
平成27年度未病サポート養成講座が

開催されました
業務部 梅田 勲

かながわ健康財団の主催による「未病

サポート養成講座」を横浜の技能文化会

館にて、２月１４日（日）私達業団を対象

に特別に企画していただきました。

当日は、強風と豪雨の中（一社）神奈川

県鍼灸マッサージ師会の多数の会員と（公

社）全日本鍼灸マッサージ師会、（公社）神

奈川県鍼灸師会、（公社）日本あん摩マッ

サージ指圧師会の総勢８３名の参加を頂き

まして、会場がほとんど一杯になり大盛

況でした。

「食」・「運動」・「社会参加」・「こころの

ケア」３０３３運動等も含めた講義と、実技

では「お口の体操」・「ロコモ体操」・「骨盤

底筋体操」・「コグニサイズ」等をして頂

き、神奈川県保健福祉局から参加会員全

員に終了証が渡され、今後習得された知

識を県民の方々に広めていただきたいと

願います。
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学術部より

平成２７年度

第２回学術講習会報告

学術部 林 秀卓

２月１４日（日）、横浜市技能文化会館において、（公社）全日本鍼灸マッサージ師会と

共催で本年度第二回学術講習会が開催されました。

第１部は、エンネススポーツマッサージ治療院の中野喜文先生をお迎えし、「東京オリ

ンピックに向けて何をすべきか ～施術のグローバル化～」についてご講演いただき、併

せて施術もご披露いただきました。

元自転車競技選手でもあり海外の自転車チー

ムのトレーナー経験も豊富な中野先生のお話

は、東京オリンピックに向けて準備を進めてい

る私たちにとって大変参考になるものでした。

語学力やジェスチャーでのコミュニケーション

といった問診の場でのお話、側臥位での施術が

他国ではなかなか見られない、着衣したままで

のマッサージなど日本式鍼灸マッサージの特

徴、オイルマッサージの特徴など、日本人が外国

人へ施術する上で知っておくべきポイントを細かに説明していただきました。後半はオ

イルマッサージ、インディバ・アクティブの基本的な手技をご披露いただきました。

第２部は、神奈鍼役員でもいらっしゃる帝京大学非常勤講師の朝日山一男先生により、

「オリンピック・パラリンピックに向けてのガイ

ドライン」をご講義いただきました。

我々鍼灸マッサージ師が本当に東京オリンピッ

ク・パラリンピックに参加できるのかという課題

を、過去の我々の活動実績を元にお話しいただき

ました。１９６４年の東京オリンピックには１００名

もの鍼灸マッサージ師が参加したとのお話が出た

ときには、「ぜひ２０２０年も！」との気持ちが沸い

てきました。

また、スポーツ現場での施術における注意点、東京オリンピック参加に向けて、日頃か

ら我々がしておかねばならない活動にも触れていただきました。

２０２０年まであと４年。我々の東京オリンピック参加が少し現実味を帯びてきたように

感じました。

第１部講師 中野喜文先生

第２部講師 朝日山一男先生
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支部だより

～宮城県師会の先生と

合同で実施～
                    

３月６日（日）亘理町鴫原宅と南三陸の枡沢仮設住宅、名足復興住宅、吉野沢仮設住宅

の４か所で被災され方々３９人の施術を行いました。コーディネートは、（一社）ボランティア

東北ファミリア鈴木様にお願いいたしました。

復興住宅は、徐々にできてはいるものの、まだ多くの方が仮設住宅住まいで、明るく気

丈に接して頂けるなかにも、腰・肩の痛みに加え、不眠等の不調を訴える方が多く見られ

ました。「お元気でね。」との声かけに涙される方もおられ、被災の初期対応のみならず、

慢性期の対応についても、しっかりとした指針の必要

性を感じました。

津波で多くの犠牲者が出た「防災センター」は無残に

鉄骨だけを残し、建物の前には、仏像と共に多くの花が

手向けられていました。周囲は土地のかさ上げ工事で

町は一変しており、復興の長期化を肌で感じることが

できました。

今回は、（一社）宮城県鍼灸マッサージ師会の会員５名の皆さんが加わっていただき、

山田幹夫会長も「遠くから来ていただき大変感謝しています。」との挨拶がありました。

一緒に施術を行ったり、地元南三陸近隣の施術所のチラシを配ったりと、新たな連携を築

くことができました。また、二宮ジョイフルハモニカの演奏に、とても癒されましたと大

変喜んでいただけました。

報告 朝日山 一男

南三陸・亘理町震災ボランティア報告

第５ブロック報告

ナイトセミナー

平成２７年９月１０日、小田原保健センター「いそしぎ」にて１８～２０時ナイトセミナーを

開催しました。

講師は、川崎師会会長の小川眞悟先生をお迎えしました。内容は、「訪問マッサージの

評価と実技、地域包括ケアシステム参入について」です。２３名の受講者で、会場はいっ

ぱいになりました。小川先生の流れるような手さばきに目が離せず、時間がアッという間

でした。訪問マッサージの方々も多く、関心の高さが伺えました。

会員の感想

手技・評価表は１回では覚えられず、理解して実践するには回数が必要だと思いました。

講師のお話がわかりやすく、医師との信頼関係を築く上で、大変役立つセミナーでした。



第５ブロック会議

平成２８年２月２４日、おだわら市民交流センターにて行われました。

湯河原師会（梅田勲神奈鍼理事・田代広伸会長）足柄上師会（三鍋太郎会長）

小田原師会（荒川隆第５ブロック会長・柳川政道・安藤誓子）箱根師会は欠席

①梅田理事より…県師会の動向についてと３月６日「サイクルＤＡＹかながわ～自転

車で未病を治そう！～」の依頼があり活動する報告がありました。

②荒川ブロック会長より…小田原市社会福祉協議会のプレゼンに成功し、介護予防教

室に参入できる予定との報告がありました。

③学術委員の三鍋会長より…Ｈ２８年度の学術大会の代表者選考についての話がありま

した。

今回の会場は、今まで使用していた市民会館に変わるもので、小田原駅に近く利便性が

高いセンターです。その後、懇親会では各師会の現状など活発な意見交換が行われ、変わ

らぬ協力体制を認識しました。

広報委員 安藤 誓子

天候がやや危ぶまれましたが、県西地域県政総合センター主催による、神奈川県西部で

最大規模の自転車の祭典「サイクルＤＡＹかながわ～自転車で未病を治そう～」が

３月６日（日）開成町みなみ中央公園で開催されました。

今年の「はりきゅうマッサージの日」に替わる企画として、今回は西湘地区にてのイベ

ントで健康習慣の一環として、サイクリング生活を楽しんで欲しいという思いが込めら

れており、会場では各種体験コーナーをはじめ未病を治すＰＲコーナー等、多数のブース

が設置されました。私達（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会第五ブロックの有志が集

い、参加者には無料での鍼・マッサージ施術などを体験して頂き、終了まで予約が切れる

事無く若干の小雨はあったものの大反響にて終了しました。推定約１５００名程度の来場者

があったとの事です。

業務部・未病治委員長 梅田 勲

サイクルＤＡＹかながわ

～自転車で未病を治そう～
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３月６日（日）、藤沢師会では

「市民公開講座」を藤沢商工会館ミ

ナパークに於いて開催を致しました。

この講座は、藤沢師会と藤沢市が後援、共催する一般市民向けの

事業で、今回で第２０回を迎えました。

本年は「健康長寿の処方箋」～医者いらずの血管マッサージ～

と題し、月刊東洋療法のコラムでもお馴染み、大阪市立大学医学

部名誉教授、井上正康先生をお招きしご講演いただきま

した。募集定員１００名のところ、それを大幅に上回る１７５

名の申込みがあり、多くの方をお断りしなければなりま

せんでした。参加者の大半は高齢者でしたが、予定時間

をオーバーしたにも関わらず、最後まで熱心に聴講いた

だきました。これからも市民の健康維持の一つの手助け

としてお役にたてればと思います。

いきいき健康フェスティバル
２０１５年１０月１７日・１８日の２日間において、市主催の「生きがいふれあいフェスティ

バル」に参加しました。小田原師会では毎年「鍼・マッサージ体験コーナー」を設置し、

来場者に対応しています。

また、昨年から当師会主催による「介護予防教室」を併設しており、今回は「経絡スト

レッチで介護予防を！」のテーマで実施し、来場者からご好評をいただきました。２日間

で鍼・マッサージは８９人の方が受け、介護予防教室には２０人の方が参加されました。

藤沢師会

山北キッズ・カーニバル

２０１５年１１月１４日、山北町健康福祉センターにて町主催の「山北キッズ・カーニバル」

に参加しました。「山北町産業まつり」と併催するイベントで、毎年多数の来場者で賑わ

います。あいにく今回は雨天で会場全体の来場者数は前回よりも少なくなりましたが、当師

会が設置した「子育て支援マッサージ」のブースは例年通り、多くの方が立ち寄られました。

マッサージ利用者には、町ボランティアの協力のもと託児システムが完備されていま

す。試行錯誤の中、前回より託児室の隣室にマッサージブースを設置したことで、利用者

は安心して子供を預け、施術を受けられるようになりました。

広報部 宇佐美 敏宏
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市民公開講座開催

講師の井上正康先生

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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正会員 各位

一般社団法人 神奈川県鍼灸マッサージ師会

会 長 伊勢山 竹 雄

選挙管理委員会 委員長 深 谷 大 介

本会役員改選について お知らせ

平成２８年６月５日（日）に開催される定期代議員総会にて本会役員の改選を

いたします。立候補の方法、選挙の方法など下記にてお知らせいたします。

（選挙の告示）（定款細則第１９条）

（１）選挙期日

総会開催期日前に発行される「会報」等で、選挙公報、候補者名簿、投票

用紙を同封します。平成２８年６月５日(日)、藤沢市商工会館ミナパーク

で開催される定期総会で選挙結果を発表します。

（２）立候補届出の期間及び立候補に関する事項

平成２８年４月１日（金）から４月１５日（金）までに、本会事務所宛に役

員立候補届および必要書類を添えて提出（郵送又は持参する。４月１５日

午後５時まで）ください。（定款細則第２０条参照）

＊推薦状・立候補届出書は事務所にあります。立候補者は事務所まで書類の請求

をお願いします。



今回は過去２回（第１回小田原師会 鈴木静夫先生“面打ち”第２

回藤沢師会 太田修二先生“市民オーケストラ団長”）と比べてガラッ

と内容を変えてみたいと思います。

第３回は社交ダンス競技に情熱を注ぐ、鎌倉逗葉師会の小田良実先生にご登場願いました。

特に本年８月にはリオデジャネイロオリンピックを控えラテンの熱き情熱がヒートアップし

ており、このインタビューで少しでもダンスの素晴らしさを皆様にお伝えできればと思います。

神奈鍼版

無形文化財
第三弾 鎌倉逗葉師会

小 田 良 実 先生

初の女性登場！！

Ｑ：こんにちは！いつも明るく、ラテン系

の乗りで、特に私は小田先生の姿勢の

良さに何時も感心しているのですが、

これらはすべてダンスからの影響が

大きいのではないかと思うのです

が？そこで先ず技能の習得や経験年

数について伺います。

Ａ：ありがとうございます。そのような評

価を頂いて私も嬉しく思いますが経

験としては４年半程です。

Ｑ：次に始められたきっかけ、又は動機を

聞かせて頂けますか？

Ａ：もともと両親がダンスをしていました。

  ５年前、私の兄の病気が原因でダンス

から遠ざかるようになりましたが、良

いダンス仲間の方々に支えられ「あな

た自身がダンスを始めてみない？」と

のお誘いで始めました。

Ｑ：いちばん苦労された点、又は困難と思

われたところは？

Ａ：社交ダンスは私自身が頑張る事は勿論

ですが、リーダーと呼ばれる男性に常

に合わせてリードのもと動き、二人で

ダンスを作り上げていくところが大

変です。お互いが相手のレベルに歩み

寄り、成長することが大切なのです。

Ｑ：ダンスの最大の魅力は何でしょうか？

Ａ：「気」です。相手のリードと言いまし

たが、実は「気」で動かしているので

す。見ていると引っ張っているの？と

思われますが、実際は「こっちに来て

ほしい！」と言う「気」で引っ張りま

す。りーだーや観客、ジャッジにその

「気」を見られているのです。自然  

に見えて、綺麗に踊る方は「気魄」を

感じます。プロになると手を触れ合う

だけで相手の体調や気分が分かると

いう人もいます。鍼灸マッサージの施

術に通じるところがある社交ダンス

は私にとって最大の魅力です。

Ｑ：今後の抱負や後進の皆様にお伝えした

いことはありますか。

Ａ：見ている人が「いいわねー」と言って

もらえるように美しく踊りたいと思

います。先ずは何でもやってみる！仕

事で役に立つこともたくさんありま

す。「出来ない」というのではなく、

声をかけてもらったときは先ずはや

ってみることが大切なことではない

でしょうか。

インタビューの間も情熱的な小田先生

の生き方が伝わってくるようでした。益々

ご自身の人生を美しく踊れることをお祈

りいたします。ご多忙のところ大変に有難

うございました。

“ＳＨＡＬＬ ＷＥ ＤＡＮＣＥ？”

技能名称 社交ダンス（競技）

資 格 名 ＪＤＳＦラテンアメリカン部門Ｂ級、スタンダード部門Ｃ級
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第４回神奈鍼杯争奪
ボウリング大会開催される！！

２月２８日午後１時３０分よりハマボウルにて熱戦が展開され、

なんとハイゲームが１９５Ｐと言うハイレベルな大会となりました。

優 勝 横須賀三浦師会 倉田 美彦さん ５０６Ｐ

第２位 湯河原師会   向園 隼人さん ４６０Ｐ

第３位 浜鍼師会   工藤 英二さん ４５２Ｐ

尚、次年度より過去３ゲーム以上の参加実績より

個人別ハンデキャップを算出し、多くの参加者が優

勝の可能性を秘めた大会にしたいと思いますのでご

期待ください。

福利厚生部 梅田 春樹

厚生労働大臣免許保有者証関連ご報告

昨年神奈鍼会員、会員外含めて６００名を超える申請をいただき処理致しましたが、もう

少しで皆様にお届けできる予定です。なお、発行された保有者証を皆様にお送りする返信

用封筒をご送付いただいていない先生につきましてはお手元に届くのが少し遅れる可能

性があります。

東洋療法研修試験財団に免許の書き換えをしていないなどの理由で返戻のあった２００

件を超える申請につきましては、なんとか間に合うよう電話、書面による連絡、説明会の

開催などできる限りの対応を行いましたが、３月初旬までに確認のできなかった皆様の

分につきましては残念ながら今期のカード発行ができないケースが発生する可能性があ

りますので、あらかじめご了承ください。

総務部より

－８－

福利厚生部より

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

１月１７日（日）、賀詞交歓会がキャメロットジャパン

にて開催されました。 参議院議員候補 三原じゅんこ氏

賀詞
交歓会

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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■今後の予定

杉山祭      平成２８年５月８日（日） 江島神社 岩本楼にて開催

定時代議員総会  平成２８年６月５日（日） 藤沢商工会館ミナパークにて開催

■杉山祭ご案内

日 時：平成２８年５月８日（日）午前１１時より

会 場：江ノ島神社・岩本楼

受 付：岩本楼玄関にて 午前１０時３０分より

行 事：墓前祭（岩本楼で受付後１１時までに杉山和一墓前までお越しください）

神恩感謝祭（墓前祭終了後、江ノ島神社にて神前祭を致します。）

正午より懇親会…岩本楼 電話 ０４６６－２６－４１２１

申 込：平成２８年４月２２日（金）までに師会名、参加者氏名、携帯番号を明記の上

ＦＡＸで神奈鍼事務所までお申し込みください。

会 費：３千円（付き添いも同額です）

＊会費は当日受付にてお支払いいただきます。

神奈鍼事務所 ＦＡＸ ０４５－２４２－７７９１

総務部長 松野 徹

神奈鍼の皆様、こんにちは。大江康弘と申します。
私はこの度、全鍼連盟の最高顧問である、二階俊博自民党総務会長の

強い後押しを受けまして、来る参院選におきまして皆様が所属されてい

る全鍼の推薦候補とさせて頂きました。

和歌山県議に２５才で初当選し、以来、同じ和歌山出身の二階俊博自民

党総務会長と共に、政治ひとすじ（県議連続６期、参議院連続２期）に

頑張ってまいりました。

二階会長のもと、防災や生活道路の整

備等「国民の命」と「暮らし」を守るべく「国土強靭化」を

推し進めているのはもちろんの事、鍼灸マッサージ師の皆様

が無資格者問題で傷つきながらも療養費、スポーツ、災害ボ

ランティア、介護保険、地域包括ケアシステムの中で「国民

の皆様のために役に立ちたい」と強く望まれている事にも大

きな感銘を受けております。

私の強みは、３７年の長い政治活動を通して学んだ「現場主義」。バッチを付けたその日か

ら直ぐに皆さんの声を国に届けます！

一年生議員やタレント議員のように「一から勉強する」必要はありません。今、私達には

そんな時間はありません！今すぐに解決しなければならない問題が山積みなのです。

全鍼師会の皆さんのお声をしっかりと国へ届けるため、全力で取り組みますので、どうか

よろしくお願いします。


