行けて、往復２時間程度で登

すくなっているところもありますが、不規則な高さの階

下山でき、しかも小学生のこ

段が続くと足への負荷は大きくなり、疲れはより増して

ろ登った近くの山のような危

きます。途中、中学生の集団や健脚の人たちに追い付か

険度の低い山はないかと探し

れると先に行ってもらい、休息を取りながら尾根まで登

たところ、登りに約１時間、

り、尾根伝いに頂上までたどり着きました。

下りは 30 分程度の行程の山
を探し当てました。

あずまやま

桐生市の「吾 妻山」です。
岩場がそれなりにあり、また
階段状になっている場所や比較的緩やかな斜面ありで、
現在の夫婦の力量では十二分の手ごたえのある山です。
この山は基本的には岩山のようですが、樹木の茂って
いるエリアでは冬・春・初夏の季節の移ろいを体感でき
る趣のある山です。
そんな岩山が一面の新緑に映えるころ、私が吾妻山の

この日の山頂からの展望は、残念ながら靄がかかり芳
しいものではありませんでしたが、桐生の町が一望でき
ました。時間が早かったので、もう少し足を延ばそうと
めやま

隣接している女山まで往復しました。
下山になると水を得た魚のように足取りも軽く、休ま
ずに駐車場まで到着。往復の時間は２時間 40 分程度で
した。
群馬百名山に数えられる吾妻山は市街地の外れにあ
り、駅近の山としても雑誌に載っているそうです。登山
者には、３～４歳くらいの幼児から 80 歳前後の年配者

ことをよく話題に出すものですから、山のスペシャリス

までいて、市民の憩いの場所になっている感があります。

トである半田副会長と、その付添人である塚原保険部長

コロナ禍の運動不足解消とともに美しい自然に親し

が一緒に登ろうと話がまとまり、遠路足を運んでもらい

み、そしてマナーを守りながら、近くて手頃な山へのハ

ました。

イキングはうってつけではないでしょうか。

駐車場から吾妻山登山口までは緩やかな山道が続きま
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柔道整 復を愛する

を考えていきます。 その日その日で話の内容がよく変

漢 たち・貴 妃たち

このような患者さんへの対応は、細やかな心配りと忍

おとこ

お ん な

学術部のボジティブ癒し系マドンナ
大 芦 昌 代

先生

わってくるので、漏れなく聞くようにしています」と語る。
耐が必要で、忙しい時にはなかなか難しい。女性ならで
はの繊細さがなせる業なのか。
２．施術所内の自慢
大切な二人の存在があり、素敵な自慢話をしてくれた。
「花が好きな母に、花壇や鉢植えを常に手入れしても

今回は学術部の紅一点、おっとり口調で時々辛辣な
セグロン（旧姓から）こと大芦昌代先生を紹介する。

らっているので、接骨院がいつもきれいな花に囲まれて
います。また、夫が同い年で同郷の柔道整復師なので、

元佐野支部長の背黒満先生のご息女である大芦先生

仕事に関しては常に相談し、協力しあいながら施術に臨

は、柔道整復師という仕事に憧れを抱き、大学在学中

むことができますし、地域の話題に関しても互いに困る

に東京柔道整復専門学校の門をたたき柔道整復師の途

ことがありません」

を歩み始めた。東京の接骨院で研修後、平成 17 年に佐
野市で昌代接骨院を開業した。

少々補足しよう。
大芦先生は開業後に

専門学校入学時から自分の接骨院を開業することが

結婚されている。結

目標だったため、背黒接骨院は継がずに別の場所で開

婚後、屋号を変える

業したそうだ。

ことを旦那様に相談
したところ、そのま
まで良いとの結論に
達した。なんと心が
広く優しい旦那様だろう。いやいや、やはり家庭での決
定権は…。
３．座右の銘
「人間万事塞翁が馬」「人生楽ありゃ苦もあるさ」の言

女性の名前を屋号にしたように、「女性にしかできな
い柔道整復術・女性だからこそできる接骨院経営」を

葉を常に心に持っているそうだ。
「新型コロナウイルス感染症のこともそうなのですが、

目指した。女性であることをアドバンテージと捉えて

人生は何が起こるかわかりません。良いことも悪いこと

の経営戦略で、昌代接骨院は多くの女性患者に支持さ

も予測できないことが起こるので、一喜一憂せず動じな

れている。

いように心がけています」と性根が据わっている。

女性の評価は男性のそれよりも厳しいが、一度そこ
が良いと思ったら浮気はしない。また、家庭においては、
ほとんどの決定権と財布の紐は奥方が握っていること
からも、女性からの支持は最強だ。

４．印象に残っている仕事上でのできごと
以前、大芦先生が書いた学術論文の題材となったご子
息の骨折。これは初期診断のミスを軸に考察を加えてい
るが、この件が一番の印象深いことだそうだ。

１．仕事上のモットー
そんな最強支持者たちへの対応はどうしているのか
尋ねてみた。
「患者さんの全体をみて、話をよく聞くことです。ま

04

「自分の子供ということもあって、少し甘く見ていた
かもしれない」と振り返るが、学術論文に自分のミスを
書くというのは度胸のいることだ。
自分に自信がなければ書けないことで、ミスを検証す

た、話しやすい雰囲気を作ることに気を配っています。

ることで技術は飛躍する。この前向きさは尊敬・称賛に

話をしていく中で、その患者さんの痛みや精神状態、

値する。なぜなら、医学には失敗はつきもので、これを

その他さまざまな情報を受け取り、アプローチの仕方

検証しなければ医学の進歩はないからだ。

Aug. 2021

５．将来への展望・柔道整復師会への要望
「団塊の世代が高齢化し、人生百年時代とも言われる
ようになりました。今後、さらに高齢化が進むこの時代
に、私たちに何が求められ、何ができるのかは常に考え
るようにしています。社会の需要に対して、きちんと応

当会開催の保険講習会で取り上げられ

えることができるように準備しておく必要を感じます。

た、審査会における「傾向審査」とはどの

それから、女性会員が増えてくれるといいなと思います」

ようなものなのでしょうか？
各施術所における申請書に請求の偏りや、不自
然な傾向などが見られないかを審査しています。
柔道整復療養費審査会では以下のような項目の審査を
しています。
◦記載事項や書式・算定項目の不備などの「形式審査」
◦支給対象の傷病名や近接部位などに関する「内容審査」
◦同一施術所における施術傾向や同一患者の通算受療期
間の傾向などの「傾向審査」
上記の３項目についての審査を組み合わせて行うこと

大芦先生の話を聞いていると、先生の前向きな生き方
と、女性の持つ素晴らしい能力を感じる。
女性が常に現状を分析し、対策を考えておき、他人と
コミュニケーションをうまくとり合うこの姿勢は、太古
の時代に狩りで男性が何日も留守にしている間、女性た
ちだけでコミュニティを守る行動の名残なのだそうだ。
患者さんの表情や言葉などからも微妙な変化を感じ取
れるこの能力は、柔整師にはうってつけの能力だろう。

とされています。
今までは、３部位以上の請求（いわゆる多部位請求）
や長期や長期頻回の傾向を重視していましたが、最近で
はこのような審査項目から逃れるため２部位で３か月ま
での施術で請求しているケースが目立つようになってい
ます。
＊ほぼ全ての申請書が３か月未満（長期施術の理由記載
がない）で２部位での請求である。
＊一つの関節の捻挫とその近傍（近接にはならない部位）

現在、帝京大学の柔道整復学科にも多くの女子学生が

の挫傷（例：右手関節捻挫＋右前腕部挫傷（上））の

いるが、なかなか女性会員の増加につながらない。原因

組み合わせの算定や、特定の負傷名の組み合わせ（頸

はさまざまなのだろうが、大芦先生を見ていると、女性

部捻挫＋どちらか一方の肩関節捻挫等）が非常に多い。

の柔道整復師を埋もれさせておくのは業界にとって大き

など、負傷原因の記載が不要であるため、一枚一枚は自

な損失だと感じる。

然に見えるものの、１施術所ごとにまとめて審査した場

女性の柔道整復師が当会へ入会し、開業しやすい方策
を作ることを会に望む。
学術部

野澤哲男

第26回栃柔整チャリティーコンペのご案内
期

日

令和３年10月31日（日）

会

場

皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース
鹿沼市酒野谷1240 ☎0289-64-5181

20組

日整および関東ブロックゴルフ大会の選手選考会を兼
ねております。
案内はとちのき８月号に同封いたします。
ご友人や患者さんもお誘い合わせの上、お申込みをお
待ちしております。
※新型コロナウイルス感染状況により中止の場合はご連
絡いたします。

合に極めて不自然に感じる申請が見られます。
このような施術所に対しては「注意喚起文書」を発送
したり、患者調査を重点的に行い、数か月間にわたり傾
向を見ていきます。
その結果、明らかに不自然な申請が続く場合には「面
接確認委員会」により面接確認を行い、事情を伺うこと
となり、その結果によっては地方厚生局へ情報提供を行
うなどの措置をとります。
審査会ではありませんが、当会で行う「予備点検」で
も傾向の把握に努め、会員の申請書が疑義を持たれない
よう、気づいた点をお知らせすることがありますのでご
理解ください。
予診票・日計表・受付簿・領収書の写しなどの必要書
類をきちんと整備しておき、疑義に対し正当性を主張で
きるようにしておきましょう。
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 とくに背骨および骨盤を中心に、全身の腱や靱帯に
原因不明の炎症が起こり、長い年月の中で「強直」し
て運動制限が生じる病気である。

Vol.165
主訴探傷～主訴からの診察～

 初期には背骨や骨盤の関節に付着する腱・靭帯が炎

❖腰椎の可動域制限

まう。

１．脊椎不橈性：腰のたわみの欠如

 欧米では 10 万人当たり 100 ～ 200 人程度、日本で

症を起こすが、進行するとその腱・靭帯に石灰が沈着
して骨のように硬くなり、背骨が曲がらなくなってし

は少なく、10 万人当たり６～ 40 人程度と考えられて

（１）疼痛性疾患
 急性腰痛症、椎間板症、椎間板ヘルニア、脊柱管

いる。

狭窄症、腰椎分離症、すべり症、など

 この病気は若い男性に多く（男女比８：１程度）、
９割は 40 歳までに発症する

２．構築学的原因による
（１）先天性形態異常

（４）外傷後

【癒合椎】

【骨折後塊椎形成】

 ２個あるいはそれ以上の椎体が、生まれつき部分

 骨折部の仮骨隆起によって椎間関節部の狭小化や脊

的に、または完全に癒合している状態。可動制限あ

椎部の変形が起こり、腰椎の可動域を制限することが

り。

ある。
【脊椎固定術後】

（２）骨化増生によるもの
【強直性脊椎骨増殖症】

 脊柱管狭窄症・分離症・腰椎すべり症・腰椎変性す

 前縦靱帯骨化による脊椎強直をきたす疾患。後縦

べり症・椎間板ヘルニアなどに対し、上下の椎骨にプ

靱帯、黄色靭帯や脊椎以外の靱帯の骨化を合併する

レートやスクリュー、ロッド、スペーサーといった器

ことがある。原因は不明。

具を使用して脊椎を固定させる手術方法。

 ビタミン A の代謝障害、カルシウム代謝関連異常、

 椎骨を固定することによって、体の使い方が制限さ

肥満、糖代謝異常、ホルモン代謝異常が靭帯骨化に

れてしまうため、腰を曲げたり捻ったりする動作は困

影響あり。高齢男性に多い。

難となる。
学術部

（３）炎症性

髙橋秀典

【強直性脊椎炎】

オトコは手ブラが好きなのさ
昭和のお父さんが出かけるときは常に「手ぶら」だっ

スーツ姿にリュックを背負った通勤風景も今ではすっ

た。ポケットには財布とタバコぐらい。中には財布も持た

かりお馴染みになった。両手が自由になるので、自転車

ず、ポケットに札と小銭を直入れの人もいた。

通勤もOK。営業にも行けるビジネス用リュックまであ

誰もがケータイを持ち歩く令和の
時代になると、斜め掛けなどのショル

いつの時代も、男は手が自由になる「手ぶら」にこだわ

ダーバッグやリュックを背負う男性が

る。男がバッグを持ち歩くようになっても、女性との決定

増えた。

的な違いはハンドバッグやトートバッグは使わない。脳科

おじさんのバッグの中にはガラケー

学的に言えば、両手を自由にしておくのは、危険を回避し

に加えて、ハンカチ・ティッシュ・定期券・筆記用具・老眼

たり闘うための本能だということだ。そして、いざという

鏡に常備薬、若者はペットボトル・スマホ用イヤホン、時代

時に愛する女性を守るため「手ぶら」が必要だというやさ

を反映してスキンケア用品や目薬・除菌スプレー、最近で

しい生き物なのだ。

は任天堂Switchとエコバッグを忍ばせている。

06

る。田代会長も最近、このタイプに変えたようだ。
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不識院後光守

12℃で

つよし
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GIVING PROJECT
～今年は野菜を育てています～
一 昨 年 より世 界 中 に 広 がっ
た 新 型 コロ ナ ウイルス 感 染 症
（COVID-19）の勢いは、いまだ終
息する兆しすらみえず、人々の生
活スタイルも一変しました。
当院は格闘技ジム・筋トレ施設に併設しており、昨年
の４月に格闘技ジムに休業要請が出されました。
その折に「人々に何が必要か？」を考えていく中
で、建物の大家さんと一緒に手作りのマスクを作り、

手のひらを～
冷やしてみ～れば～♪

数年前に受けたセミナーで、NBA（北米プロバスケッ
トボールリーグ）の選手は、試合のときにベンチへ戻る
と、足の裏を冷やして深部体温を下げていると聞いたこ
とがある。
なるほどと思ったものの、では「どうやって、どれく
らい冷やせばいいのか」までは明確に説明されなかった。
悶々としたまま時は流れたが、ついに昨年６月、某メー
カーより発売された「コアクーラー」によって、その憂
いの日々から解放された。
「待ってました！」とばかりに使ってみた…と、使用
感を伝える前にちょっとうんちくを。
人の皮膚血管には、四肢末梢部や顔面等にのみ存在す

那須塩原市役所、市民をはじめ、必要な方に無料（寄

る動静脈吻合血管（AVA）がある。この AVA 血管を冷

付金 BOX 設置）で 3,000 枚ほど配布しました。こ

やすことで、血液の温度が下がり、さらに体の中心部の

の活動が全国に広がり「GIVING PROJECT」という

温度である深部体温が下がる。

名称で現在も活動しています。
やがてマスクも店頭で販売されるようになり、次
に人々が必要とするものは何だろうか？と考えた時
に「食」で苦しんでいる方は必ずいるはずだという
結論に達しました。
GIVING GREEN
PROJECT（GGP） と
題し、地域の交流が
減 っ て い く 現 代 で、

氷や保冷剤等を使用すると冷えすぎてしまい血管が収
縮し逆効果になってしまう。首や腋下の太い血管を冷や
しても同様。適度な温度で脳から離れた部分を冷やすこ
とが効果的だそうだ。
その適温が 12℃。この温度をキープできるよう作ら
れたのがこの商品のポイント。
では、肝心の使用感は？
いつもは昼にノルディックウォーキングで汗を流して

一人暮らしの高齢

いた私。最近ではコロナの影響や暑さに負け、室内で筋

者、大学生、仕事を

トレや有酸素運動を行うようになったが、それでも汗だ

失った方などに対し

くで、シャワーを浴びるも汗はなかなか引いてくれない。

て「どうやって地域の人々に目を向け、食の支援を

ところが、これを両手に着けて 20 分ほどおとなしく

していくか」ということが今回のキーポイントでし

していると、滝のように流れていた汗が引いていくでは

た。

ないか。

プランターを 100 個購入し、きゅうり・ゴーヤ・
パプリカ・ピーマン・オクラ・なす・トマト・かぼ
ちゃ・明日葉・ミント・モロヘイヤ・シシトウ・世
界各国の唐辛子などを植えて、スタッフ、ジム会員、
患者さんと一緒に育てています。
できた野菜は、支援を必要とする人たちが、その
日に使う分だけプランターから無料で持っていける
ようになっています。幸い協力者、賛同してくれる
店舗や会社様も多く嬉しい限りです。
コロナ禍ではありますが、地域に根付いた活動や
人が人を思いやれるような世の中になるように自分
のできることやっていきたいと思います。
次回は宇都宮支部にバトンタッチです。

翌日、同じように運動し、今度はシャワーのみで過ご
してみると、これまたびっくり、汗だらだら。
説明書には「運動前のプレクーリングでは、運動開始
前 30 分冷やすことで深部体温の上昇を抑制。運動中の
クーリングでは、交互に着けることで深部体温の上昇を
抑制。そして運動後のアフタークーリングで、身体の負
担をリカバリー」と書かれている。
冷たすぎず、運動後の体の火照りもなく、とても良い
使用感だった。
暑い日差しの中で運動したり、趣味にいそしむ人には、
ぜひこれを使って熱中症を予防しつつ、人生を楽しんで
いただきたい。

広報部

丸山佳洋
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2021（令和３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

８月

会員数
令和３年７月１日現在
会員数
［内訳］会員
研修柔道整復師

１日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・岡本・大木
療養費支給申請書締切日

10日㈫

12日㈭ 20:00 理事会（支部長参加）
17日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
20:00 とちのき９月号編集会議

小森・丸山・三上

20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
22日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・鈴木勝・小林
23日㈪ 20:00 とちのき校正会議

小森・三上・植木

25日㈬ 10:00 協会けんぽ審査会 ［パルティ］
10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
29日㈰ 9:00 栃木県・佐野市防災訓練 ［田沼グリーンスポーツセンター］
31日㈫ 20:00 IT委員会

小森・植木

９月

県公衆衛生学会 ［栃木県総合文化センター］

１日㈬

５日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・滝田・鈴木強・小林
療養費支給申請書締切日

10日㈮

13日㈪ 20:00 とちのき10月号編集会議

小森・植木・藤田

14日㈫ 20:00 理事会
16日㈭ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長

施術所数

393名
389名
4名

369院

会員の異動状況報告
・小柔整83 渡邊 浩人 たかしま整骨院
〒323-0824 小山市雨ヶ谷新田49-７
☎0285-37-9969 令和３年６月１日 入会
・小柔整68 髙嶋 大樹 たかしま整骨院
〒323-0824 小山市雨ヶ谷新田49-７
☎0285-37-9969 令和３年６月１日 退会
・小柔整68 髙嶋 大樹→小柔整83 渡邊 浩人
たかしま整骨院 〒323-0824
小山市雨ヶ谷新田49-７
☎0285-37-9969 令和３年６月１日 院主変更
研修柔道整復師

・那柔整84 神長 大貴 田代接骨院
〒321-0526 那須烏山市田野倉371-１
☎0287-88-2212 令和３年６月16日 入会
・那柔整85 松下 侑介 田代接骨院
〒321-0526 那須烏山市田野倉371-１
☎0287-88-2212 令和３年６月16日 入会

訃報
宇都宮支部 簗瀬 豊 会員のご母堂様（絹子
96歳）がご逝去されました。
塩谷支部 坂下 茂 会員のご尊父様（才信様
83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。
様

19日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・星野・大木

ご会葬御礼

21日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］

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。
宇都宮支部 簗瀬 豊
塩 谷 支 部 坂下 茂

20:00 とちのき校正会議

小森・藤田・小野塚

24日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［パルティ］
10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
28日㈫ 20:00 IT委員会

編 集 後 記

小森・舩山

（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

自称なら俺もロマンチストだな
平坦な道ほど潜む落し穴

うぬぼ

自惚れているな空気を読めてない

今年、柔道整復師の資格を取得した次女と、4 月から一
緒に仕事をしている。
日頃、家庭内で醜態を晒していることもあって、仕事と
プライベートの切り替えがとても難しい…。
ただ、若い世代の柔整師たちには「柔道整復師としてど
うあるべきか」を、自問自答しながらも伝えていきたい。
父親としての立派な後姿は…諦めています。
よっしー

当会館お盆休み（8/13午後・8/16午後）のお知らせ
緊急の場合は石井総務部長 070-4392-0 239
または、事 務 局 鷹 箸 080-3443-5 109
までご連絡ください。

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㈱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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