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第９回湘南国際マラソンはり・マッサージコーナー報告 
                             朝日山 一男 

 

１１月３日、第９回湘南国際マラソンが、大磯プリンスホテルをスタートゴールで２１,７９８名 

の選手参加のもとに開催されました。当会は鍼マッサージコーナーをロッカールームで開

設しました。当日は、気温が２５度まで上がりランナーにとっては、過酷なレースとなり、疲

れ切った選手も多く見受けられました。ゴール付近に設置された、応急処置テントに学生、

教員を配置しましたが、痙攣や脱水で訪れる選手も例年になく多かったようです。 

 施術者３７名、学生３３名と大所帯で、円皮鍼施術１１０名、鍼マッサージ施術３１０名の選手

対応ができました。また、施術の待ち時間を利用し、パフォーマンスを上げる、円皮鍼の

使用方法の講習も実施しました。 

今回は、神奈川県鍼灸師会の会員の方１５名の参加もあり、１ベッド３人体制で望め、余

裕も持って対応ができました。お互い大変勉強になったとの声と意見も寄せられており、

今後の活動をより安全で充実したものにしていくため、再度研修を開く必要性を感じまし

た。研修会は２月８日に企画しております。 

３月の横浜マラソンに向け、４団体（神奈川県鍼灸マッサージ師会、神奈川県鍼灸師会、

日本指圧師会、日本あん摩マッサージ指圧師会）が合同で行う活動の好スタートとなった

大会になりました。 
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体操フェスティバルヨコハマ 2014 

神奈川県体育協会メディカルサービスステーション 
 

荒井  務 
 

平成２６年１１月２日（日）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

ステーションを開設、神奈鍼師会が依頼を受

け、特に浜鍼師会が担当しました。 

体操フェスティバルヨコハマ２０１４は横浜市

体育協会・横浜市体操協会主催で、今年は８２チ

ーム約２,５００名が参加、１０歳未満～１０歳代の新 

体操チーム・クラブ等、２０～７０歳代、３０～６０歳代、５０歳～８０歳代と色々な年代の組み

合わせで、ベリーダンス・太極拳・体操・モダンダンス等が発表されました。 

メディカルサービスステーションでは、医師１ 

名、施術者トレーナー１３名、県体協トレーナー２ 

名、学生（神奈川衛生学園）４名、ベッド６台に 

て施術開始、被施術者９１名（リピート２名含） 

に施術しました。お手伝いの学生は初めてにもか 

かわらず手際よく対応してくれました。 

施術後のアンケート評価で施術効果の評判も大 

変良くスポーツ愛好者に啓発活動ができました。 

 

 

第３６回丹沢湖マラソンはり・マッサージコーナー報告 
沢田 昌子 

 
１１月３０日（日）第３６回丹沢湖マラソンが三 

保中学校グランドで行われました。丹沢湖周辺

や周囲の山々の美しい紅葉を見ながら、約４千

人のランナーが３ｋ・６ｋ・１０ｋ・ハーフのコ

ースを走りました。当日はお天気も良く、例年

になく暖かい一日で室内での施術も、戸外で行っ

た円皮鍼の施術する人にも本当によかったです。 

施術者は２１名、（内神鍼会３名）学生２名。９ベッドで、施術者は２台に３人～４人

で担当し、８時半から２時過ぎまで行い相当忙しい一日でしたが、神鍼会の先生も一緒

に頑張っていただきました。また受付は学生さんが２人で円皮鍼と２か所に分かれまし

たので、どうなるかと思いましたが、手の空いている先生に手伝っていただきスムーズ

な流れで行う事ができました。鍼・マッサージの被施術者は１６１人。円皮鍼は１３６人でした。 
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業務部より 

未病を治すかながわ宣伝協力店として 

神奈川県鍼灸マッサージ師会も登録しました 
 

「未病」とは、健康と病気を２つの明確に分けられる概念として捉えるのではなく、

心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとして捉え、この全ての変化の過

程を表す概念の事です。 

そして「未病を治すとは」とは、特定の疾患の予防・治療に止まらず、心身全体をよ

り健康な状態に近づけることを言います。 

 そのためには、食のあり方や運動、休養などライフスタイルを見直すことが必要にな

ります。 

 こうした概念や取組みは、超高齢者社会に立ち向かうための、全国、世界に先駆けた

「かながわモデル」となります。 

神奈川県では３つに分け、県東・県央・県西で「未病を治す」取り組みをしている段

階です。この取組みは地域経済の活性化に結びつけることも重要になります。未病及び

啓発イベントの開催などにも積極的に参加し、はり・灸・マッサージの日として協力出

来れば業界の普及啓蒙になると思います。 

業務部 梅田  勲 

組織部より 

今年度から、湘南医療福祉専門学校と神奈川衛生学園の学園祭に参加しました。目的

は神奈川県鍼灸マッサージ師会の啓蒙活動です。 

今までの啓蒙活動は卒業式を間近に控えた学生さんを対象に、各学校に訪問し、神奈

川県鍼灸マッサージ師会の説明会を開催してきました。なかなかその説明会だけでは会

員増強に結び付かずにいました。その為、新たな試みとして、私達も学園祭に参加し、

学生さんと一緒に学園祭を盛り上げることによって、神奈川県鍼灸マッサージ師会がよ

り身近な存在となり得ると考え参加させて頂きました。 

 

●９月２０日（土）・２１日（日）湘南医療福祉専門学校 学園祭  

厚生部と協力しブースを出しスライド、パンフレットの展示 
 

●１０月１２日（日）神奈川衛生学園横須賀校舎 学園祭  

学術部小川部長による講演 演題：「ロコモティブシンドローム・転倒予防」 

厚生部梅田勲部長によるスライド、パンフレットの展示 

組織部による綿あめ体験（１００名以上に綿あめを作って頂きました。） 

小川学術部長による講演会には大変多くの方に聞いて頂き大盛況でした。 

 

はじめて参加する学園祭で要領がつかめませんでしたが、今後とも工夫を凝らし学生

さんに認知して頂けるように努力していきます。 
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女子会をしませんか！ 
組織部青年女性担当 沢田 昌子 

 
先日新聞の投書欄に、保育園で「肩たたき」を提案したところ園児が「たたくなんて

よくな～い！」と言ったそうです。「かあさんお肩を叩きましょ」という童謡はどこへ行

ってしまったのでしょうね。肩たたきやお灸という家庭の中で伝承されていた知恵が核

家族の現在失われていく現状があります。 

青年女性部では女性会員で何かできないかと探している中で、浜鍼師会の岩橋先生の

「親子マッサージ」と、鎌倉逗葉師会の林志乃先生の「ベビーマッサージ」を広げよう

としております。すでに岩橋先生は浜鍼師会のイベントで親子マッサージを行っており

ますし、林先生は鎌倉市内の公民館でお母さんとベビーの会でベビーマッサージを行っ

ています。さらに「小児鍼」もふくめ鍼灸マッサージを家庭の中で活用されるように進

めていきたいと思いますし、これらに関連する知識は「小児科」「婦人科」「産科」等、

今後学術ともタイアップしていきたいと思います。 

現在神奈鍼の女性会員は２７０人余です。年齢は幅広く子育て中の会員もいます。日頃

仕事をしながらいろいろ思う事があると思います。それらを皆で話しませんか？ 

来年は「女子会」を開きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

＊みなさまのご意見をお寄せください。 
 

宛 先 神奈鍼事務所 青年女性部 
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第２回神奈鍼杯争奪ボウリング大会 募集！ 
 

待望の大会が下記の通り決定いたしましたので、皆様のお申込をお待ち致しており

ます。厳寒真っ只中ですが思いっきりピンを倒して寒さをぶっ飛ばしましょう！ 
 

記 
 

日 時  平成２７年２月２２日（日） 午後１時３０分スタート 

場 所  ハマボウル （ＪＲ横浜駅西口 徒歩１０分） 

会 費  ３ゲーム、貸靴代込、１名２，０００円 

賞 品  優勝、２位、３位、ＢＢ賞、ハイゲーム賞その他 

募 集  ２０名（定員になり次第締め切らせて頂きます。） 

 

尚、会報１４５号において第１回大会の結果報告で優勝者 向園 隼人様の所属師

会を小田原師会と記載しましたが正しくは湯河原師会でした。 

ここに謹んで訂正しお詫び申し上げます。  

福利厚生部 梅田 春樹 
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支部だより 

藤沢師会 

 

１１月２７日、前日の降雨と打って変わっ 

ての晴天となったこの日、藤沢師会では 

杉山検校所縁の地を巡る、日帰りバス旅 

行を行いました。 

午前８時藤沢を出発し、途中渋滞に巻 

き込まれたものの、１１時前、墨田区千歳 

の江島杉山神社に到着。杉山検校遺徳顕彰会の鹿浜氏の案内で神社を見学。女性宮司の

祈祷を受けました。その後、杉山検校の墓所がある墨田区立川の弥勒寺へ。浅草でウナ

ギ一匹コースの昼食をとり、浅草寺等散策をし、午後６時藤沢に帰ってきました。 

江島杉山神社は、杉山検校が元禄６年、当地（本所一つ目）に屋敷地を拝領し、彼が修

行した江の島の弁天岩窟を模して屋敷内に創建したもので、明治時代に、江の島弁財天

を祀った江島神社と杉山検校を祀った杉山神社を合祀して江島杉山神社となったもの

です。詳細は、江島杉山神社発行の添付資料をご覧下さい。 

杉山検校所縁の地を巡るバス旅行 

 

杉山検校所縁の地を巡るバス旅行 

 

 

 

 

 

 

 

江島杉山神社発行資料 
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助成事業のご報告 
保険局長 角田 敏男 

 
 神奈鍼保険局では、６月１日に開催されました登録者大会においてご承認いただいた

通り、保険局登録会員希望者の中から第１３回東洋療法推進大会へ１名、認定訪問マッサージ

師講習会へ２名の会員に参加していただいています。 

認定訪問マッサージ師講習に関しましては来年にもプログラムが残っていますが、日

程の終了している「第１３回東洋療法推進大会ｉｎ岡山」につきましては、参加いただいた

小田原師会 荒川 隆先生のレポートを神奈鍼ホームページの会員ページに掲載してあ

ります。 

今後は講習いただいた内容を神奈鍼に持ち帰って講義いただくような機会を計画して

いく予定です。 

 

 

                      

鎌倉逗葉師会の講習会の会場が決まりました 
 

平成２７年３月１日（日）１３時３０分～１６時３０分 
 
場所：鎌倉市生涯学習センター 

（JR 鎌倉駅東口（八幡様側）下車、正面大通りを渡り右、郵便局手前） 
 
演題：「緩和医療における鍼灸・手技療法の果たす役割」 
 
講師：埼玉医科大学 山口 智 先生 

神奈鍼会員の皆様へご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
自由民主党川崎市幸区選出の神奈川県議会議員の田中徳一郎です。私は平成２４年より

（一社）川崎市鍼灸マッサージ師会顧問として、鍼灸マッサージ師の先生方から様々なご

相談をお受けして、県議会議員としてそれに対しお応えをしてまいりました。その一つ

の成果として平成２３年以来中断しておりました、神奈川県、神奈川県国保連、県内保険

者と（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会との４者による「はり・きゅう、あん摩マッ

サージ療養費懇談会」の再開を県に対し申し入れ、本年度再開の運びとなりました。 

その中ではり・きゅう療養費の審査基準の明確化が成された事は、皆様ご承知の通り

の事です。厳しさを増す社会保障制度の中で、鍼灸マッサージ師の皆さまが県民の為に

適切に安心して施術に当たって頂く事ができるよう、取扱いのルールの明確化は当然必

要な事と考えます。 

今後も責任政党の一員である自由民主党選出の県議会議員として、県民の健康・福祉

に資する「はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧術」の普及のために尽力して参ります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

保険局より 
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編集後記 早いもので２０１４年もあと何日かで暮れようとしています。会員の皆様に

とって、この１年はどんな年でしたでしょうか？神奈川県鍼灸マッサージ師会は、一般社

団法人として歩み始めて１年が経ちました。２０１５年は更なる飛躍を祈り、賀詞交歓会には 

多数のご出席をいただきますようお願いいたします。 

広報部長：太田 修二 

平成 27 年神奈鍼新年賀詞交歓会のご案内 
 

すでにご案内の通り、平成２７年１月１８日に「神奈鍼新年賀詞交歓会」を開催いたしま

す。新年のはじまりに、ひとりでも多くの会員にお集まりいただき、親交を深め、業団

としての結束をさらに強固なものとしていただきたいと思います。 
 

  ●日  時：平成２７年１月１８日（日）午後６時～午後８時 

（午後５時３０分受付開始） 
 

  ●場  所：ホテル キャメロットジャパン ５階 ジュビリーⅡ 

〒220-0004 横浜市西区北幸 1-11-3 TEL：045-312-2111 
 
  ●会  費：￥１０，０００円（付き添いも同額です） 

＊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。 
   
  ●申し込み：神奈鍼事務所までファクス・郵送・メールで神奈鍼事務所宛 

        お申し込み下さい。 
         

ＦＡＸ番号 ０４５－２４２－７７９１ 

        メールアドレス ｋａｎａｓｉｎ@ａｐｒｉｃｏｔ .ｏｃｎ .ｎｅ . ｊｐ 
                              
  ＊申し込み期限を過ぎていても空席が残っている場合がありますので、 

事務所までお問い合わせ下さい。 

 

  

事務所年末年始休業のお知らせ  
休  業  期  間  

平成２６年１２月２７日（土）より 平成２７年１月４日（日）まで 

● トレーナー研修会のご案内を同封します 

お申込みは直接、神奈川県体育協会へお願いします。詳細は書類をご参照ください。 
 

● メディカルサービスステーションのお知らせ  

〈ハンドボールマスターズ〉 

日時：2015 年 1 月 11 日（日）9：00～ 場所：横浜国際プール 

参加希望者は、直接神奈川県体育協会へお申込みください。 


