
平成 28年度定時代議員総会開催

                 平成２８年６月５日、藤沢商工会館ミナパーク５０１

会議室に於いて、平成２８年度定時代議員総会が開

催された。代議員総数３８名、出席代議員３２名（内

委任状出席８名）

議長に荒井務氏（浜鍼）、副議長に荒川隆氏（小

田原）、議事録署名人には、大沼和江氏（浜鍼）、泉

田博之氏（横須賀三浦）が選出され、議事に

入った。

「第１号議案」 平成２７年度事業報告及び決算報告の承認について → 承 認

「第２号議案」 平成２８年度事業計画及び予算案の承認について → 承 認

「第３号議案」 役員選挙結果報告及びその承認について

→ 深谷大介選挙管理委員長より報告。

１１名の理事、２名の監事が選出され承認。

・会 長（代表理事）   伊勢山竹雄  ・副会長 福利厚生部長 梅田 春樹

・副会長 組織部青年女性部長 大渕 真  ・副会長 会計部次長 沢田 昌子

・総 務 部 長 松野 徹  ・会 計 部 長 往田 和章  ・学 術 部 長 小川 眞悟

・学術部次長 朝日山一男  ・保 険 部 長 角田 敏男  ・広 報 部 長 太田 修二

・業 務 部 長 梅田  勲

・監   事 川口 京子 齋藤 圭吾

「第４号議案」 会費改正について

       全鍼師会の会費が平成２９年度より値上げされるため、

正会費（２００円／月）、準会費（１００円／月）の値上げの提案 → 承 認
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－２－

学術部より

第 43 回学術大会「県民公開講座」のお知らせ

日時：平成 28年 7月 24 日（日）9 時 30 分受付開始

場所：湘南医療福祉専門学校

●第１部 10：00～12：15

演題：「頚背部痛の診かたと鍼灸マッサージケア」

講師：東京大学医学部付属病院 リハビリテーション部門

     主任 粕谷 大智 先生

●第２部 13：15～15：30

演題：「各ブロック代表発表」と講評

講師：東京大学医学部付属病院 リハビリテーション部門

     主任 粕谷 大智 先生

●第３部 15：30～17：00

演題：「地域健康つくり指導者研修会①」

講師：神奈鍼介護予防研究会委員長

     林 秀卓 先生

●問合せ：小川 070-5074-6593

＊チラシを同封しますので、積極的に広報をお願いします＊

平成 28年度 生涯研修認定講座 予定表の修正願います

◆平成 28年 10 月 2日（日）第一回学術講習会の会場が変更となります。

「小田原市民交流センター」→「小田原市保健センター」となります

交通案内～JR鴨宮駅 南口下車徒歩 15分

※受講カードの開催場所も「小田原市保健センター」に修正願います

問合せ：小川 070-5074-6593

◆平成 29 年 3月 12 日（日）小田原尊徳マラソン 小田原アリーナ

問合せ先が、奈良先生→荒川先生となります（090-3330-1340）



第２回横浜マラソンが３月１３日（日）２３，５７５人参加のもとパシフィコ横浜近郊出発

ゴールで開催されました。昨年同様、（公社）神奈川県鍼灸師会２１人、神奈川県指圧師会

９人、（公社）日本あん摩マッサージ指圧師会１２人、（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会

とその協力者４３名の４団体に加え神奈川衛生学園専門学校１９人の合計１０４人の参加スタ

ッフで、円皮鍼施術１４３人、はりマッサージ施術５３３人、合計６７６と過去最高の施術を行う

ことができました。尊徳マラソンと同日開催だったため、昨年より施術者の人数は少なか

ったにもかかわらず、昨年の反省を踏まえ、導線の改善から効率よい施術ができました。

全国から横浜を訪れた選手へのおもてなしができたこと大変うれしく思っております。

当日は、レース後、痙攣を発症する選手が多く、治すノウハウを持っていたことから、

救護所からも多くの選手が送り込まれその対応をすることができました。また、４団体の

先生方の交流もでき充実した一日となりました。リピーターも多く、マラソン大会での被

施術者は、確実に増えています。これからも皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

第２回横浜マラソン

はりマッサージコーナー報告

４団体の参加で過去最高の選手対応

セラピー委員長 朝日山 一男

今年の尊徳マラソンは、横浜マラソンと日

程が重なったこともあり、神奈川西部の先生

を中心に活動をしました。いつもより少し少ないベッド７台で施術致しました。毎年の事

なので、最近はお客様が始まる前からお待ちになっているのも大変うれしいかぎりです。

朝７時３０分より始めて、１時３０分くらいまでお客様は切れることなく施術し、パイオネッ

クスは６０名弱、施術は１３２人と盛況に終わりました。

全体を通して見ると、ベテランと若い先生をペアにして行いましたが、この方法がとて

も効率が良かったと思います。お互い刺激を受け合い大変勉強になったとの声が聞かれ

ました。また参加者のリストを最後に渡しましたが、ランナー達からも安心して今後、施

術が受けられると喜んでいました。無免許対策や集客に一躍出来たのではないでしょうか。

来年もございますので、皆様のご参加をお待ちしております。

尊徳マラソンに参加

レポート

小田原師会 荒川  隆
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保険局より

保険局登録、保険局審査を通した療養費支給申請のお願い

神奈鍼保険局長 角田 敏男

神奈鍼保険局では、療養費の取扱（保険の取扱）をサポートしています。

１．保険取り使い説明会の開催による適切な支給申請の周知

２．毎月審査会の開催および取扱に関する説明、指導等

３．保険者、国保連合会等による療養費の不支給、返戻などに関する対応、交渉

４．独自に療養費請求管理のソフトウエアを開発、販売、取扱説明

５．全鍼の行っている講習会への参加助成

６．その他

神奈鍼保険局の往田和章理事は、（公社）全日本鍼灸マッサージ師会の副会長及び保険

局長を兼任していますが、全国都道府県や国保連合会、厚生労働省との交渉、協議に参加

するなど、療養費の適切な支給の確保、療養費改定、療養費制度の改善等の場面で大変な

努力をしています。その果実は療養費を取り扱う鍼灸マッサージ師全体、施術を受ける患

者全体に恩恵をもたらしていることは間違いありません。

療養費（保険）を取り扱っている、もしくはこれから取り扱いたいと思っている

多くの神奈鍼会員に神奈鍼保険局登録会員となっていただき、神奈鍼保険局の審査を通

して１件でも多くの療養費支給請求を行っていただく事が、こういった活動をサポート

することになるという点をご理解いただきますようお願い致します。

《保険局登録お問い合わせ》

神奈鍼保険局（神奈鍼事務所） 045－242－7790



「かながわ自民党鍼灸マッサージを考える会」設立

平成２８年２月、本会と（公社）神奈川県鍼灸師会、日マ指圧マッサージ師会の３者にお

きまして「鍼灸マッサージ推進協議会神奈川」（以下 推進協）を結成いたしました。推

進協は賀詞交歓会、納涼祭などの協同開催、神奈川県議会議員に対して鍼灸マッサージ議

員連盟設立を働きかける事を目的としております。

これを受けまして平成２８年４月２２日（金）神奈川県庁舎会議室におきまして、議長経

験者９名、県議団団長、県連政調会長を含む自由民主党所属神奈川県議会議員４５名で「か

ながわ自民党鍼灸マッサージを考える会」（以下 考える会）が設立されました。

５月２３日（月）１１:００よりホテル横浜ガーデンに於きまして推進協および考える会の

懇親会・交流会が開催され、本会からも杉田全日本鍼灸マッサージ師会会長を含む３１名

のご参加を頂きました。

この中で発起人のお一人である牧島功県議会議員から「業団が一つにまとまって活動

を行うようになった意義は大きい」「鍼灸マッサージを取り巻く様々な問題に対し、解決

に向け努力していきたい」「業団の組織強化に繋がるよう力となりたい」といった主旨の

ご挨拶を頂き、推進協からは

． １．神奈川県下すべての地域において「はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧」に対す

る施術補助事業の実施

２．神奈川県下において、地域医療連携の機会の確保

３．「みびょうを治すかながわ宣言」に基づく事業において、専門職種としての地位の

確保

４．「県民のための健康推進事業」に対し公的な支援が受けられるよう働きかける

といった４項目の活動指針を示し、考える会に協力を要請いたしました。

今後、推進協では定期的な考える会との勉強会等を通じ、会員・県民の利益となるよう

活動指針の実現に向け行動してまいります。

「考える会」にご参加いただいた県議の皆さまの名簿は、先の代議員総会にて配布させ

て頂きましたほか、近日中にホームページに掲載させていただきます。

会員の皆さまにおかれましては、地元での考える会所属議員の方へのご支援をお願い

いたします。
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総務部より

－６－

発行済み厚生労働大臣免許保有者証の件

厚生労働大臣免許保有者証が発行された会員のなかに、以下のような理由でまだお渡

しできない方がいます。

１．はじめから送付用の封筒が同封されていない方

２．封筒は同封されているが、貼られた切手が料金不足で送る事ができない方

３．送付したが神奈鍼に戻って来てしまった方（配達時にご不在だったため、不在届

けが投函された日の翌日から数え７日間郵便局に保管されたのち、送付元の神

奈鍼へ返還されました）

お届けする方法は次のどちらかでお願いします。

✓ 簡易書留で送付できる切手「３９２円」を貼った定型封筒を、別の封筒に入れて

事務所まで送って下さい

✓ 本人もしくは代理人が事務所まで取りに来ることも可能です。

＊普通郵便で送付したり、単位師会事務所に一括送付するなどのことはできませんので

ご了承下さい。ご不明な点がありましたら、神奈鍼事務所までお問い合わせ下さい。

神奈鍼事務所 ０４５－２４２－７７９０

◆平成２８年度申請受付

今年度も７月より厚生労働大臣免許保有者証の受付が始まる予定ですが、詳しい内

容がわかりましたらあらためてご案内いたします。

初回の受付では、すでに約３分の２の神奈鍼会員に保有者証が発行されています。

前回申請しなかった会員、申請したが何らかの理由で発行されなかった会員は、是非

今回申請下さい。

＊本籍地や氏名、免許番号に変更があった場合は、東洋療法研修試験財団に書き換え交付

申請を完了の上申請して下さい。

書き換え申請が完了していないという理由で前回６８９名の申請者のうち３７名が保有者

証未発行となっています。

書き換え交付申請の方法は「東洋療法研修試験財団ホームページ」に情報が掲載してあ

ります。

公益財団法人東洋療法研修試験財団

〒105-0012 東京都港区芝大門 1 丁目 16 番 3 号 芝大門 116 ビル 6 階

TEL 03-3431-8771 FAX 03-3431-8772
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杉山祭開催

去る５月８日（日）、好天のもと、恒例の杉山祭

が開催された。

墓前祭に始まり、江ノ島神社での神恩感謝祭、

岩本楼での懇親会と続いた。藤沢市長をはじめ、

地元藤沢選出の衆議院議員１名、県議会議員２名、

市議会議員３名、杉山検校遺徳顕彰会会長が来賓

として参加された。現代の日本鍼灸法の租である

杉山検校の墓碑は、藤沢市の史跡となっている。杉山検校は毎月江ノ島を訪れ、弁財天

様に管鍼考案のお礼と感謝を続けたと伝えられている。

◆・◆・◆・◆・◆・◆              ◆・◆・◆・◆・◆・◆

福利厚生部より

平成２８年（２０１６年）熊本地震

支援金募金のお願い

すでにご存じの通り、九州地方で４月半ばに発生した熊本を中心とする大地震は多く

の死傷者、避難者を出す大災害となり激甚災害の指定を受けました。

個別に寄付、支援をされている会員もいらっしゃると思いますが、神奈鍼として以下の

通り募金を呼びかけ、支援金として熊本県師会にお送りしたいと思いますのでご協力の

ほどよろしくお願い致します。

募集期間：平成２８年７月１日～平成２８年７月３１日

名 称：熊本地震 支援金

振込口座：郵便振替口座 00230-5-130562

（上記口座宛の振込用紙が同封してあります）

福利厚生部長 梅田 春樹



－８－

青年女性部・組織部共催納涼会 景品提供のお願い

平素は青年女性部の運営にひとかたならぬご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

今年は、本会と公益社団法人神奈川県鍼灸師会・日マ指圧マッサージ会の３団体

合同で『納涼会仮装パーティー』を行うこととなりました。

納涼仮装パーティーを開催する度、神奈鍼の理事、横浜師会、藤沢師会、川崎師

会、各師会長、カナケン、個人の提供者様より景品を提供して頂き、この景品のお

陰で納涼会も大変盛り上がります。今年も各師会並びに多くの方からの景品提供

を賜れること幸いです。景品は、現金で戴いても結構ですし、商品で戴いても結構

です。仮装大会で入賞された方やゲームで当選された方には提供者様より景品を

お渡しして頂きます。現金で提供して頂く方には領収書を発行いたします。

景品の提供は組織部・青年女性部長 大淵までお願い致します。

組織部・青年女性部長 大淵 連絡先
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