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巻 頭 言

             会長 齊藤 曠

公益法人認可

毎日暑い日が続いておりますが、会員のみなさまお元気でお過ごしでしょうか。

いつも当会活動にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、前年からの会の方針であった公益法人移行について、書類審査が通り認可されまし

た。

ここまで延びた理由は、当会の重要な事業目的の一つである「無資格対策」があり、これは

公益目的になるのかと云うことが議論されてきました。結論としてこの部分を削除せざるを得ず

非常に残念に思います。

法人取得について、ここまで長時間に渡りこの事項について進めてこられたのは副会長の

石川先生の多大なるご尽力の結果であり、心より感謝申し上げます。

公益事業には、２２項目が上げられており学術、科学技術、文化・芸術の振興を始め、高齢

者福祉増進、児童または青少年の健全な育成など、またより良い社会の形成の推進、地域社

会の健全な発展と云ったように幅広い解釈が可能な項目もあります。

当会は次の３項目を目的として申請しました。

１、 公衆衛生及び保健福祉の向上に関する事業

２、 高齢者の支援に関する事業

３、 スポーツ等の支援に関する事業

これらの事業達成のため、会員のみなさまの更なるご理解とご協力をお願いする次第です。

尚、本年１２月１日（日）に公益法人取得記念講演・祝賀会を予定しておりますので、是非多数

のみなさまの参加をお待ちしております。

詳細については後日お知らせいたします。

今年度もよろしくお願い申し上げます。
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公益社団法人認可について

副会長 石川英樹   

当会は本年１０月１日に公益社団法人へ移行します。

今回の移行に当たっては会員の皆さまから多大なるご支援とご協力を頂きまして誠にありが

とうございます。

さて、この度の公益社団法人移行の最大のポイントですが、公益と共益の明確な分離と公益

目標の３本柱です。

公益法人へ移行した他団体を見ると 50％を超えない範囲で共益事業を行うところもあるよう

ですが、いわゆるグレーゾーンを上手く活用している感じは否めません。

しかし当会はグレーゾーンを排除し、共益事業と思えるものは全て協同組合に移管して、今

後も公明正大に県民の為の鍼灸マッサージ師会を目標に邁進していきます。

事業目的について県への申請や毎年の報告も、目的が１つの方が楽なので良いのではとい

う案もありましたが、あえて３つ入れるという高めのハードルを課しました。

活動自体は今まで行なってきた事業そのままなのですが、より明確に目的を分ける事で、そ

れぞれの活動の意義が鮮明になり、目指す方向性がはっきりするので、それにより会の活性化

に繋がるという考えからです。

当然ですがハードルを上げ目的を明確にしたので、各理事の仕事量も今後は徐々に増えて

いく事が予測されますが、公益法人の理事としては自ら進んで県民の為になる事業を増やして

いくようでなければいけません。

そして利他の精神で、お互いに助け合い支えあいながら、会の発展に貢献できればと思っ

ております。

しかし、我々理事がいかに頑張っても、会員の協力がなければ会の発展は望めません。

理事一同、諸先輩方が作り上げてきた会の歴史と功績に敬意を表しながら、更に発展していけ

るよう微力ですが心を引き締めて進んでいきますので、今後とも会員の皆さまの、より一層のご

理解とご協力をお願い申し上げます。
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活動報告   

平成 25 年度 通常総会

５月１９日(日)千葉県市文化センターにて。

会員数 332 名。定足数 166 名。出席 27名、

委任状 195 名、書面表決 20名、併せて 242

名で総会が成立。

１）平成 24年度事業報告書承認の件

   ・助成券、保険ソフト、無資格問題等

２）平成 24年度決算報告書承認の件

３）その他…公益社団取得について

      今後の活動について

      会長より全鍼の動きについて

総会終了後、同会場にて茶話会が開かれ、参加者同士の交流が行われました。

学術研修会① 『運動器疾患のなぜ』

7月 14日の日曜日、千葉市民会館にて生涯研修

会がとり行われ出席させていただきました。

かねてより、鍼灸の先生の講演を希望していま

したが、今回元吉学術部長のご尽力で午後は中医

鍼灸の新村勝資先生がみえるということで参加

しました。

朝から曇天で私の頭もドンテン且つ不明瞭、ち

ょっとしんどい日曜日。朝 10時からは元吉先生の「33年の治療経験と現在の治療」の

講演を聴講しました。

元吉先生の成り立ち？ 現在の状況など面白可笑しく分かりやすくお話は進み、脊柱

痛の治療の仕方、胸郭出口症候群の検査法と治療法など教えていただきました。検査法

はいっぺんに覚えることはできませんでしたが(歳のせいだと思います)、これは患者さ

んに、治療の効果をわかっていただくためにも覚えたいなと思いました。

最後の実技時間では胸郭出口症候群の治療のツボの取り方、鍼の刺し方など、又、む

ち打ち症の治療など先生の貴重な技術を分けていただきました。

元吉先生の素晴らしい講演で覚醒した私は午後の新村先生への期待に胸をふくらま

せつつ皆で楽しくお弁当をいただいたのでありました。

まことに有意義で楽しい一日となりました。

【市川市部 平岩恵子】
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学術研修会② 『中医鍼灸 理論と実技』

7月14日の新村勝資先生の講演実技、元吉先生より

受け台の募集があり、是非受けてみたいと立候補しまし

た。頚の主訴の訴えから先生の鋭い問診にたじたじに

なりつつベッドの上へ。

先生の手技は関元にかなりの時間鍼を打ち続け、

「ボア〜とした感覚を感じたら教えて欲しい」と言われ、

どんな感覚か解らず不安でしたが、何度か打ち直した

のち、何とも暖かい感じが腹部から主訴の頚より手足に

伝わりました。これがボア〜とした感じなのかと実感しま

した。

治療後と翌日は怠さがありましたが、それ以降は頚はもとより、視界がかなりクリアになりまし

た。貴重な体験ありがとうございました。

【成田支部 宮永一郎】

スイカロードレース@富里

6 月 23 日(日)、富里市にてスイカロードレースが開催され、成田鍼灸マッサージ師会主催に

て、千葉県鍼灸マッサージ師会後援のもと今年も選手へのボランティアマッサージを提供させ

ていただきました。

今回は前年に続き、齊藤会長、石川副会長の他、三重県や東京からも参加者が集まり、総

勢 13 名にも及びました。中学校の体育館ステージ上での暑いなか、レース後の選手たち合計

100 名程マッサージを行うことが出来ました。

ボランティア開始前にはレースのスタートを観戦したり、名物のスイカを頂いたりしました。

終了後には有志で懇親会を行い、齊藤会長やいろいろな地域の先生方と交流を深めること

が出来ました。何分気候の厳しい時期のマッサージなのですが、皆さん辛い表情ひとつ見せ

ず選手たちに笑顔で懸命にやって頂き、本当にありがとうございました。選手達も大変喜んで

おられました。

来年も是非ご協力お願い申し上げます。

【成田支部 宮永一郎】
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《 ちょっといい話 》                 

0.04 秒         いすみ支部 元吉 正幸

高校１年のころから私のところに来ている陸上８００メートルの女性選手が喜びい

っぱいの様子で訪ねてきました。今は３年生、最後のチャンスで県大会６位入賞、関東

大会に出場ができるという嬉しい報告でした。

私が初めてこの選手を診た時は、シンスプリントや腰痛でうまく練習ができない状態

でした。本当にまじめで素直な性格からオーバートレーニングの状態でした。けれども

体のアライメントも良く素質に恵まれおり、うまい練習ができれば記録も伸びていくと

感じました。

浅井えり子選手という大学生では無名であった選手をオリンピック選手に育てた

佐々木コーチのロング・スロー・ディスタンス（ＬＳＤ）の活用、オーバートレーニン

グに対する疲労軽減と練習計画のアドバイスを行い、だんだんと質の高い練習ができる

ようになりました。

そして今年の千葉県総合体育大会最後の挑戦、試合前にコンデショニングをした時、

よくここまで頑張ったと思いました。

いける！ ここで元吉コーチングの登場、試合のピーキング、レース展開の伝授です。

決勝が決まったら、スピードがある方ではないので最初の１周をスローペースでいった

ら２集目で不利になる。スタートの１００メートルは自分を信じてタイムを稼ぐために

走り、１周目のラップタイムが自己新記録くらいでないと勝てない、そんなアドバイス

をしました。

いわゆる先行逃げ切りのレース展開ですが、これは私が８００メートル走の経験で得

た勝つパターンです。そしてこの高校生の実力を最大限に生かせると思いました。素直

な高校生はよく理解し走りました。

結果、決勝６位入賞。何と７位とは０，０４秒差。電気時計でなければどちらが勝っ

たかわかりません。自己新記録で２分１６秒台、優勝者は２分１２秒台ですが、これは

インターハイで上位入賞タイムですので、よく頑張ったと思います。

夢がかなった、そしてその夢にわたしも関わらせてもらった、スポーツ選手を育てた

い、そんな私の夢もかないました。

その後、関東大会を１０日後にひかえ、足首を捻挫し当院で治療しながら幸い軽い捻

挫でしたので痛みはなくなり試合に臨めました。しかし強豪ぞろいの中、自己新記録は

更新しましたが、予選落ちでした。けれどもまだまだ才能ある選手です。
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今、この高校生は大学受験体制で頑張っています。大学でも陸上競技を続け挑戦し、

もっと素晴らしい選手になる。実業団で活躍するような選手になる。あるいは指導者と

してすばらしい選手を大勢育ていく。夢は未来へと続きます。

スポーツ鍼灸セラピーの信条は「スポーツ人生を支援すること」それを醍醐味だと感

じながら仕事ができることは私にとっての幸せです。この高校生には私も元気をもらい

ました。これからのスポーツ人生、また人生を「たくましく」「楽しんで」生活できる

ことを願っています。これからも頑張ろう。

“ちょっといい話”募集します

千葉県鍼灸マッサージ師会 公益法人取得事業に向け、

“ちょっといい話”を募集しています。先生方が鍼灸師、

マッサージ師として心を動かされた体験を教えてください。

【応募】千葉県鍼灸マッサージ師会 事務局

〒263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町 4-6-23

               グランドメゾンとどろき 202

FAX．043-290-7539

会報の 拡大版・書体変更 対応いたします

いつも会報をご覧頂きありがとうございます。会員様よりもっと読みやす

い文字（太字、ゴシック体等）を、とのご意見が寄せられております。文字

の見やすさについては個人差もありますので、通常の会報につきまして

は従来通り、本文は明朝体とし、ご希望の方には個々に対応したいと考

えております。

書体の変更、拡大版（Ａ3 版）でのお届けをご希望の際は、

下記までご連絡ください。

千葉県鍼灸マッサージ師会（電話 043-290-7538）
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新ホームページ 【治療院紹介いたします！】

http://harikyumassage.jp

千葉県鍼灸マッサージ師会の

HPが新しくなります。

随時研修会等のお知らせを掲

載する他、県内の治療院を探

す患者様の為の治療院検索ペ

ージを作りました。

治療院のより詳しい情報を頂

くことで、患者様と先生方に

とって有益なサイトにしてい

きたいと願っております。

皆様のご協力をお願い申し上

げます。

＝＝ 項目 ==

① 治療院名

② 住所

③ 電話番号

④ アクセス (例)千葉駅西口徒歩 1分

⑤ 診療時間

⑥ 定休日

⑦ URL
⑧ 科目[以下より選択]

・はり ・きゅう

・あん摩マッサージ指圧

⑨ 対応ポイント[以下より選択]

・小児 ・マタニティ

  ・スポーツ ・美容

・出張往診 ・保険取扱

⑩ ご挨拶文 [300字程度]  

⑪写真 [治療院、施術風景、スタッフなど 1～2枚]
送付先・問合せ：千葉県鍼灸マッサージ師会 事務局

Mail：todoroki7538@smile.ocn.ne.jp
郵送：〒263-0021 千葉市稲毛区轟町 4-6-23 グランドメゾンとどろき 202
   電話：043-290-7538  ファックス：043-290-7539

  ※お申し出のない場合は、名簿より治療院名・住所などを掲載させて頂きます。
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協同組合 新理事ご挨拶

梶 貴雄

このたび、協同組合理事を拝命しました、市川浦安地区の梶でございます。

先輩諸先生方のこれまでの実績や想いをしっかりと引継ぎ、協同組合の理

事として組合員の皆様とともに、未来に向かって進んでいきたいと思いま

す。

組合員の皆様のご活躍や、当会のさらなる発展は、必ずや県民・市民の健

康増進に繋がるものと信じております。

皆様方の温かいご協力とご理解を心からお願い申し上げ、就任のご挨拶と

させていただきます。

よろしくお願いいたします。

西村 亮輔

このたび、協同組合新理事に就任することになりました、東葛地区の西村

と申します。

身にあまる重責ではありますが、一意専心、当会ならびに組合員の発展に

全力を尽くし、皆様のご期待に添うよう努力いたす所存です。

つきましては、組合員の皆様にご理解、ご支援を賜りますようお願い申し

上げて、就任の御挨拶とさせていただきます。宜しくお願い致します。

光田 幸子

この度、千葉県鍼灸マッサージ協同組合理事の大任を拝し、身の引き締ま

る思いで一杯です。

力不足ではありますが、染谷代表、そして理事会の皆様と心合わせ精一杯

務めて参ります。 会員の皆様が充分に技術を発揮され、ご活躍できる環境

を目指して取り組んで行きたいと考えております。

今後はお世話になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

宮永 一郎

           成田地域の宮永です。このたび協同組合の理事を務めさせて頂くこととな

りました。まだまだ若輩者で至らぬこともたくさんありますが、好きなこ

とばである「与えられた場所で咲きなさい」を胸にきざみ少しでも会員の

方々に貢献できるよう努めさせて頂く所存でありますので何卒、よろしく

お願い申し上げます。
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今後の予定

日程 内容 場所

9/8(日) 県民公開講座 「認知症ケアについて」 千葉市民会館 小ホール

9/15(日)～16（月） 第 66 回関東甲越ブロック協議会 in神奈川 横浜キャメロットジャパン

10/13(日) 千葉県介護予防教室指導者研修会 千葉市民会館 4F

10/20(日)～21(月) 東洋療法推進大会 in 新潟 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟

11/22（金）
臨時決算総会

※１０月１日の公益法人移行にあたり、９月末日で

現法人の決算をする為の総会を行ないます

千葉市民会館 4F

12/1(日) 公益社団法人取得記念式典 ホテルポートプラザ千葉
※以上の予定につきましては、それぞれ書面をもって通知いたします。

ご不明な点は事務局(tel043-290-7538)までお問合せ下さい。

■□■ 県民公開講座 ■□■

認知症ケアを学ぶ講演会 ～認知症とはり・きゅうマッサージ～

『看護師から認知症患者への手の差し伸べ方』 13：20～14：20

講師：窪田妙子先生（聖隷佐倉市民病院）

          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『認知症の正しい理解と予防、ケアのコツ』 14：30～16：00

講師：山口晴保先生

            著書：『認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント』

                『認知症予防～読めば納得！脳を守るﾗｲﾌｽﾀｲﾙの秘訣』

★講座の前に…無料マッサージコーナー、鍼体験ブースを行います 10：30～13：00

■□■ 公益社団法人取得記念式典 ■□■

目的：千葉県鍼灸マッサージ師会が公益社団法人を取得したことを県民・他団体に報告する。

「鍼・灸・あん摩マッサージ指圧」を通じ県民の健康福祉の向上に寄与する決意表明。

日時：平成 25 年 12 月 1 日（日）

場所：ホテルポートプラザちば

◎第一部＜公益法人取得記念講演会＞

講師 公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 会長 杉田久雄 先生

◎第二部＜公益法人取得記念祝賀会＞

◎第三部＜公益法人取得記念懇親会＞

１０月頃に詳細を含めたご案内を致します。多数のご参加をお待ち申し上げます。
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■□■ 第 12 回東洋療法推進大会 in 新潟 ■□■

『東洋医学を知る！ ～伝統と科学の調和を目指して～』

目的：全国の鍼灸マッサージ師の資質向上に資するため、公開講座並びに研修と臨床の

学技の場を提供するとともに、鍼灸マッサージ業界の発展をもとより、一般公開

講座を以って国民への、より良質な医療と情報を提供するための大会とする。

会 期：平成 25年 10月 20(日)～21(月)
会 場：ANAクラウンプラザホテル新潟

主 催：公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

共 催：一般社団法人 新潟県鍼灸マッサージ師会

参加費：全鍼師会会員 5,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本鍼灸マッサージ協同組合メルマガ登録募集！

協同組合では、よりスピーディーな情報発信のためにメールマガジンを立ち上げることとなり、

月刊東洋療法 8 月号にて参加者を募る。共同購買商品や、損保、生保の情報がタイムリーに

発信される。

ご希望の方は―

「所属師会名」「会員番号」「氏名」「メールアドレス」を、協同組合宛メール（jamm@jamm.or.jp）

まで送信して下さい。

編集後記 ＊＊＊＊

広報の仕事は“情報の共有”だと思っています。会報は広い千葉県のなかで、会員

の先生方で活動情報を共有することが目的のひとつです。また私が広報担当を引き受

けたなかで理想としているのが、治療院情報の共有です。遠方のため通院が難しい患

者さん、専門外で引き受けにくい患者さんを会員の先生同士で紹介しあえることは、

私たちにとっても、患者様にとっても有益なことではないでしょうか。

いよいよ新ホームページを立ち上げの準備が整ってきました。患者様がより治療院

を選びやすく作るため、ぜひ詳しい情報を掲載できますよう先生方のご協力をお願い

申し上げます。

また、ホームページの作成につきましては理事の先生方、事務局スタッフ皆様の協

力を賜りました。ありがとうございました。

千葉県鍼灸マッサージ師会、ついに公益社団法人へと変身を遂げます。広報活動を

通じより一層会の発展に役立てていきたいと願っております。  

広報担当：小室聡子
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