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神奈川県との災害協定が締結！
令和３年３月２４日（水）１１時３０分、神

奈川県庁にて神奈川県とかながわ鍼灸マッサー
ジ推進協議会が災害協定の締結を祝し、調印式
とセレモニーが行われました。コロナ禍であ
り、縮小しての開催となりましたが、国家資格
としての第一歩を踏み出せたことは間違いあり
ません。かながわ鍼灸マッサージ推進協議会と
は、当会である（公社）神奈川県鍼灸師会と（一
社）神奈川県鍼灸マッサージ師会、日マ指圧マッ
サージ会の神奈川県下三団体が政治活動やボラ
ンティア活動を一緒にやっていこうと設立した
協議会です。既に名簿登録のお願いでお知らせ
はしておりましたが、協議会設立５年目にして
何とか一つの結果を残すことができました。こ

れもひとえに会員の皆様のご理解あってのこ
と。本当にありがとうございます。しかしなが
ら災害協定を結んだということは、責任も生じ
ます。更なる会員の皆様の協力をお願いするこ
ととなりますが、名簿登録を含め、何卒、ご協
力のほど、よろしくお願い申し上げます。

副会長 / 危機管理委員長　秦 宗広
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巻・頭・言

新型コロナウイルス感染症で全世界が混乱を
来しました。その影響により、社会情勢が変化
してきています。後世でこの混乱が世界を変え
たといわれる時がくるでしょう。

さて、私達の業界は厳しい状況の中で業を
行っていかざるを得ません。その中で公益社団
として何をすべきかをますます問われているの
が現状です。アメリカでドライニードルの台頭
があり、日本では慢性疼痛に対して西洋医学に
よる対応が水面下で進んでいます。鍼灸業界の
存在がますます厳しさを増す環境の中では、患
者さんの心を掴み、信頼と感動を提供できる鍼
灸師になっていくしかありません。そして向き
合うのではなく、寄り添っていく気持ちが大事
であると切に思います。

また環境をはじめ、多くの課題が人類に特に
先進国にのしかかってきています。大きな時流
の変化を感じています。業界としては、療養費
が受領委任払いとなり、健康保険適用の形が変
わりました。日鍼会や全鍼会などの７団体が長
い時間をかけ厚労省との折衝を重ね実現に至り
ました。団体としての力がもたらした成果です。
神鍼会も会員各位のご協力やご支援、役員のひ
たむきな努力で今日まで維持されています。そ

して事務局員の働きにも助けられています。神
鍼会の活動は役員の負担が大きいのも事実で
す。一緒に活動していただける方も欲しいです。

先に案内を送付したように神奈川県との災害
協定も締結の予定です。また一般の方・会員の
方に向けての相談窓口を開設致しました。鍼灸
の効果は、形の見えない世界です。神鍼会の活
動が少しでも不安をやわらげ、施術を受けやす
い一助となればと思います。安心安全な施術環
境を整え、鍼灸の権益を確保し、鍼灸の普及・
拡大を目指すことは、県民の幸せな生活に寄与
できると確信しております。

これからも役員一同で良い方向を作るため努
力してまいります。どうかご理解とご支援をい
ただければ幸いです。

会長　清水 慎司
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理事紹介
令和２年度定時総会にて承認された理事の皆様を紹介いたします。

会長
副会長（共益事業統括）
副会長（危機管理委員長）
副会長（公益事業統括、法人管理統括、総務部長）
業務執行理事（財務部長）

清 水　 慎 司
草 山 真 紀 夫
秦　　 宗 広
藤 田　 洋 輔
古 思　 成 人

理事 (組織共済部長)
理事 (学術部長)
理事 (広報部長)
理事 (普及部長)
理事 (広報IT担当)
理事 (保険部長)
理事 (保険副部長)
理事 (総務副部長)

清 水 　 克 紀
大 屋 　 　 朗
平 岡 　 　 遼
秋 澤 　 泰 久
宋 　 　 順 姫
長 野 　 純 也
橋 口 　 知 光
北 原 　 奈 那

監事
監事

森 下 　 　 元
日 野 　 　 博

 近藤　和也（R2.4.1）  加藤百合香（R2.11.1）
井合　貞美（R2.7.1）  山内誠一郎（R2.7.1）

ようこそ神奈川県鍼灸師会へ！皆様のご活躍を期待しております。（敬称略）

 本田　龍一（R1.6.20・42 歳）   岩泉瑠實子（R2.4.26・72 歳・元副会長）
伊藤　昌芳（R1.9.5 ・71 歳・元会長） 神山　靖雄（R3.2.17・77 歳・元監事）
山田　與行（R2.3.22・72 歳）

謹んでご冥福をお祈りいたします。（敬称略）

令和２年度　入会者

令和元年・２年度　物故者
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新理事挨拶

秋澤泰久（普及部長）
今回新たに普及部長

として理事を就任させ
て頂きました。『鍼灸
は素晴らしいものだ』
と一人でも多く知って
頂くためにコロナ禍の
世相ではあっても鍼灸
業の社会的認知向上に
向けて尽力して参りま
す。

橋口知光（保険副部長）
出身も卒業校も神奈

川とは無縁ですが、奇
しくも当会と縁があ
り、保険部員を経て今
に至ります。長野保険
部長とは誕生日が同じ
です。この“縁”を“圓”
にして、堅実に会務を
全うする所存です。

宋順姫（ＩＴ担当）
昨年度まではＩＴ委

員として活動させて頂
いておりましたが、新
たにＩＴ担当理事とし
て活動させて頂くこと
になりました。どうぞ
よろしくお願い申し上
げます。

平岡遼（広報部長）
新 た に 広 報 部 長 に

就任致しました。神奈
川県鍼灸師会の活動を
よりわかりやすくリア
ルタイムに伝えていき
たいと思います。よろ
しくお願い申し上げま
す。

古思成人（財務部長）
今回、新たに財務部

長に就任しました。私
にとっては初めての慣
れない仕事ですが、ど
うぞよろしくお願いい
たします。

大屋朗（学術部長）
初めまして。鍼灸師

界が明るい未来となる
よう、微力ながらお手
伝いさせて頂きます。
学術行事を通して会員
の皆様との交流・意見
交換が出来ればと思っ
ています。宜しくお願
い致します。

北原奈那（総務副部長）
令和２年度より理事

に就任致しました。総
務部副部長と学生委員
管理者を兼任させて頂
きます。どうぞよろし
く お 願 い 申 し 上 げ ま
す。
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令和２年　定時総会報告
副会長 / 総務部長　藤田 洋輔

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう

中、標準予防策や３密予防などの対策を徹底し、

最少人数にて令和２年度の定時総会を例年の当

会事務所ではなく、広いスペースを確保するた

めスマートスペース belle 関内 601 にて開催致

しました。

定時総会は、草山真紀夫副会長の開会の辞に

始まり、服部政博会長（代表理事）の挨拶の後、

妹尾博彦議長の下で上程された議案について、

各担当理事からの説明の後、第１号～第８号議

案の全ての議案が承認されました（右記参照）。

その後、藤田洋輔副会長の閉会の辞を以って、

滞りなく閉会致しました。

第１号議案　令和元年度事業報告の件

第２号議案　令和元年度決算報告の件

第３号議案　令和元年度監査報告の件

第４号議案　令和２年度事業方針の件

第５号議案　令和２年度事業計画の件

第６号議案　令和２年度予算案の件

第７号議案　役員等報酬支給規程改正の件

第８号議案　役員改選の件

議長に選出された妹尾博彦先生

広い会場でソーシャルディスタンスを徹底
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令和元年度
第１回理事会
　令和元年５月６日（日）：抜粋

会場：当会事務所
議事 1．事務局後任者採用の件
議事 2．事務局給与規定の件
議事 3． 事務局給与の件
議事 4． 定款施行規則の会費変更の件
議事 5． 横浜マラソンの合同研修会の参加の

件

第２回理事会
　令和元年５月２６日（日）：抜粋

会場：当会事務所
議事 1． 財務業務外部委託の件
議事 2．学術行事単位管理方法提案の件
議事 3．入会宣誓書改訂の件

第３回理事会
　令和元年１０月１４日（月祝）：抜粋

会場：当会事務所
　議事 1． 慶弔規程変更の件

議事 2．災害医療研修会の講師費確認の件
議事 3． 台風１９号被害対応の件

第４回理事会
　令和２年２月２日（日）：抜粋

会場：当会事務所
議事１．役員報酬規程変更の件 
議事２．当会自主勉強会の件
議事３．杉山和一検校記念像の寄附金の件

第５回理事会
　令和２年３月１日（日）：抜粋

会場：当会事務所
議事１．日本鍼灸師会準会員制度の件
議事２．令和２年度事業計画案および予算案

の件

令和２年度
第１回理事会
　令和２年４月２９日（水祝）：抜粋

＊新型コロナウイルス感染症の現状を鑑み
て、ＷＥＢ会議を試行

会場：ＷＥＢ（コミュニケーションアプリケー
ションＬＩＮＥ使用）

議事１．役員等報酬支払規程改正の件
議事２．総会会場の件
議事３．新型コロナウイルス感染症現況下に

おける会員アンケート調査の件

第２回理事会
　令和２年５月２４日（日）：抜粋

＊総会後の対面会議の為、新型コロナウイル
ス感染症の現状を鑑みて、短縮にて開催

会場：belle 関内 601
議事１．会長選任の件 
議事２．業務執行理事選任の件

臨時理事会
　令和２年６月３日（水祝）：抜粋

＊新型コロナウイルス感染症の現状を鑑み
て、第２回理事会の継続審議をＷＥＢ会議
にて開催

会場：ＷＥＢ（会議アプリケーションＺＯＯ
Ｍ使用）

議事１．役職委任の件
議事２．埼玉県鍼灸師会学術行事業共催の件

臨時理事会
　令和２年７月１２日（日）：抜粋

会場：ＷＥＢ（会議アプリケーションＺＯＯ
Ｍ使用）

議事１．部会改訂の件
議事２．財務業務外部委託の件
議事３．予算再編成の件（新型コロナウイル

ス感染症の現況を鑑みて）
議事４．ＷＥＢ講習会に向けた機材購入の件

第３回理事会
　令和２年１０月４日（日）：抜粋

会場：ＷＥＢ（会議アプリケーションＺＯＯ
Ｍ使用）

議事１．新型コロナウイルス感染症の現況下
における講習会事業の件

（抜粋：詳細はＨＰ掲載の議事録参照）

副会長 / 総務部長　藤田 洋輔

令和元年度及び令和２年度　理事会報告
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学術講習会・イブニングセミナー報告

はじめに、学術部では講習会事業におきまし

て、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

今年度当初の予定通りに事業が開催できず、会

員の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしまし

た。早々に第１回学術講習会を中止し、第１回

イブニングセミナーにてＺＯＯＭを使用した初

のＷｅｂ配信に切り替えました。理事の皆様に

ご協力を頂きながら、他県と比べても早い段階

でＷｅｂ講習会を開催する運びとなりました。

ご尽力頂いた皆様に感謝申し上げます。

[ 第一回イブニングセミナー ]
令和２年７月１日（水）開催

去る７月１日（水）、（公社）神奈川県鍼灸師

会（以下当会）初のＺＯＯＭを使用した講習会

を開催致しました。当会では４月に新型コロナ

ウイルスの影響により、集合形式の講習会を当

面開催しないことを決定し、４月下旬より数回

の会議を重ね、使用するミーティングツールの

検証や、運営・利用者のマニュアル作成、受付

方式・会費集金の変更など多岐にわたり検討致

しました。Ｗｅｂでの講習会は、対面方式では

参加が難しい先生方の参加や資料の事前配布に

より予習ができるなどのメリットが発見できま

した。その反面、各参加者のネット環境や配信

側の諸事情により、音声の不具合や動画の見づ

らさ、実技風景のカメラワークなど多くの課題

も浮き彫りとなりました。今年度は、東洋療法

研修試験財団生涯研修の単位認定がＷｅｂ講習

会の受講でも認可され、今後このような状況が

続く限りはＷｅｂ講習会が主流になってくると

思われます。当会では第二回イブニングセミ

ナーもＷｅｂ講習会とすることを決定し、前回

よりも良い講習会運営になるよう、新たな試み

も検討し準備を進めています。

今回の講習会では菅原亘先生（元キヤノンラ

グビークラブイーグルスヘッドトレーナー、鍼

灸師、アスレティックトレーナー）より膝の機

能解剖から実際の現場処置まで、実技を交えな

がら非常に内容の濃い講習会を開催いただきま

した。参加者の皆さまからは充実のアンケート

結果をいただいております。今回のＷｅｂ講習

会を開催するにあたり、講師の菅原亘先生には

大変なご迷惑をお掛けするとともに、ご理解と

ご協力を頂きました。感謝申し上げます。

最後に当会学術部は、講習会に参加して頂く

皆様の日常診療に対し、少しでも「気づき」を

提供できればと思い開催しています。ぜひ皆様

の参加を待ちしております。

学術部長　大屋 朗

ＺＯＯＭで講義する菅原亘先生
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[ 第２回イブニングセミナー ]
令和２年９月２日（水）開催

第２回イブニングセミナーは「五十肩～パル

ス療法の有効活用」と題し、講師には当会で

もお馴染みの町田雅秀先生をお迎えしました。

５０枚を超える膨大な資料から解剖学、肩関節

の機能、鑑別方法のポイントを絞って解説頂き

ました。パルス療法器は、カナケンさんとセイ

リンさんのご協力を頂き、それぞれの器械を使

用した鍼通電をご披露頂きました。

五十肩の判断は、肩関節に疼痛を生じる疾患

の中から除外をしていくことで確定させていき

ます。我々が施術を行なえるのかの判断が非常

に重要であると再確認できた学び多いセミナー

となりました。

[ 第２回学術講習会 ]
令和２年１２月２０日（日）開催

第２回学術講習会では、「体と心の接点」と

題し、心の面からは杉山雅宏先生、体の面から

は粕谷大智先生をお迎えしました。

我々鍼灸師と心理学の繋がりは非常に重要で

あり、また難しい分野でもあります。杉山先生

には明日から臨床で使える術者としての心構え

を学ばせて頂き、粕谷先生には疼痛を訴える患

者がどのようにストレスを感じ寛解していくの

か、臨床結果を分かりやすく解説して頂きまし

た。当会学術部では今後も心理学的な側面の更

なるアップデートを続けて参ります。

今年度も様々な講師の先生方にご協力頂き、

困難な情勢の中でしたが充実した講習会事業を

展開することができました。来年度も更に充実

した講習会となるよう、学術部一同努めて参り

ますので、皆様是非お気軽にご参加頂きますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

ＺＯＯＭで講演される町田雅秀先生

［第３回イブニングセミナー］の実技風景

［新人研修］の運営風景

受講者
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去る、令和２年１０月２５日（日）に第６回

となる災害医療研修会を開催いたしました。今

回はコロナ禍ということでＺＯＯＭを活用し、

当会事務所よりオンライン配信という形での開

催となりました。配信は初めての経験で音声が

途切れたり、ハウリングを起こしたりとハプニ

ングもありましたが、参加者やスタッフの協力

により、何とか研修会を終えることができまし

た。

研修会は三部構成で行い、第一部の午前は、

「災害医療研修会のこれまで」を当会危機管理

委員長である秦宗広がお話しし、続いて当会会

員であり元横浜銀行支店長である石田伸先生よ

り「鍼灸院経営の“臨床推論”」と題し、コロ

ナ禍により大打撃を受けた鍼灸業界の経営のノ

ウハウをご教示いただきました。

銀行から借り入れをすることが一人の経営者

としての評価につながるなど、明日からの経営

に役に立つ内容ばかりで、大変興味深く拝聴い

たしました。

午後からは第二部。当会理事の平岡遼先生よ

り「ＣＯＶＩＤ－１９の正体を図表で見る！」

と題した、論文などの図表から言えることを分

かりやすく解説いただきました。続いて内科医

である木村朗子先生より「発熱と咳の鑑別診断」

をご講義いただき、続く第３部は、「その症例

は、こう判断する！」というテーマで、石田伸

先生、平岡遼先生、木村朗子先生に、経営、診

療など、コロナ禍だから言えること、聞きたい

ことをざっくばらんにお答えいただきました。

たくさんの参加者から質問が飛び交い、大変有

意義な時間となりました。

今年度で第６回を数えた災害医療研修会です

が、災害協定が結ばれる運びから一旦終了し、

令和３年度からは救命救急講習会を開催予定で

す。平時でも災害現場でも役に立つ救命救急を

一緒に身に付けましょう。

第６回災害医療研修会を終えて
副会長 / 危機管理委員長　秦 宗広

講演する石田伸先生

ＺＯＯＭでの配信風景

質問にお答えする講師の先生方
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令和２年１１月１８日（水）に、かながわ鍼
灸マッサージ推進協議会主催による新型コロナ
ウイルス感染症研修会を神奈川県鍼灸師会事務
所からオンライン配信にて開催いたしました。
参加者は２１名。講義は二部制で行い、講義Ⅰ
では「新型コロナウイルス感染症対策について」
を、講義Ⅱでは「給付金について」ご講義いた
だきました。

講義Ⅰでは、済生会横浜市東部病院・感染症
対策室副室長の大石貴幸先生を講師にお迎え
し、新型コロナウイルス感染症についてをご教
示いただきました。新型コロナウイルスは未知
なところが多くあり、現在世界中で研究されて
います。マスクの重要性、消毒、洗浄の重要性
をお話しいただき再確認いたしました。私達に
できるのは、感染しないように予防することで
あり、飛沫をコントロールすることにより大き
な成果を上げられることを知りました。

講義Ⅱでは、神奈川県中小企業支援課の職員
より給付金の講義を受けました。期限が近いの
で必要な方は早めの申請をお願いしたいとのこ
とでした。私達は行政と連絡を密にし、会員へ
情報を共有することが大切であり、会員のメ
リットに繋がらなければなりません。

かながわ鍼灸マッサージ推進協議会は、これ
からも神奈川県民のため、神奈川県のはり師、
きゅう師、あんまマッサージ指圧師のためにな
るような活動を続けて参ります。

新型コロナウイルス感染症研修会を開催して
副会長 / かながわ鍼灸マッサージ推進協議会 会長　草山 真紀夫

神奈川県鍼灸師会では、鍼灸学校の学生の皆
様に知見を広げていただきたく、学生会員制度
を導入し、年会費３０００円にて当会主催学術
行事の無料参加や当会からの資料送付を行って
います。

学術講習会では第一線で働く鍼灸師から医師
まで、あらゆる分野の講師を招いており、更な
る知識や技術の習得を目指しています。その他、
鍼灸体験事業として県内のマラソンケアボラン
ティアや市民向けの健康講座などの鍼灸の普及
活動などにも力を入れています。

また、令和２年度より新たに学生委員会を設
立致しました。今後は学生委員会の催しとして、
学生の皆様の興味のある分野の講習会企画など
も行っていきたいと考えております。学生時代
からたくさんの知識に触れ、免許取得後に役立
つ経験ができ、学生の皆様がより充実できるよ
うな活動を目指しております。神奈川県鍼灸師
会で一緒に活動してみませんか。学生会員の入
会を心よりお待ちしております。

鍼灸学生の皆様へ（学生委員会よりお知らせ）
学生委員会担当理事　北原 奈那

配信風景
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＜報告＞

保険取扱い初心者講習会を令和２年６月

１４日（日）に横浜市神奈川区のモカ会議所、

１１月１５日（日）に当会事務所にて開催、療

養費適正運用研修会は、９月２０日（日）に

ハイブリッド形式にて開催いたしました。令

和３年度も新型コロナウイルス感染症対策の

ため、療養費適正運用研修会につきましては

ハイブリッド形式の開催を予定しております。

基本はＷＥＢにてご参加いただき、ＷＥＢ環境

が整っていない方は当会事務所にてご参加く

ださい。コロナ禍から人数制限を設ける可能

性もありますので、お早目のお申し込みをお

願い致します。保険取扱い初心者講習会につ

きましては、ＷＥＢでの対応が困難なことか

ら感染症対策をしっかりと行いながら対面で

の開催を検討中です。社会状況等を鑑み、開

催できなくなる可能性もございますが、開催

できるように対応して参ります。変更につき

ましては、メールやＨＰにて告知いたします。

＜お知らせ＞

令和３年１月１日以降、受領委任取扱いの施

術管理者登録をされる方は、施術経験年数に

関わらず施術管理者研修が必須となりました。

関東信越厚生局への受領委任登録をされてか

ら一年以内の研修必須項目となります。また、

神奈川県は特に神奈川県国保の受領委任取扱

いに複雑なところもございますので、当会保

険部へお問い合わせ下さい。

令和３年３月２１日（日）に保険取扱い初

心者講習会を開催いたします。受領委任登録

や神奈川県国保連合会への登録、療養費取扱

いについての内容を分かりやすく説明いたし

保険部からの報告とお知らせ

組織共済部からのお知らせ

普及部からのお知らせ

保険部長　長野 純也

組織共済部長　清水 克紀

普及部長　秋澤 泰久

組織共済部では、会員の皆様の共済活動の
推進をはかり、鍼灸師を守るための活動をし
ています。

昨年は新型コロナウイルス（COVID-19）の
脅威により、会員の皆様の生活も大きく変容
された一年だったと拝察いたします。

昨年度は交流会等の活動は一切できません
でした。次年度以降も厳しい状況は予想され
ますが、組織共済部としては引き続き皆様の
ために活動して参る所存です。どうぞよろし
くお願いいたします。

横浜マラソン２０２０鍼灸ケアコンディ
ショニングは、新型コロナウイルスの影響で残
念ながら中止となりました。また湘南国際マ
ラソンや横須賀シーサイドマラソンも中止と
なりましたが、今年の横浜マラソン２０２１
の開催はできる限りの対策を行い実施する方
向で進めているとのことです。神奈川県は他
県に比べ、スポーツ鍼灸が盛んで自慢の一つ
かと思います。また会員の皆様と共に鍼灸ケ
アができる日を楽しみにしております。

ます。はりきゅう療養費も償還払いから受領

委任制度に変わり２年が経過しましたが、膨

大な量の資料もあり、なかなか一度の受講で

は覚えきれないかと思います。既に初心者講

習会に参加されたことがある方でも、既に保

険取扱いされている方でも会員の皆様は何度

受けて頂いても無料ですので、是非ご活用く

ださい。
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平成２９年３月２２日、馬車道の事務所で産声をあげ、４年が経とうとしています。偶数月の第
１水曜夜７時から９時、漢字好きの会員が集まっています。素門の素読や脉診などに始まり、現在
は「靈樞行鍼篇第六十七」まで進みました。音読することにより、その内容が腑に落ちて来ますか
ら不思議です。昔の寺子屋のようです。どうぞお気軽に覗きに来てください。

令和２年より東京都鍼灸師会と共同の自主勉強会として、毎月第２水曜日の１９時半から２１時
半まで活動しています。「平時にできないことは非常時にもできない」という災害医療の常套句があ
ります。本ゼミでは災害時だけでなく日常の診察レベルを上げるため、バイタルサインの読み方を
主なテーマに掲げ、ショックや膝痛など様々な症例を基にみんなで学んでいます。現在はコロナ禍
のため、ＺＯＯＭを使用してオンラインで開催してますので、若手の先生もベテランの先生も鍼灸
院や自宅のＰＣからお気軽にご参加ください。

発　行　所：公益社団法人 神奈川県鍼灸師会
〒 231-0002
横浜市中区海岸通 4-21 倉田ビル 5F
TEL：045-228-8946
FAX：045-228-8979
e-mail：shinshinkai@iaa.itkeeper.ne.jp
URL：http://kanagawa.harikyu.or.jp/

発　行　者	：清水	慎司（会長）
編集責任者	：秦　	宗広（副会長）
編 集 担 当 	：平岡　	遼（広報部長）
制作・印刷	：（株）キューアイ・マネージ
発　行　日	：令和３年 3月 24日

編集後記編集後記編集後記
灸師の地位向上を目指し、邁進していきます。

また２年後に当会は７５周年を迎えます。先人

の鍼灸師が培ってきた歴史に感謝し、会員の皆

様の慰労を兼ねた式典を開催する予定です。素

晴らしい内容になるよう、執行部一同、誠心誠

意進めて参ります。ご協力をお願い致します。

（Ｈ）

　会報１０７号をお届け致します。二年ぶり

の発行となり、会員の皆様には大変ご迷惑を

お掛け致しました。一昨年前には服部政博会

長が倒れ、昨年は伊藤昌芳名誉会長が他界し、

神奈川県鍼灸師会は大きな変革をせざるを得

ない状況になりました。また昨年の改選で多

くの理事が入れ替わり、新しい執行部となり

ました。模索しながらの一年でしたが、いい

方向に向かっているような気がします。そし

てなんと言っても長年の目標であった「災害

協定」が締結され、令和３年４月１日より神

奈川県と災害協定が結ばれます。やっと他の

国家資格と肩を並べられ、無資格との差別化

ができたのではないでしょうか。大きな変革

ですが、まだまだ小さな変化です。今後も鍼

かながわ古典研究会

災害医療ゼミナール

水先案内人　森下 元

管理人　平岡 遼
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令和３年度・年間スケジュール
諸会議関連

開催予定 定時総会 理事会 業務執行理事会
３月３１日（水・夜） ●
４月１１日（日） ●
５月１９日（水・夜）
５月３０日（日・夜） ●
６月９日（水・夜） ●
６月２０日（日） ●
７月２１日（水・夜） ●
８月１日（日） ●
９月１日（水・夜） ●
９月１２日（日） ●
１１月３日（水・夜） ●
１１月１４日（日） ●
１月２６日（水・夜） ●
２月６日（日） ●

２月２３日（水・夜） ●
３月６日（日） ●

学術講習会・イブニングセミナー・新人研修
開催予定 学術講習会 イブニングセミナー 新人研修

６月２日（水・夜） ●
７月未定（日） ●（日鍼会ブロック共催予定）
８月２２日（日） ●
９月２６日（日） ●
１０月６日（水・夜） ●
１１月２１日（日） ●
１２月１５日（水・夜） ●
１月１６日（日） ●
２月２日（水・夜） ●

＊開催時間など詳しい内容は、当会ホームページ（http://kanagawa.harikyu.or.jp/）をご覧ください。

災害支援鍼灸師養成講座
開催予定 行事名称 開催場所
未定（日） 救命救急初心者講習会 未定

＊開催時間など詳しい内容は、当会ホームページ（http://kanagawa.harikyu.or.jp/）をご覧ください。

保険部　講習会
開催予定 保険取扱い初心者講習会 療養費適正運用研修会
6月 6日 ●
8月 1日 ●
11月 14日 ●
2月 13日 ●

＊その他、会員の皆様よりご提出いただいた療養費の点検を月２回行っております。

普及事業
開催予定 行事名称 備考
6月 13日 一般市民講座「お灸教室」

詳細は改めてご案内申し上げます。

9月下旬 一般市民講座
10月 24日 マラソン事前講習会
10月 31日 横浜マラソンケアコンディショニング
11月下旬 横須賀シーサイドマラソン　ケアコンディショニング
12月上旬 湘南国際マラソン　ケアコンディショニング

交流会等
開催予定 行事名称 備考
随時検討 ワンコイン交流会等 新型コロナウイルス感染症の状況にて開催を検討
12月頃 忘年会 開催有無も含めて適宜案内

自主勉強会
開催予定 名称 備考

偶数月第１水曜日 かながわ古典研究会
毎月第2水曜日 災害医療ゼミナール

＊開催時間など詳しい内容は、当会の郵送物およびメール配信サービスでご確認ください。
＊予定されている日程は、都合などにより変更になる場合もございます。
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Lasper Wave + MC Wave　2つの波による鍼通電

パルス通電後、更にMC（微弱電流）を流すことによって、今までにない相乗効果が生まれます。

設定周波数
微妙な治療の周波数帯を完全カバーした 24段階ロータリース
イッチ（電子音表示）

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

周波数 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

周波数 2 2.5 3 5 7 10 15 20 30 50 75 100

※頻繁に使用する周波数を記憶しています。
※0.1Hzでピーク音ピピ（警告音）を設定しました。

認証番号 220AGBZX00234000
・カナケンディスポ鍼　・カナケンディスポ鍼【はり皿付】
・ディスポ中国鍼　・ディスポ鍼光彩

認証番号 220AGBZX00166000
・カナケンディスポ鍼輝使用する電極

※全て、太さ（0.20㎜）3番針以上をご利用ください。

ラスパーウェーブとは、ソフトな当たりでしっ
かりした刺激を確実に伝える理想の波形です。

Lasper Wave（ラスパーウェーブ）第１の波
MCとはマイクロカレント（微弱電流）の略です。
弊社で発売しているバイオシリーズのノウハウ
が本器の一部に組み込まれています。実績のあ
るデュアル通電をぜひお試しください。
マイクロカレントセラピー：私たちは感じない
程の微弱な電流により生かされています。人間
が本来持っている自己回復機能を細胞レベルの
弱い電流を流すことで細胞の活動に必要なエネ
ルギーATP合成を促進します。最近では自律神
経を整えることでも知られるようになりました。

MC Wave（エムシーウェーブ）第２の波

エース エムシー

鍼電極低周波治療器

＋鍼電極低周波治療器 マイクロカレント
マイクロカレントは実績のデュアルクロス通電方式

この1台で鍼治療は「新たな時代」を迎える

ラスパーA・MC
KE-600  65,000円＋税

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 230ALBZX00034000




