
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

理事 学術部長 小川 眞悟 
 

令和１年１０月２０・２１日に「東洋療法推進大会 in 神奈川」

が、ラグビー・ワールドカップで賑わう、新横浜プリンス

ホテルにて開催されました。神奈川大会は、第１回が箱根

で開催されてから２度目となります。 

「令和元年未病治宣言」 

              のテーマのもと、特別講演 

の神奈川県立保健福祉大学 

学長の中村丁次先生の「未病治と栄養学・医食同源の実践 

が世界を救う」の演題で講義いただきました。 

現代医療と東洋医学を融合し、自然治癒力を最大限高め 

ることの重要性を学びました。 

また、分科会では臨床・研究発表を会員の皆様より質の 

高い発表があり、神奈鍼師会からは、川崎師会の榎本恭子 

先生が発表していた 

だきました。 

毎年ステップアップしている実感もありました。 

その他の分科会も、充実しており素晴らしい大会で 

した。全国から熱心な会員が集まり、有意義な２日 

間となりました。 

 

 

発行人 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  編集者 太 田 修 二 

〒231-0065 神奈川県横浜市中区宮川町 2-55 ルリエ横浜宮川町 304 

TEL.045-242-7790 FAX.045-242-7791 E-mail：kanasin@apricot .ocn.ne. jp  
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令和 元 年 12月 27日発行 

第18回東洋療法推進大会 in 神奈川 

 

 伊勢山会長の挨拶 

特別講演講師の中村丁次先生 



 

  
藤沢師会 岡村 郁生 

 

今回、新横浜プリンスホテルにて二日間にわたり、開催された東洋療法推進 

大会に初めて参加して参りました。 

先日、神奈鍼の広報で今イベントの詳細を御覧頂いた先生も多いかと思いま 

すので、各先生及び講師の方々が発表された内容は割愛させて頂き、雰囲気 

や感想をお伝えしたいと思います。 

まずとても新鮮だったことは、私は藤沢市鍼灸マッサージ師会 

の会員となり１７年程経つのですが、今までこれほど多くの県か 

ら集まってきた先生方と交流する機会に恵まれたことです。 

一回目の講演終了後の親睦会に参加した際に、くじ引きで決まったテーブル席で８名の

先生方、その後テーブルを歩きまわり、また来て頂いたりなどして、北は青森から南は熊   

本など多くの会長や、役員の方々と名刺の交換を緊張しながら有難く 

歓淡していたのですが、私は２０枚位しか持参しなかったので、足りな

くなってしまう程でした。また、役員の先生方が中心となって集まっ

ていることは確かなのですが、他の会合と一体何が違うのだろうかと

思っていたので、数人の他県から新横浜まで来て参加された先生方に 

直接お尋ねしてみたのです。すると全日本鍼灸マッサージ師会の会員であり、その代表で

あるからこそ、この業界を大切に想う心の強さを感じました。具体的に言えば責任感や心

持ちが違うのです。たまたま私の隣に座られた他県の会長をされている先生はご夫婦で参

加されており、お二人とも視覚障害のある方だったのですけれど、治療院を経営しながら

定期的にミニコンサートを開いて（奥様は音大出身）フルートとギターで楽しんでもらいな

がら、東洋医学ならではの未病医学を合間に語って啓蒙活動をしていると教えてくれました。 

今回のイベントもそうですが、この神奈川県鍼灸マッサージ師会及び藤沢市鍼灸マッサー

ジ師会の先生方も、様々な災害ボランティアをはじめ、マラソン大会のボ 

ランティアなどで業界そのものに興味を持って頂けるよう、そして増加一 

方の医療費を少しでも下げ、フレイル予防に勤めてもらえるように皆さん 

一人ひとり協力していこうよ！というメッセージが伝わってきて本当に心 

が揺さぶられる二日間でした。とても良い機会を頂きこの場を借りて感謝 

申し上げます。ありがとうございました。  
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藤沢師会 五百旗頭 力 
  

令和元年１０月２０日に新横浜プリンスホテルにての学術講演会、特別講演『未病と栄養、

医食同源の実践が世界を救う』。非常に興味深い講義で西洋医学と東洋医学により如何に

未病を見出して予防治療するか充実した内容でした。又、神奈川県師会の『杉山検校和一

と江の島』。杉山検校和一は管鍼術の祖でこの偉業は日本の鍼術の宝であり、 

未だに中国では太く長い大鍼や長鍼や豪鍼が多く使われている。これは小児 

でも施術が行われている。このドウゼは強すぎて危険を伴う。現代西洋 

医学でも患者さんにダメージの少ない手術が主流になりました。それ 

を杉山検校和一は４００年前に見出す事が素晴らしいの一点に付きます。 



 

  

【講  師】埼玉医科大学 東洋医学科 山口 智 先生 

 

【講演内容】少子高齢化の進む日本において、少子化対策は喫緊の課題 

です。厚生労働省は少子化の原因を｢晩婚化の進行等による未婚率の 

上昇｣と分析しています。そして｢晩婚化の進行｣とともに｢不妊症｣へ 

の対策もクローズアップされてきており、厚生労働省は不妊治療に対しての｢特定不妊治

療費助成事業｣も行っています。 

 今回は、埼玉医科大学東洋医学科より山口智先生をお招さして、この｢不妊症｣にスポッ

トを当てて、日本の抱える社会問題に東洋医学での対応策を考えていきます。 

皆様、ふるってご参加ください。 

 

【開催日時】令和２年３月１５日（日）１３：３０～１６：３０（受付開始：１３：００） 

 

【会  場】深沢学習センター（きらら深沢）第２集会室 

鎌倉市常盤１１１－３ ＴＥＬ：０４６７－４８－００２３ 

モノレール湘南深沢駅から徒歩３分公共交通機関をご利用ください 

 

【会  費】鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会会員 無料 

神奈川県鍼灸マッサージ師会会員 １，０００円 

その他の方           ２，０００円 

 

【事前申込】不要です（直接会場へお越しください） 

 

【問合わせ】鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会 

林 秀卓 

ＴＥＬ：０４６７－４５－２２２１ 

㈱アシスタンス内 

E-mail：ma_assistance@ace.ocn.ne.jp  
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鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会学術講習会 

 

不妊症に対する鍼灸治療の最前線 
 

～骨盤神経・陰部神経などを目標とした治療の実践～ 



 

  

 

 

 
荒井  務 

 

令和元年１１月４日（月）横浜文化体育館 

にて、神奈川県体育協会主催メディカルサー 

ビスステーションを医師１名、施術者トレー 

ナー１６名（内他師会４ 学生０名）ベッド６ 

台にて施術開始、被施術者１４２名に施術しま 

した。今回は参加学生がいませんでしたが、 

スムーズに施術を行う事が出来ました。 

体操フェスティバルヨコハマ２０１９は公益

財団法人横浜市体育協会・横浜市体操協会主

催で今年は６８チーム約２１００名が参加、子供か

ら学生、大人と幅広い年齢層が参加し、日頃

の修練の成果を各団体が発表して盛り上がっ

ていました。 

                   横浜文化体育館は２０２０年９月６日に閉館予

定、来年は新たに建設中の横浜武道館にて１１月８日（日）に開催予定です。来年も参加

ご協力を宜しくお願い致します。 
 

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

 
榎本 恭子 

 

去る１１月１０日（日）８時３０分、気温１８．５     

度Ｃ晴れの熱い気候の中、パシフィコ横浜を

メイン会場に２７，９９２人が参加致しました。 

横浜マラソンでは、鍼マッサージブースを

神奈鍼・神鍼会・日マ会・指圧師会が合同で

行うのみならず、ケアコンディショニングチーム

（以下：ケアコン）として、隣では柔道整復 

師会・スパイラルテーピング協会、アロマ学会が合同で活動を行いました。ケアコンは、

全員が有資格者のみで構成されています。ケアコンのコーディネートは、前回同様朝日山 
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フィールド活動報告 

 

 



 

  

－５－ 

先生が行いました。 

この度の鍼マッサージブースは施術者６６名（神奈鍼他３５名、神鍼会９名、日マ会１１名、

指圧師会１１名）で、５９３人の選手の施術とパイオネックス施術１３５名の合計７２８名の選手

の施術を行いました。この大会はベッド３０台で行うことから、前日は二宮・横須賀・横

浜・川崎等から荷物集荷に回り、当日は午前４時３０分搬入し、施術頂きました先生方に

は、大会要項の変更に伴い６時集合と例年通り大変な状況でした。 

しかし、ご参加頂きました先生方のご尽力のお陰で、多くのランナーが出走前・後にケ

アを楽しみに駆けつけて頂き、大いに喜んで頂きました。また、横浜市体育協会のお力添

えのお陰で、パシフィコ横浜のエリアを確保して頂き、毎回快適に施術を行うことができ

ています。この大会は、事前に研修会及び現場実習を行う事で、施術者のレベルが高いと

主催者や参加頂く選手からも高評価を頂けております。更に、他団体の先生方と交流もで

き、お互いの職種を理解する場にもなり、全国でもまれな大会だと言えます。 

来年には、是非ともご参加頂きたくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、お手伝い頂きました先生方・活動頂きました先生方のお陰を持ち

まして、盛会に無事故で終えることが出来ましたことを心より御礼申し上げます。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

朝日山 一男 
 

 

 

 

１１月２４日（日）丹沢湖の湖畔の三保支所に 

おいて、鍼マッサージ施術を行いました。場 

所が山北町の山奥にあるため、６時５０分新松 

田駅に集合し、車で乗り合わせ現地に向かい 

ました。施術者の人数が１５名と少なかったに 

もかかわらず選手の施術１５０名パイオネック 

ス１１５名の合計２６５名の施術を行いました。 



 

  

 

当日は気温が高くなり、選手は暑かったとみんなが訴えていました。パイオネックスも効

果があると常連者も多く、継続の必要性をあらためて感じさせられました。 

   毎回、丹沢湖の楽しみは紅葉であり、日常

の生活から離れ、心地よい時間を過ごすこと

ができました。名物の猪鍋をごちそうになり、

たい焼き工場でたい焼きを頂きながら、湖畔

を後にしました。 

 

 
 

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

荒井  務 
 

１２月１日（日）第１４回湘南国際マラソン 

は大磯プリンスホテルスタート・ゴールで開 

催されました。フルマラソンは１８，１５３名が 

出走しました。コースは湘南海岸と西湘バイ 

バスを出走する人気大会で、いつもは静かな 

大磯・二宮地区はおびただしい数の選手と応 

援者で大賑わいでした。施術者３１名（神奈鍼 

１９名、神鍼会７名、東京、福島、茨城より５名）、学生６０名、教員２名で、選手４６３名、

パイオネックス１２６名、合計５７９名の選手の対応を行いました。当日は、大変暑く、待って

いる間に気分が悪くなる選手もいたりと対応に追われました。また当日は、学生の参加が多

く午前と午後に分けて参加いただきましたが、学生は大変勉強になったと報告を受けました。 

施術者の人数に比してこれだけ多くのランナーに対応していただいた施術者の方に心

より感謝いたします。 
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日頃より会員の皆様にはセラピー活動に対し、ご協力頂き有難う御座います。後

期活動が決定致しましたのでお知らせいたします。 

申し込みは、同封の申込書を神奈鍼事務所までＦＡＸにてお申し込みください。 

尚、３月１５日（日）に予定されていました、川崎リバーサイド駅伝は、台風１９

号被害の影響により中止になりました。Ａ級・Ｓ級の更新等での現場実習単位につ

きましては、各自管理のもと、他の現場に参加くださいますようお願い申し上げます。 

次に、被災地支援ボランティア活動についてですが、台風１９号での被害が広範

囲のために、東日本大震災発災後より８年間継続してきました支援場所を変更させ

て頂きます。活動日は、３月１５日（日）に行いますが、活動場所は、検討中です。

参加者希望者には、追って連絡申し上げます。 

更に、１月１２日（日）一般社団法人川崎市鍼灸マッサージ師会の４５０回研修記念

行事が開催されます。参加申込状況ですが、第１部の走り方教室は、見学は可能です。

第２部については、会場となるホテルＫＳＰが川崎市の被災地域となります。よっ

て、第２部（はりマッサージコーナー体験会）の企画を本来目的に加え、被災地支

援も併せて行う事になりました。施術にご協力を賜りたくお願い申し上げます。ま

た３部の「オリンピアンによるアドバイス～競技力向上の為のコンディショニング」

については、まだ余裕がございます。 

是非、多くの先生方にご参加頂きたくご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 

－７－ 

後期セラピー活動予定のお知らせ 
 

川崎リバーサイド駅伝中止 

災害支援ボランティア活動について 

期 日 活 動 名 場 所 

1月 12日（日） 

４５０回研修事業 第１部 川崎市立高津中学校 

４５０回研修事業 第２部 ホテルＫＳＰ ７０９号 

４５０回研修事業 第３部 ホテルＫＳＰ ギャラリー 

1月 26日（日） 第１０回湘南藤沢市民マラソン ヨットハーバー先の駐車場 

2月 28日（土） ハンドボールマスター 横浜国際プール 

3月 8 日(日） 

第３３回小田原尊徳マラソン 小田原アリーナ 

第３５回記念大山登山マラソン 伊勢原小学校 

ふじさわボッチャ大会 秋葉台文化体育館 

3月 14日（土） 相模原クロスカントリー大会２０２０ 相模原ギオンスタジアム 

3月 15日（日） ２０２０多摩川リバーサイド駅伝 in川崎 中止 

3月 15日（日） 災害支援 検討中 
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福利厚生部より 

 

●ボウリング同好会 

 

 

活動報告 令和元年８月４日（日） ハマボウル 

PM２：３０スタート 参加者：１１名 
 
今大会では今までかつてない事態がおきまして、参加者のど肝

が抜かれるようでした。３ゲームトータルが６００ピンをオー

バーしたのです。これからもハイスコアに期待です。 

 

報告者：部長 工藤英二 

 
●ＳＵＰ同好会 

 

 

活動報告 令和元年１０月３０日（水） 葉山大浜海岸 

     ＡＭ９：３０～１２：００ 
 
前日までの雨もすっかり上がり、この日は気温上昇、波もベタ

で最高のコンディションの中大浜海岸から真名瀬まで遠出を

し海上散歩を満喫いたしました。 

令和元年１２月より令和２年３月まではシーズンオフで４月か

ら活動再開です。 

 

報告者：部長 梅田春樹 

 
●カナシンサーフィンクラブ 

 

 

第２回カナシンサーフミート  

日時：令和元年９月８日（日） ＡＭ７:３０~９:００ 

場所：大磯  天候：晴れ 

波のサイズ：オーバーヘッド  参加：５名 
 
当日は、台風の影響で波が大きい中、大磯海水浴場でサーフィ

ンを楽しみました。こういう荒れた気象条件の中では、サー

ファーとしての判断力が非常に重要になってきます。治療も

状況判断如何で結果が左右されるという場面に遭遇するこ

とが良くあります。自然相手だからこそ養われる感性をサー

フィンから学ぶことができます。 

報告者：部長 田原靖夫 

 
 

同好会只今活動中！ 
現在、神奈鍼において認可され活動している同好会は下記以外に「ＡＭＧ神奈川ゴルフ

同好会」「世界の食文化研究会」ですがそれぞれ部員募集を行います。 

入部希望者は所定用紙に必要事項を記入して各同好会または神奈鍼事務所にＦＡＸで

申込みください。 

 福利厚生部 梅田 春樹 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年新年賀詞交歓会のご案内 
 
平素は神奈鍼会務にご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。 
令和２年賀詞交歓会を下記の通り昨年同様県内３団体共同で開催致します。ご多用のと

ころ誠に恐縮ではございますが、なにとぞ多くの会員の皆様にご参加いただきますようお
願い申し上げます。すでにハガキにてご案内いたしましたが、申込期限を延長して少しで
も多くの皆様のお申し込みをいただけるようお待ちしています。  

 
記 

 
日  時：令和２年１月１９日（日） 

１８時～２０時（１７時３０分受付開始） 
 

場  所：ホテルキャメロットジャパン 
５Ｆ ジュビリーⅡ 
神奈川県横浜市西区北幸１－１１－３ 
ＴＥＬ：０４５－３１２－２１１１ 
 

会  費：１０，０００円（付き添いも同額） 
＊神奈鍼会員（付き添い）は 
２，０００円を補助いたしますので、 
当日受付にて８，０００円をお支払い下さい。 
 

申 込 み：①所属師会名 ②参加者名 ③携帯電話番号（無い場合は電話番号） 
を添えて神奈鍼事務所までファクス、郵送、もしくは電子メールで 
お申込み下さい。 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４５－２４２－７７９１  
メールアドレス kanasin@apricot.ocn.ne.jp 

 
申込締切：令和２年１月１０日（金） 
 
問 合 せ：神奈鍼事務所 ＴＥＬ：０４５－２４２－７７９０ 

 

－９－ 

総務部より 

●厚労大臣免許保有者証更新の件 

厚労大臣免許保有者証を初年度に申請された方は、令和２年度に更新となります。 

申請方法等詳細につきましては後日ご案内いたします。 

 

●神奈鍼役員改選の件 
来年度は役員の改選があります。選挙に関する通知は神奈鍼定款細則１９条に則って選挙

管理委員会から次号会報でご案内します。 

 

●年末年始神奈鍼事務所休業のご案内 

令和元年１２月２８日（土）～ 令和２年１月５日（日） 

 
 

 


