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会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと推察いたします。

平素は、会運営にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、すでにご承知のとおり事務所移転に伴い、5月 18 日（総会当日）新事務所において、

開所安全祈願の儀式を執り行い、会員一同気持ちを新たに新年度のスタートとなりました。

重ねて御礼申し上げます。

将来に向けての当会のビジョン

ビジョン

私たち鍼灸マッサージ師は、国民の健康寿命の支援とおもいやりの精神をもって、健康維持・

増進・予防に貢献します。

目的

私たち鍼灸マッサージ師は、国民の皆様が健康で明るく、毎日が快適に過ごせるよう、最良の

技術を提供しサポートします。

目的を達成するための手段

1. 多様なニーズに対応できる研修会、参加したいと思う研修会の実施

2. 魅力ある組織作りをし、若い会員、女性会員を増やしていく

3. 地域発展のために、開業支援へのサポート

4. 多方面からの情報収集・共有を行う

5. IT 活用、ホームページの充実・拡大、とどろきネットの活用

6. 視覚障害者への配慮、視覚障害者が参加しやすい態勢づくり

7. オリンピックに向けての支援

8. ボランティア活動への積極的参加

今年度は、特に、ミニ研修会の開催に重点をおいて事業を進めていきたいと考えています。

みなさまの積極的な参加をお待ちしております。
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平成 26 年通常総会

5 月 18 日（日）県師会新事務所にて平成 26 年通常総会が開催されました。

【協同組合】

会員数 317 名、定足数 159 名。出席 32 名、委任状 28 名、書面表決 117 名、併せて 177

名で総会成立。

１）平成 25年度事業報告及び決算報告書承認の件

２）平成 26年度事業計画案及び収支予算案決定の件

３）「株式会社商工組合中央金庫」の株式購入について

４）平成 26年度組合借入金残高の最高限度決定の件

５）任期満了に伴う役員改選の件

以上の議案が可決決定。

【公益社団法人】

会員数３０８名、定足数１５４名。出席 30名、委任状 132 名、書面表決 23名、併せて

185 名で総会成立。

１）平成 25年度事行報告及び決算報告書承認の件

２）平成２６年度事業計画及び収支予算報告の件

３）理事、監事の選挙について

４）その他。鍼灸マッサージグランプリの説明。学術報告。

以上の内容が可決承認。

ひき続き政治連盟通常総会を開催。

この日、総会開催前には事務所開きとして千葉神社、宮司様により厳粛な儀式が執り行

われ、清新な気持ちでの出発を切ることが出来ました。
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公益社団法人 理事挨拶

【会 長】  齊藤 曠  会全体の総括

皆様のご協力により、2 年間、無事に終えることが出来ましたことに対し、

厚く御礼申し上げます。

この間、大きな事業の一つとして、昨年 10 月、公益法人に移行しました。

これにより、更に会員一人ひとりの自覚と責任が重くかかってきます。

また、将来に向けて「国民の健康寿命の支援と思いやりの精神をもって」というビジョンを掲

げ、目的達成に向かって飛躍していかなくてはなりません。 これからも、会活動の積極的な参

加と、ご意見などお聞かせいただければ幸いです。

今年度もよろしくお願いいたします。

【筆頭副会長】  石川英樹  法制部長 渉外部長 保険担当 無資格担当

今期は副会長と法制部長渉外部長を兼任させて頂く事になりました。

また昨年より（公社）全日本鍼灸マッサージ師会の理事、今期より

（公社）東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会の監事も拝命し、

他にも新設された NPO 法人の副理事長等いくつかの団体の理事も

拝命いたしました。

このように様々な役職を受けさせて頂いたのも鍼灸マッサージをもって、日本の輝く未来を

守る為です。

日本は世界に冠たる長寿国ですが、本当に健康で長寿の国を築く為には益々統合医療が

重要になってきます。そして対症療法である西洋医療を補完する原因療法のトップランナーが

私たち鍼灸マッサージ師です。

今後も国民に真に必要とされ信頼される鍼灸マッサージ師でいられるように、各々が目標を

明確に持って日々精進していきましょう！
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【次席副会長】  染谷雄一  財務部長 千視協担当 事務所管理責任者

とどろきネット管理担当

この度、財務部長といたしまして、昨年を引き続き公益社団法人の理事

になりました、東葛地区の染谷雄一です。会員の皆様には日頃より会運営

にご協力をいただきましてありがとうございます。

近年、どこの会でも参加や組織率が低下して、財務的に厳しいと話が多いですが、当会も

もちろん他と変わらず厳しい状況です。

ただ、鍼灸マッサージを県民に理解をいただく活動は鍼灸マッサージの国家資格を持った

我々は必ず行っていかなければいけないと思います。

これからの県民の健康や福祉を考えると、我々の資格免許はとても重要と考えます。

公益社団法人は、県民の為に鍼灸マッサージを通して、何か一つは会員が行っていきたい

と思います。その為にも財務強化、組織強化が必要になりますので、これまで以上の皆様のご

理解、ご協力をお願いいたします。

本年度もよろしくお願いいたします。

【常務理事】  元吉正幸  学術部長 日鍼会・柔整師会担当 スポーツセラピー担当

公益社団法人の常務理事学術部長として、鍼灸マッサージ師は進化

しなくてはいけないと考えています。

とはいうものの、どのように進化していけばよいのか？

まだまだ足りないと思うものは、病理学の知識で、もっと必要だと思います。

病気の成り立ちを知らなければ、回復方法もあやふやとなってしまいます。

どうして病気になるのか、そのことを的確に説明できる鍼灸マッサージ師となれるよう、学習を

深めていきたいと考えています。

また東京オリンピックまでに国際的に日本の伝統的鍼灸マッサージを広められる力量を

育てていきたいと思います。

【常務理事】  矢島 実  保険部長  渉外担当  新卒者の相談・育成

治療院経営アドバイス担当

皆さん、こんにちは。今年も保険部長を拝命しました矢島です。

過去には、何度も保険研修会を開催させて戴きました。最近は開催が

少なく申し訳ありません。

無資格者と有資格者の大きな違いは、『医療保険』を使えるかどうかだと考えております。

多くの先生方が『保険鍼灸マッサージ』を行うことが、一般市民の方々に鍼灸マッサージの

資格の価値を広めることに繋がると思います。

是非、まだ保険で鍼灸マッサージを行っていない先生方は、無資格者との優位性を出すため

にも保険導入をお願いできればと思います。何卒よろしくお願いいたします。 感謝
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【常務理事】  川端隆治  組織部長  保険担当  千葉学会・鍼灸まつり担当

みなさんいつもお世話になっております。

本年度より、常任理事になりました川端です。

昨年度までは、組織部長として、千葉盲学校の講師をしたり、全国へ

出張などをし、会員の相互交流を深め、県師会全体のために活動して

おりました。

また保険部として、皆様からのレセプトを審査させていただいておりました。

レセプトはとても丁寧になってきて、以前よりは返戻が少なくなっているように思います。これ

もひとえに会員のご理解とご協力があってこそだと思っております。ありがとうございます。

しかしながら、返戻は少なからずありますので、より精度を上げるために頑張っていきますの

でよろしくお願いいたします。

常任理事として、今年はさらにがんばっていきたいと思っておりますので、会員皆様のご協

力のほど重ねてよろしくお願いいたします。

【理 事】  米井昭夫  マッサージ部長  視覚障害担当  点字印刷担当  総務担当

千葉学会・鍼灸まつり担当  とどろきネット担当

会員の皆様こんにちは。

理事を引き続き務めさせていただきます千葉市部の米井です。

私の役は、マッサージ部長と視覚障害担当および総務の補佐です。

どの役も大事なものであり、会のため、皆様のために頑張っていきます。

マッサージ部長としては、症例検討会などを企画し、治療法の情報交換

や、技術の交換をはかりながら、会員のスキルアップができたらと考えています。

視覚障害担当としては、発送文書の点字による提供などがありますが、それ以外の手段によ

る速やかな情報提供ができないものか、考えております。

総務としては、会員連絡網の整備があります。一番簡単な方法は、事務局が総ての会員に電

話連絡をその都度取り、情報を伝達して行く方法があります。しかし、それでは、何にも進歩し

ません。そうではなく、会員ひとりひとりが、一人の知り合いでもいいから声をかけあっていただ

ける流れができないものかと思います。

また、いっしょに行事に参加するなどしていただき、その輪が広がって、会の運営ができたな

ら理想的です。

メーリングリストとして、todoroki-net がありますが、いまいち盛り上がっていませんし、もっと別

の運用法があるのではないかと思っています。システムの都合上、投稿前に管理者により、内

容を確認されることがありますが、ご理解をいただけたなら幸いです。

これ以外にも、いろいろ仕事はありますが、できることから皆様のお知恵を借りながらやってい

きたいと思います。

この会をもっと良いものにするためには、理事だけでなく、会員の皆様が動かないことには前

に進めません。

皆様いっしょに前に進みましょう
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【理 事】  平岩恵子  鍼灸部長  青年・女性担当  千葉学会・鍼灸まつり担当

皆様 こんにちは！

この度、理事となり 鍼灸部長のお役目をいただきました平岩恵子です。

鍼灸部長として皆様のお役にたてる活動ができたらと思っております。

青年・女性部長とも協力して皆様のために少しでも新しい方向へ力を

発揮し、お役にたてるよういろいろ考えて行きたいです。

今期は新しい素敵な女性理事も増えまして、力強く思っています。ますますの皆様のご協力

をよろしくお願い致します。

【理 事】   椎名喜代美  総務部長  青年・女性担当

みなさん、こんにちは。今年度、新しく理事に就任しました椎名です。

私は、このお話があった 2 月くらいから始めたことがあります。

それは講習会に出たときに、「新しく出席されている方に声をかける。」

ということです。話を聞き、意見を交わし、次回の講習会にも参加して

下さるよう誘います。

いろいろ厳しい規制がかかってきている昨今、皆、悩みをかかえています。

お互い相談をしませんか？それで解決するとは思いませんが、また違った意見が聞けるかも

しれません。

私は、今年一年、日曜日に行われる研修会に、全回、出席することを目標にしました。

ぜひ、いらしてください。

よろしくお願いします。

【理 事】  濵田正光  高齢者支援部長、介護予防担当

この度、公益社団法人 千葉県鍼灸マッサージ師会理事、高齢者

支援部長の任命を受けました、東葛支部の濵田将光です。

高齢者の支援として、ゼンシン体操の普及を通して、介護予防と

健康増進、地域との交流、各種事業所との連携などに努めていきたい

と思います。

そして、各自治体で取り組まれている地域包括ケアシステムにおいても、鍼灸マッサージ師

の社会資源としての有効活用を訴え、関係団体とのネットワークを築き、地域活動参加へとつ

なげていきたいと思います。ご協力のほどをよろしくお願いします。

また、理事の先生方、会員の先生方のお手伝いができるよう頑張りたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。
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【理 事】   室田 智  スポーツ支援部長  スポーツセラピー担当

【理 事】   村上えい子  統合医療部長  渉外担当  鍼灸担当

【理 事】  西村亮輔  広報部長  IT・ホームページ担当

今年度から、公益社団法人の理事に就任した、西村と申します。

広報部長ということで、会報の編集やインターネット、その他広報に

関する業務を担当させていただきます。

昨今、インターネットの普及により、広報のあり方が大きく変わりつつ

あります。

時代が変革していく中、若輩者ではありますが、会のため、一生懸命務めさせていただき

ますので、宜しくお願いいたします。

【理 事】  光田幸子  青年・女性部長  広報担当  千葉学会・鍼灸まつり担当

この度、公益社団法人理事に就任致しました、安房支部の光田です。

理事として一つ一つの行事が公益の役割を果たせるように成功させて

いくこと、そして自身の業務の中においても県民の健康のために勤めて

いけるよう働いてまいります。

また微力ですが地域の福祉健康の活性化をめざした活動にも取り

組んでいけたらと考えております。お世話になりますが、どうぞ宜しくお願い致します。
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【監事】  堀切博昭

昨年に引き続き、監事に就任した堀切です。

昨年、当協会が念願の公益社団法人に認可され、協会が掲げる

公益の目的の事業に沿って予算が適格に執行されているか。

新鋭の宮本、日向両先生とロートルの私、堀切の３人体制で当協会

の発展に寄与していきますので各理事の益々のご活躍祈念します。

【監事】  宮本保彦

中途からの視力障害で、今ではスミ字は読めず、点字も自分で打った

カルテがようやく読める程度で、パソコンも思うようには使えません。

最近では、歩行さえもおぼつかなくなってきたような状態で、公益法人

の監事として、重要な責任が果たせるかどうか分かりませんが、それでも、

あはき業界以前の社会経験・知識も合わせれば、少しくらいは役に立てるのではないかと思い

ますので、会員の皆様方のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。

【監事】  日向正彦

このたび、千葉県鍼灸マッサージ師会の監事に就任することに

なりました、佐倉の日向です。

当会は、昨年より公益社団法人になり、その中でのこの大任、公益性

のある法人の監督など私には荷が重いのですが、先輩の監事、理事、

会員の皆様に教わりながら、公益性を保ち、当会と会員の皆様のお役

に立てるように、鍼灸マッサージ同様に頑張りたいと思っていますので、ご指導のほどよろしく

お願いいたします。

【委員】 藤林克仁 【委員】 冨森猛  【相談役】 越川和夫
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スイカロードレース

6/22 日、日曜日に富里市で開かれたスイカロードレースに、ボランティアマッサージ

として当会から 13名参加いたしました。

9 時前後から、すでに会場に施術開始の問い合わせがあり、開始早々、レース前の方

が施術希望をされて結局、中だるみがほとんどなく、12時受付終了までみなさんフル回

転での施術対応となりました。利用者のみなさん、とても喜んでいただいて、また来年

も！！などとうれしいお言葉を多数いただきました。

138 名の方が利用していただき、過去最高人数を記録いたしました。

ご協力いただいた先生方、本当にありがとうございました。

常務理事 川端隆治

事務所移転のお知らせ

このたび公益社団法人 千葉県鍼灸マッサージ師会、

千葉県鍼灸マッサージ協同組合事務所は６月１日より

下記に移転しました。

京成千葉中央駅より徒歩 5分、JR 千葉駅・JR本千葉駅

より徒歩 11分の場所になります。

新事務所では研修室も備えており、学術研修会やその他

いろいろな行事にご使用頂けます。今後とも一層のご支援

を賜りますようお願い申し上げます。

公益社団法人 千葉県鍼灸マッサージ師会

千葉県鍼灸マッサージ協同組合

〒260-0021

千葉市中央区新宿 1-8-11 千葉新宿ビル ３階

電話：０４３-３０１-３４８９

FAX ：０４３-３０１-３４９９
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今後の予定

日程 内容 場所

7/20・21(日) (月) 関東ブロック協議会 新潟

8/3(日) 第１回鍼灸マッサージ師会女子勉強会 千葉県師会事務所 研修室

8/8(日) 千葉学会 サンプラザ市原

9/7(日) 県民公開講座・鍼灸マッサージ祭り 千葉市民会館 （小ホール）

※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(tel043-301-3489)までお問合せ下さい

千葉大学東洋医学自由講座

日程 内容 講師

10 月 9 日（木） 入門講座「四診」 並木隆雄

10 月 23 日（木） 特別講義 角野めぐみ

11 月 6 日（木） 鍼灸 村上えい子

11 月 20 日（木） 特別講義 池上文雄

12 月 4 日（木） 金匱要略「瘧病の脈証ならびに治」［第四］ 土佐寛順

1 月 15 日（木） 金匱要略「中風・歴節病の脈証ならびに治」［第五］ 三猪忠道

1 月 29 日（木） 金匱要略「血痺・虚労病の脈証ならびに治」［第六］ 勝野達郎

※千葉大学東洋医学自由講座は、医師や薬剤師の先生も参加される講座です。貴重な機会ですので、

ふるってご参加ください。詳しくは事務局(tel043-301-3489)までお問合せ下さい

鍼灸マッサージ祭り・県民公開講座
～ テーマ 「健康な心と体をつくる。鍼灸マッサージとともに！」 ～

日 時 2014 年 9月 7日（日）

場 所 千葉市民会館 （小ホール）

【9：45】受付

【10：00～10：10】開会式

【10：10～11：10】第一部講演

講師 ヤクルト 薬剤管理師

内容 おなかの中の健康。ヤクルトの健康とは

【11：30～13：45】鍼灸マッサージ無料体験

【12：00～13：00】千葉県鍼灸マッサージ協同組合福引券抽選会

【14：00～15：30】第二部講演

講師 早稲田大学名誉教授 春木 豊 先生

演題「心と体の健康の為に～ 呼吸法・筋弛緩法・姿勢訓練・瞑想法～」

【15：30～15：40】 閉会式

早稲田大学名誉教授

春木 豊先生
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千葉県鍼灸マッサージ協同組合よりお知らせ

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

【療養費保険取扱いのご注意】

皆様、患者様・ご家族とのコミュニケーションは取れておりますか？

患者様の状態をご家族や担当医師・ケアマネジャーにご理解をいただけておりますか？

中々、色々な方と理解をしていただくのは大変ですが、患者様の事を考えると日頃の生活で

も気を付けていただくと治療効果も高まり安心と治療効果が上がりますので是非、ご理解をい

ただけるようご説明ください。

説明が苦手やどうしたらという方は組合にご相談ください。一人の相談をみんなで考えること

で多くの組合員・患者様が助かります。

●申請書の患者様の委任欄にはご署名と印鑑を必ずご本人様・ご家族にいただくようお願い

いたします。修正の場合も同様に同じ印鑑。署名をお願いいたします。

（この時に現在の治療内容や状態の報告をしていただけるととても良いと思います。）

●患者様がお亡くなりになった場合は、ご家族のお名前のご署名をお願いいたします。

署名の日付は最終施術日が望ましいです。

（とても悲しいことですが、あまり申請書が遅くなりますと保険者にて追加資料が必要になる場

合があります。上記の点に気を付けてご提出ください。）

●何かわからないことやご不明な点は事務局までご連絡ください。担当理事よりご連絡させて

いただきます。

適切な療養費保険申請に心がけて患者様の為に行っていきましょう。

協同組合 代表理事 染谷雄一

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

お問合せは ℡043-301-3489
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