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巻 頭 言

                      会長 齊藤 曠

迎 春

会員の皆様、明けましておめでとうございます。

昨年中は、会運営に対しまして多大なるご指導・ご協力をいただき誠にありがとうご

ざいました。役員、事務職員一同深く感謝申し上げます。

今年も、昨年同様ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年暮れ衆議院選挙が行われ自民党が大勝し政権に返り咲きました。安倍内閣

は消費者物価上昇率２%目標を打ち出しております。デフレ脱却ということで少しでも日

本経済がよくなることを期待するものであります。

何れにせよ、どの業団も政治によっては非常に大きく左右されます。我々の業界も政

治連盟がありますが、いかなる場合も議員の先生の力を借りなければ伸展しない問題が

山積しております。どうか、その点をご理解の上、全鍼の政治連盟入会と、当千葉県の

自民党職域支部に入党下さいますようお願いします。

皆様は、年頭に当たり何か夢とか目標を立てておりますか？

今年こそ・・・ 今年は・・・

私は、暮れから年明けにかけて１年を振り返り反省し、また、新年を迎えるに当たり

いくつかの目標を立てます。それに一歩でも近づけるよう努力を積み重ねておりますが

なかなか思うようにはいきません。その反省と目標を仲間同士で語り合うことが大切で

はないでしょうか。

皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
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新年の挨拶

旭支部代表 石橋和彦

-------------------------------------------------------------------
会員の皆様あけましておめでとうございます。

僕は、総会の副議長をさせていただいておりますので、より多

くの会員さんに総会にご出席いただき、いろいろなご意見を伺

えればと思います。

私個人は非力ではありますが、本会のためにお役に立てるように努力したいと思いま

す。本年もよろしくお願いいたします。

夷隅支部代表 元吉正幸

-------------------------------------------------------------------
毎年新年になると今年は患者さんのカルテを詳細に取ろうと

思うが、振り返るとそんなに記録していなく、今年は本当に心

がけようと思う。

臨床推論に検査法などは必要だが、当会主催の県民講座でお

話しいただいた千葉大学付属病院総合診療科 生坂政臣先生の

病歴聴取で病気の９割は診断できるということを、今年は常に考え鍼灸マッサージ治療

に専念していく決意があります。

最近、私は「アスリートの魂」を持ち、鍼灸マッサージのプロとしての誇りを持ち生

きていく、今ここの自分を大切にしている。スポーツ選手がオリンピックを目指すよう

に、私も努力する決意があります。スポーツの一流選手は競技で悔しい思いもするが、

それをバネに飛躍する、新たな自分を楽しんで、いきいきと人生を楽しく悔いなく生き

ているのです。

最近私は「臨床」ということよりも「臨地」ということに使命感のようなものを感じ

ています。精神科医のバリントは「医師が薬」というように医師の人格そのものが患者

のためになるような、地域医療の中でそんな存在となる決意があります。そして良く寝

て食事と酒を楽しみ、鍼灸マッサージの学術の１年後の発展の創作意欲を欠かさずに、

今ここの行動実践をとり逃がさずに、今年をスタートします。

どうか会員の皆さん「アスリートの魂で」一緒に頑張り、最高に楽しみましょう。

そんな力が「維新」となるのです。



千葉県鍼灸マッサージ師会会報 2013 年新年号

市川支部代表 冨森猛

-------------------------------------------------------------------
新年あけましておめでとうございます。市川支部の代表を務

めさせて頂いております冨森と申します。市川支部は市川市及

び浦安市の会員で構成されており、正式名称は「市川市鍼灸マ

ッサージ師会（来年度より市川浦安鍼灸マッサージ師会に名称

変更予定）」で、発足以来 70 年の歴史を誇ります。

主な事業としては毎月第 4 金曜日に市川市の保健センターでおこなっている鍼灸マッ

サージ相談窓口事業、市川市と委託契約を結んで毎週水曜日に「老人保健施設ゆうゆう」

にて入居者の方々を対象におこなっている鍼灸マッサージ施術事業、毎年 9 月に敬老の

日を祝しておこなっている無料鍼灸マッサージ施術事業などです。

また地域の警察署、保健所とも密に連携を取り「無免許マッサージ業者」に対する対

策強化を図っております。

今年の支部の課題としては減少傾向にある会員数を増やすこと、ホームページの充実、

浦安地域の活動強化、鍼灸マッサージ助成券の確保のための努力などがあります。特に

助成券の縮小・削減の動きは深刻ですので、鍼灸マッサージの病気の予防効果、医療費

削減効果をデータとしてきちんとしたものをまとめ、助成券事業の必要性を行政と市民

にアピールしていきたいと考えております。

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

                             香取支部代表 越川和夫

-------------------------------------------------------------------
『出ない杭は腐る』 五木寛之の名言です。

香取地域の現状は出る状況ではありません。今、ここ、で大

事な事は水面下の充実と思います。活発な動的地域活動も重要

ですが、大局を見据えた、今、ここ、にマッチした静的活動も

重要と思います。ここで浮かぶのが、出ない杭は腐るという五木寛之の名言です。

私は、今、認知症に対する鍼灸マッサージの研究を進めています。少子高齢化の今、

確実に増加するのが認知症だからです。物忘れ自体は加齢による自然な現象です。問題

は、徘徊や異食などの問題行動と思います。認知症自体は治せなくても、問題行動は鍼

灸マッサージで改善可能と思います。

この認知症研究が一段落したら、認知症の問題行動予防を核に、介護予防、糖尿病や

高血圧などの成人病予防を目的とした予防助成券運動を考えています。

今、出ても、出る杭は打たれるのが香取地域の現状ですので、出ない杭は腐る、との

五木寛之の名言を肝に銘じながら、今、ここ、で頑張りたいと思います。

  皆様の御指導・御鞭撻をお願い申し上げます。いつも、ありがとうございます。
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木更津支部代表 鈴木正司

-------------------------------------------------------------------
木更津の地区長を勤めている鈴木正司と申します。平成 3年

に入会して今年で 22年目を迎えます。

当地域を東京湾沿岸のほぼ中央に位置している４市会員 21名

で組織されています。この地方の主産業が農水産業の頃は、時の

流れも生活もゆっくりでした。

その後化学・製鉄・火力発電等の大企業の進出で生活が一変しました。待望のアクア

ラインの開通により買い物客が東京や横浜へ流れ、木更津の商店街がシャッター通りに

なりました。

そして昨年の秋から広大なアウトレット・大型スーパー・ホームセンターが開業しま

したが、今後どのような動きになりますか！

このように社会の働きが激しくて着いて行くのも大変ですが、立ち止まっても居られ

ません。

先人の会設立の思い

  ①会員の生活と資質の向上に努める。

  ②市民への社会貢献と健康の増進に寄与する。

この精神に沿って会の発展に努めていきます。地域会員や県師会の役員の方々、各地

域の皆さんのご支援・ご協力を賜りたく存じます。よろしくお願い申し上げます。

佐倉支部代表 日向正彦

-------------------------------------------------------------------
新年あけましておめでとうございます。

今まで人に読んでもらうような文章を書いたことのない私です

が、折角の機会なので、私なりに考えた 8月 9日の有効活用につ

いて書かせて頂きます。

私達が日々臨床の中で感じている効果のある鍼灸マッサージを、痛そう・熱そう・高

そうなどの理由から、敬遠している人はとても多く、現在各支部単位、各県単位でしか

行なっていない 8 月 9 日のイベントを、鍼灸マッサージに関わる全ての団体、又は全鍼

師会、又は千葉県師会で、各新聞紙に体験談として、オリンピックのメダリスト・賢そ

うな主婦タレント・その子供など、3人程度、各々運動器疾患・自律神経症状・子供のア

トピー等で掲載し、毎年これらの著名人と病名を変えて掲載していけば、かなりのピー

アールになると思います。

同時に、国家資格取得者である・賠償責任保険に加入している・医療費控除の対象に

なる・交通事故を取り扱えるなども掲載してはいかがでしょうか。

各会員の新患が、このような会の活動によって増えれば、みんな万々歳です。

新年早々、酔っぱらいの提案でした。
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匝瑳支部代表 宮本保彦

-------------------------------------------------------------------
会員の皆様新年明けましておめでとう御座います。

匝瑳鍼灸マッサージ師会は、周辺を含めても人口わずか６〜７

万人の地域に昭和 20年代には 30人を超える会員があったようで

すが、新規加入の会員が殆ど無い上に高齢化に伴って、病になっ

たり亡くなったりするもの、更には無免許・無国家資格者の増加

と横行で営業不振に陥って脱会する者などが相次いで、現在の会員は僅か数人になって

しまいました。

無免許・無国家資格者の激増と横行は、職業選択の自由が殆ど無い我々視覚障害者に

とっては特に深刻、切実で、まさに死活問題です。

これまで無免許・無国家資格者対策にはあまり有効な策がありませんでしたが、昨年

市川鍼灸マッサージ師会の冨森先生の根気よく粘り強い努力のお陰で NTT 電話帳のあん

まマッサージの項から無免許無資格業者を排除することができるようになり、また銚子

鍼灸マッサージ師会の働きで有国家資格者を証明する看板、ステッカーも作られ、多少

歯止め効果が期待できます。しかし根本的に解決するためには「あはき法」の改正が最

善ではないかと思います。

長年に渡って争われてきた無免許・無資格者裁判が職業選択の自由を保障した憲法第

２２条を理由に、最高裁から仙台高裁への差し戻しになった事が今日のような状況を生

んだ最大の要因ではないかと思います。

有国家資格者が法律によって自由な行動を規制されている一方で、無免許・無国家資

格者が何ら規制されることも無く自由にやりたい放題なのは不公平、不公正、理不尽で、

経済的、社会的関係において差別されていることになり、法の下での平等を定めた憲法

第 14条に違反することになるのではないかと思います。

さまざまな法律や制度は社会の秩序が乱れるのを防ぎ、その健全性を保つためにあり

ます。それ故、憲法第 15条第２項に定められている様に政治と行政に携わるものは全体

の奉仕者として現状を是正しこれ以上社会秩序が乱されないよう、また免許制度が有名

無実化しないようにする重大な責務があるものと思います。

第 14条：全て国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分または

門地により、政治的・経済的または社会的関係において差別されない

第 15条第２項：全て公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない

第 22条：何人も公共の福祉に反しない限り居住・移転および職業選択の自由を有する
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千葉支部代表 米井昭夫

-------------------------------------------------------------------
会員の皆様新年明けましておめでとうございます。

昨年度も皆様には大変お世話になりました。

今年も頑張りますので、宜しくお願いします。

さて、昨年末実施されました選挙により、政権が変わりました。

その結果として、少しでも景気が良くなり、私たちもその恩恵を

受けられると期待したいものですね。これには私たち自身のさらなる経営努力とともに、

会としての様々な取り組みも大事だと思います。

昨年制作いたしました、施術所プレートやステッカーは、ご利用いただいているでし

ょうか？ これは、関係者の努力が報われ、県の認可を得たものであります。この成果を

有効にするには、まずは県師会会員総てがこれらを掲示し、知名度を高めて行くのが一

番だと思います。そのためにも、まだ購入されていない会員の皆様は宜しくお願いしま

す。千葉支部の会員の皆様は、少しばかりですが、千葉支部より補助が出ます。

さて、次に、「自賠責保険」についてです。現時点で「自賠責保険」に加入されていな

い先生方は、必ず加入してください。様々な問題から自分の施術所を守るためにも、今

や必須の事だと思います。近年では各種ボランティア活動等で施術を行うにも、自賠責

保険に加入していることが求められています。

今年は、「公益法人」取得という節目になる年でもあります。「公益法人」という箔が

付く以上、それだけ行政や世間の注目度も増すことでしょう。会としての資質向上はも

とより、会員の皆様の資質向上が求められる事となるでしょう。何かと活動に制約があ

る以上に、多くの恩恵も受けることになるでしょう。

このような年ではありますが少しでも「今年は良かった」といえるようにお互いに気

張って行きましょう！

東葛支部代表 鈴木克人

-----------------------------------------------------------------
新年明けましておめでとうございます。

東葛地区では、昨年より流山市の包括支援センターからの依頼

で運動教室を毎月 2箇所でおこなっております。まだまだ会員全

体の協力ではなく一部の理事を中心になってしまっていますので、

2013 年は多くの会員に参加をしていただき、鍼灸マッサージ師が市民に健康を提供でき

る立場をアピールできるようにしていきたいと思っております。

また 2 月 2 日（土）には柏の葉陸上競技場で柏駅伝に協力してマッサージボランティ

アをおこなうことになりました。こちらは県内でも多くの方が参加される大会になる為、
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県師会・全鍼師会にもご協力をいただき、できるだけ多くの方に参加をお願いしたいと

思っております。

鍼灸マッサージ師は、特にマッサージの資格については無資格問題もあるので、市の

多くの方にアピールできる機会は我々全体で協力していきたいと考えております。地域

活動から千葉県全体の会員の活性化につながる活動を多くしていきますので皆さまのご

協力もよろしくお願いします。

東葛地区は柔軟な動きでおこないますので、皆様方のご意見もよろしくお願いします。

2013 年も会員の皆様方の発展が出来る年でありますよう、ご挨拶とさせていただきます。

習志野支部代表 杉田秀雄

-------------------------------------------------------------------
会員、事務局の皆様あけましておめでとうございます。

平成 23年 3月 11 日に大震災が東日本を襲ったことに際しまし

て、亡くなられた方々のご冥福を祈年し、謹んでお悔やみ申し上

げます。

被災地ではいまなお多くの方々が勇気をもって前に向かって力を尽くされていると思

うと、胸が熱くなります。一日も早い復興を願っても、原発の影響もあって思うように

進まず、未だに先の明るい見通しがついてない状態です。

次に昨年 12月の選挙で過去 3年余りで勝ちとった自民党の安倍総裁が、経済の立て直

しを積極的に取り上げて行動している姿が期待されます。

皆様にも、何事もなく今年こそはと思いをこめて平成 25年を迎えられているものと思

われます。

何より健康は、人生最大の財産だと思い、自分の身は自分で守る意識をもって頑張っ

てきましょう。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

成田支部代表 宮永一郎

-------------------------------------------------------------------
成田地区代表の宮永です。各地域の中で一番年下で、他の地域

の先生方と違い、まだまだ未熟ものでありますが、会員の方々に

支えられ代表二期目を努めさせて頂き、本当に感謝しております。

昨年は 6 月に富里市で行われたスイカロードレースに参加した選手に無料にてマッサ

ージを提供させて頂きました。このイベントでは齊藤先生をはじめ各地域の先生方にお

手伝い頂き、選手達にも好評で、大変感謝しております。

その他の活動としましては、10 月に成田市福祉祭にてヨーガをテーマにした無料講演
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と無料マッサージを、11 月には富里市福祉祭にて無料マッサージを提供させて頂きまし

た。

今年度の目標としましては、昨年度の行事に協力すること、昨年行えなかった成田・

富里各市長との面談、行政との折衝を行うこと。今現在 13 名程の会員数を 50 名程に増

やせる様に今まで以上に会の活動の PR、助成券を維持する為の活動を、助成券登録して

いる治療院等に知って頂き、新規会員獲得に向けて若輩者ではありますが、努力してい

く所存であります。そしてその活動が県や協同組合に貢献できれば幸いです。

本年も何卒宜しく御願い致します。

船橋支部代表 藤林克仁

-------------------------------------------------------------------
新年明けましておめでとうございます。

船橋師会の会長を務めております藤林です。船橋師会は発足し

てから約 20年経ち、私で四代目となり今日に至っております。

船橋師会は会員に向けて大きな事業として年に２回の事業を行っております。ひとつ

は市民に向けて講演やセミナーを行ってまいりました。

最近では７年前から船橋市内で行われている「海老川をきれいにする会」として「福

像めぐり」というウォークラリーへの参加をしております。特に昨年は東日本震災のボ

ランティアとして義援金活動のマッサージを行ってまいりました。昨年も 10月の第一日

曜日に行われました。この行事には市民団体・行政・自治会町会と手を組んでの大きな

プロジェクトとなっております。そこに我が会も大きなウエイトを占めて活動を行って

おります。

もう一つは会員に向けての講習やセミナー・会員相互の治療の情報交換など、内容の

濃い研修を開催しております。

毎年研修会の後は忘年会を開催して、会員相互の交流を図り業界の情報交換を行うの

が通例となっております。

もうひとつの特徴が船橋市の虐待防止ネットワークの一八号議員としての参加を行い

業団としての行政への意見交換を行っております。

ぜひ、船橋市に在中の先生方の入会をお待ち致しております。皆さんで鍼灸マッサー

ジの会を盛り上げてゆきませんか？ 皆さんの参加をお待ちしております。
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八千代支部代表 保土田美代子

-------------------------------------------------------------------
新年あけましておめでとうございます。

八千代市の会長をさせていただいている保土田美代子です。

私は縁あって結婚と同時に八千代住民になって 46年。４人の子

育て中に、何か人の為になる仕事を模索中に、近所の鈴木先生

のアドバイスでマッサージの資格をとる事を決意し、東京青砥の国際鍼灸専門学校に通

いマッサージの資格をとり小学校１、２、４、６の子育て中だったので、本当は鍼灸も

取りたかったのですが、いろいろな事情でマッサージだけにしました。

しかし、今になって思えばこの仕事が私にとって一生涯の宝物です。生きがいです。

親兄弟の助けも借りず、30 年やってこられたのも夫や子ども達の協力あって、そして患

者さん達に支えられて今日がある事に深く感謝する次第です。

八千代市の鍼灸マッサージ師会の会長も 12年になりました。若い優秀な先生方も入会

して来ましたので、今年で最後とし、バトンタッチする事を決めました。仕事は生涯現

役と決めて、体の続く限り続けますが、会長職はバリバリ働いて下さる川端先生にお願

いする事に決定しました。至らない私を支えて下さった会員の皆様、本当に有難うござ

いました。

表 彰

藤林克仁先生(船橋支部)が、生涯研修事業への積極的に参加されたことが認

められ、公益財団法人東洋療法研修試験財団より表彰されました。

おめでとうございます。
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《都道府県師会長会議報告》

                              会長 齊藤 曠

１１月１１日１１時より、ルポール麹町「マープル」において開かれ４８名の参加で

始まった。冒頭１０月に開かれた東洋療法推進大会 in静岡の報告があり、約４７０名の

参加でしたが当初見込んだより多少少なかった。その他の内容については特別なトラブ

ルもなく今大会の目標でもあった経費をできるだけかけない事についてはある程度達成

できたとの報告があった。

議題 １、今年度上半期の事業報告

   ２、今年度下半期の事業

   ３、各師会からの提案事項

   ４、その他

議題１、２の議題については東洋療法を参照して下さい。

議題３について、３県師会から次の提案事項があった。

１、神奈川県師会から横浜のイベント会場で無資格の人がベビーマッサージの実技指導

を行っていた。

２、佐賀県師会から全鍼師会総会において、「総会に出席する代議員への委任」代理人に

よる代理出席と定める事は出来ないのか。

３、宮城県師会から無資格問題の対応について更なる解決を模索するために、全国で無

免許マッサージ（NO）キャンペーンと安全推進運動を行う事。

以上の議案について審議された。

議題４について、

１、会員減少傾向があるのでその防止対策。

２、全鍼師会 110 番、賠償責任保険等の加入率が低いので、このままだと団体割引の

適応が難しくなるので未加入の先生は是非加入協力していただきたい。

また、政治連盟の加入も同様に協力要請があった。

３、今年度は喜ばしいニュースが二件ありました。春の褒章に新潟県師会・山本登先生

（藍綬褒章）秋の叙勲には埼玉県師会・高野宗吉先生（旭日双光章）が受章されま

した。おめでとうございます。

益々のご活躍をお祈り申し上げます。
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活動報告① 2012 年 12 月 9 日

全鍼師会 第 3 回学術セミナー

12/9(日)、千葉県師会共催の全鍼師会

学術セミナーが、クロス・ウェーブ船橋

にて行われました。

第一部は BCS 認定ビジネスコーチの

吉田有先生による『顧客満足度を高める

経営とは』。組織が成功するための

［思考］→［行動］→［結果］→［関係］

の良い循環、悪い循環を具体的に解説。

また、「人の成長を妨げるものに“思考の枠（思考のパターン・癖）”がある」。

人は［現実派］［社交派］［理論派］［友好派］の４つタイプに分けられ、それを知ること

でより良好な人間関係を築けるとのことで、実際に自己分析を。互いの信頼関係を高め

るためのコーチングのテクニック等を参加者同士で行うなど、和気あいあいとした参加

型のセミナーとなりました。

第二部は『学生が聞きたい経営法・シンポジウム』。３人の先生方が、それぞれの分野

のスペシャリストとしての立場からその仕事ぶり、想いを紹介しました。

長嶺芳文先生(埼玉県鍼灸按マッサージ指圧師会)が、親から引き継いだ治療院の経営から

得た経験から「大切なのは“まごころ”」と語りました。

訪問医療マッサージを経営する、尾野彰先生(埼玉県鍼灸按マッサージ指圧師会) は、開業

時の苦労、施術内容や在宅で必要な知識、技術を細やかに説明されました。

朝日山一男先生(神奈川県鍼灸マッサージ師会)は、仕事としてどのようにスポーツ選手と

かかわるか？ を軸に、スポーツトレーナーとしての活動を紹介されました。
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活動報告② 2012 年 12 月 7 日

地域代表者会議

12/7(金)、千葉市民会館にて各地域の代表者が集い、会議が行われました。

主な議題は以下の通り―

① 地域活動報告

② 無資格者対策問題

③ 公益認定の進捗状況

④ 県師会・各地域の入会案内について

⑤ 学生、新規会員の治療院見学について

⑥ 来年度の事業計画

活動報告③ 支部活動

千葉支部 忘年会

去る 12月 7日千葉支部の恒例行事である、忘年会を実施いたしました。

参加者 17名。場所は鮨伸（すしのぶ） 千葉市中央区登戸でした。

久しぶりに会う会員の皆さんと、近況や仕事に関すること、会の行く末など大いに語

り合う有意義な時間でありました。また、今年は、福引きなども行われ、楽しい時間で

ありました。

千葉支部の忘年会は、支部会員だけで行われていましたが、これからは、オープンな

形にして、多くの皆さんと進行を深められる場となるよう、企画していきたいと考えて

います。                              (米井昭夫)
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■□■ 柏駅伝マッサージボランティア募集 ■□■

東葛師部主催・柏駅伝『スポーツセラピー』 大勢の参加をお待ちしております！

日  時：2月 2日（土）9時～15 時

会  場：柏の葉陸上競技場内 １階会議室

集合時間：【第 1 回】7:45 【第 2 回】8：45 東武野田線江戸川台駅

そ の 他：東葛支部よりお弁当を用意。施術しやすい服装でご参加下さい

参加申込・問合せ：tel.090-3210-1429 (東葛支部：染谷)

■□■ 今後の予定 ■□■

日程 内容 場所

2/2(土) 柏駅伝ボランティアマッサージ 柏の葉公園総合競技場

2/24(日) 学術研修会 千葉市民会館４F
3/1(金) 平成 24 年度第 2回定期総会 予算等 千葉市民会館３F
3/3(日) 全鍼研修会 東京都中野区

■□■ 学術研修会（2/24）のご案内 ■□■

『燃えつき症候群－鍼灸マッサージとしてのアプローチ』 10：00～12：00

講師：元吉正幸（学術部部長）

精神保健福祉士/健康運動指導士/日本交流分析学会正会員/日本臨床動作学会認定臨床動作士

燃え尽き症候群は’80 年にハーバード・フロイデンバーガーの著書が紹介され、その用

語が広まりました。燃え尽きやすいパターンを具体的に解説、鍼灸マッサージ師として

のアプローチを考えていきます。また自身の問題としてスランプをつくらない生き方、

ブレイクスルー（現状突破）を探っていきます。

『勇気が出てくる一瞬の言葉』 13:00～14:30

講師：元吉正幸（学術部部長）

臨床コーチング研究会幹事認定コーチ/BBC(ブレーキング・バリア・コミュニケーション)ファシリテーター

岩崎由純氏の「ペップトーク」を御存知ですか。岩崎氏は日本初の全米アスレチックト

レーナ－となり NEC のトレーナーとして活躍。全米で最先端のコミュニケーション術、

リーダーとして必要な究極のショートスピーチを紹介しています。岩崎氏の著書を基に、

コーチングや、対人関係の壁を取り除く方法等について考えていきます。

『オリンピックへの道』  14：40～16：10

講師：霜礼次郎先生（霜整形外科院長）

全日本クレー射撃選手権で優勝し、日本のライフル射撃のオリンピックの選手団でも監

督として金メダルに貢献し、スポーツドクターとして大活躍の先生です。
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■ 会員皆様へのご協力のお願い       

  事務局担当：染谷雄一

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくご鞭撻をいただけますよ

うお願いします。日ごろから当会運営・事務局業務にご理解、ご協力をいただきまして

ありがとうございます。

本年は、事務局にてご相談や事務代筆等をおこなっていけるように整備を整えており

ます。視覚障害の先生やパソコン等が難しく、事務的作業が大変な方はご相談をいただ

ければと思います。

事務局では、療養費保険申請書作成業務や自動車事故保険請求書作成業務、各種請求

書作成も出来るように考えております。

会員の皆様からの必要な仕事を教えていただければご協力を出来る体制を作っていき

ますので、新しい試みですがご協力をお願いします。

鍼灸マッサージ師会の発展の為に、お声を少しでも聞かせていただけますようお願い

いたします。

～編集後記～  

新春のお喜びを申し上げます。

今回の広報では新年号にふさわしく、各地区代表の先生方から新年の言葉を寄せて頂

きました。ご協力頂きました先生方、本当にありがとうございました。新年の抱負、会

の活動報告等々、代表として、一鍼灸マッサージ師としての情熱が伝わる文章ばかりで

した。

本会では年４回の広報を発行しております。千葉県全体の先生方が情報を、想いを共

有するものでありたいと願っております。これからも各地区代表の先生方をはじめ、会

員の皆様の幅広いご意見等々お待ちしております。

鍼灸マッサージ師としてはまだまだ未熟な私ですが、一般社会では立派な中堅どころ

となる年齢です。先輩方からご指導を賜り、また後進への牽引役となれる様より一層努

力をしてまいります。今年も諸先生方のご指導ご鞭撻を頂きますよう改めてお願い申し

上げます。   

今年の干支“巳”は「長寿」「子宝」「財産」「豊穣」の神様として、古くから大切に

されてきました。皆様にとって実り多き年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

（広報：小室聡子）                       
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