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平成28年度
公益社団法人茨城県柔道整復師会定時総会を開催

茨城県柔道整復師協同組合通常総会・日本赤十字社茨城県支部柔道接骨師会奉仕団定例総会も開かれる

平成28年度定時総会に向けて挨拶する市川善章会長

公益社団法人茨城県柔道整復師会（市川善章会長）
の定時総会、茨城県柔道整復師協同組合（鮏川秋雄
理事長）の通常総会と日本赤十字社茨城県支部柔道
接骨師会奉仕団（荒井健吉委員長）の定例総会が5
月15日、水戸市の茨城県総合福祉会館で開催され
ました。
（会員数371名、出席120名、書面参加97名、
委任出席104名で定員数を満たしているので成立）
【公益社団法人茨城県柔道整復師会定時総会】
公益社団法人の定時総会は、一ツ柳明副会長の開
会の辞で始まり、続いて挨拶に立った市川会長は、
「平成28年度定時総会の開催にあたり、一言ごあい
さつを申し上げます。会員の皆様におかれましては、
何かとご多忙のところ、本総会にご出席を賜り誠に
ありがとうございます。
また、日頃から、本会の事業活動・事業運営に多大
なるご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
さて、我々柔道整復師を取り巻く状況は、社会的
信頼性を疑う事件が相次いでいる一方、柔道整復師
及び接骨院・整骨院の急増による競争の激化や保険
組合等の負傷原因の文書照会による受診抑制などが
相俟って、来院患者数が減少するなど未曽有の危機

に直面しております。
このような状況の中、現在、厚生労働省では、柔
道整復師の施術療養費の適切な運用を目指し、これ
からの施術管理者の資格要件として３年程度の実務
経験と研修の受講を経なければ、患者の窓口負担が
１割から３割で済む「受領委任制度」を使えないよ
うにする原案をまとめ検討がされているようであり
ます。
そもそも、これらついては、日整が前々から厚生
労働省に対して要望しているものの１つであり、今
回、検討内容が発表されたことは、我々にとりまし
ては、明るいニュ―スではないかと思っております。
私も、日整の理事として不退転の決意で、その他の
要望事項についても実現させなければならないと考
えておりますので、引き続き、皆様方のご支援・ご
協力を切にお願いします」と挨拶した。
続いて審議に入り、「平成27年度事業報告及び収
支決算並びに平成28年度関東ブロック会通常総会
の議題に対する議決権の一括委任」の３議案を上程
し、すべて原案のとおり満場一致で承認されました。
最後に、竹藤敏夫副会長が閉会の辞を述べ終了し
ました。
【茨城県柔道整復師協同組合通常総会】
その後、茨城県柔道整復師協同組合（鮏川秋雄理
事長）の平成28年度通常総会が開催され、最初に
鮏川理事長が、「先の臨時総会においてご承認いた
だいた協同組合の名称変更について、この４月１日
付けをもって水戸地方法務局へ登記したことを報告
された。
続いて、一昨年度から重点事業として取り組んで
いる衛生材料の共同購買事業が、皆様のご理解とご
協力により順調に推移いるが、この事業の趣旨をご
理解いただけない方が若干いるようにも聞いており
ますので、出来る限り衛生材料等の購入にあたって
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は、協同組合を利用してご購入いただきますよう引
き続きご協力をよろしくお願いします」と挨拶した。
なお、上程された「平成27年度事業報告、収支
決算及び監査報告」並びに「平成28年度事業計画、
収支予算」の５議案は、すべて原案のとおり満場一
致で承認されました。
【日本赤十字社茨城県支部柔道接骨師会奉仕団定例総会】
平成28年度日本赤十字社茨城県支部柔道接骨師
会奉仕団定例総会（荒井健吉委員長）では、上程さ
れた平成27年度事業報告、28年度事業計画の議案
については満場一致で承認されました。
荒井健吉委員長は、
「関東・東北豪雨災害における
復旧活動は、多大な実績を上げ地域住民の方々に貢
献できたのも団員の皆様のおかげです。これからも
職能技術を身に付けた特殊奉仕団として、機動力を
持って活動して参りたいと思いますので、今まで以
上のご協力をお願いいたします」と挨拶しました。

機能訓練指導員認定柔道整復師
フォローアップ講習会を開催

地域包括ケアシステムでの柔道整復師の役割について
講演する藤田正一氏

や様々な事例をあげて解説していただき大変わかり
やすく参考になりました。
機能訓練指導員認定柔道整復師の認定更新の申請
には、認定更新要綱に基づく評価単位の合計が30
単位以上を満たしていることが必須であり、今回の
講習会は10単位を取得することになります。
（広報副部長 髙儀和広）

エコノミークラス症候群 の 予防
と柔道整復師 の 職能技術の 活用
奉仕団委員長

講習会には大勢の会員が出席。柔道整復師の機能訓練
指導員としての役割について講義を受けた

5月15日（日）水戸市千波町の茨城県総合福祉会
館で公益社団法人茨城県柔道整復師会定時総会前に
機能訓練指導員認定柔道整復師フォローアップ講習
会が開催されました。
機能訓練指導員とは、平成12年の介護保険法の施
行に伴い「訓練を行う能力を有すると認められる者」
として我々柔道整復師を始め看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師
に与えられた資格で、指定介護老人福祉施設に一人
以上配置しなければならず、特別養護老人ホーム等
の入所者に対し、日常生活を営むのに必要な機能を
改善し、その減退を防止する訓練を行う者です。
講習会は、午後1時30分から市川善章会長の挨拶
で始まり、講師に公益社団法人日本柔道整復師会保
険部介護保険対策課の藤田正一氏をお迎えして「地
域包括ケアシステムでの柔道整復師（機能訓練指導
員）の役割と市町村への参入等について」と題し、
講演をいただきました。
内容は、介護保険制度を取り巻く現状や、柔道整
復師が実施可能な介護予防事業など、ご自身の体験

荒井健吉

エコノミークラス症候群（深部静脈血栓症・肺塞栓
症）は新潟県中越地震で６名の死者を出していると報
告されている。また今回の熊本県や大分県に発生した
大地震においても、避難所生活を強いられている多く
の被災者に発症し、災害時の社会問題となっている現
状です。
本団においては、これまで東日本大震災（大洗町）、
つくば市での竜巻災害、関東・東北豪雨災害（常総市）
など貴重な救護活動及び復旧支援活動等を行っている
が、特殊奉仕団として職能技術を発揮した事例は少な
い。
このような状況を踏まえ、災害時の外傷応急処置だ
けではなく、他に柔道整復師の職能技術を役立てるこ
とはできないかと考えた際、被災地で余儀なく長期避
難所生活をされている被災者に発症しているエコノミ
ークラス症候群の予防や対策に、我々柔道整復師の技
術が発症予防に役立つのではないかと思いました。
エコノミークラス症候群の代表的予防策は、①適度
に水分を補給する。②弾性ストッキングを履く。③就
寝時は身体を水平にして寝る。④ふくらはぎをマッサ
ージする。⑤数時間おきに足の運動を行う。などがあ
ります。
予防策に対し柔道整復師は被災地活動として、①～
③は生活指導や適切なアドバイスを行う。④において
は、下腿三頭筋を中心に下肢筋群に対しての手技療法
（マッサージやストレッチ等）を施行し、筋の緊張や
硬縮を緩和し下肢の血流を促進及び改善することがで
きる。⑤に対しては運動器機能を熟知した我々柔道整
復師は、より効果的な下肢足部の運動指導を行いセル
フケア対策ができる。また我々の施術は、手当と対話
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を通し心と身体のケアをするので、災害時のストレス
から交感神経優位になっている被災者の心を落ちつか
せ副交感神経優位に導くことができ、自律神経の安定
にも繋がり更に予防効果が高まると考えられます。
上記のように柔道整復師は、被災地（避難所）にお
いて２次的災害である関連死を誘発する恐れのある、
エコノミークラス症候群の予防や対策において、十分
活動、活躍できるものと確信した次第です。
我が柔道整復師会奉仕団も平成22年に結成して以
来、団員各位のご協力、ご尽力のお陰で６年目を迎え
ることができました。これからも職能技術を身に付け
た特殊奉仕団として、万が一発生した災害時には、地
域住民の方々のため機動力を持って活動して参りたい
と思いますが、この機動力は団員一人ひとりのご協力
をいただかなければ成し得ることはできません。今後
も社会に役立つ奉仕団として更に成長したいと思いま
すので、団員の皆様のご支援、ご協力を切にお願いい
たします。

公益社団法人日本柔道整復師会

第38回 関東学術大会
栃木大会を終えて
県西支部

山口光夫
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たプレゼンテーションの練習に至っては、初めての
ことばかりで戸惑いも多々ありました。そんな中、
平成27年9月10日の関東・東北豪雨により鬼怒川の
堤防が決壊し施術室が床上浸水及び半壊の水災被害
を受けてしまいました。行き場のない困惑の中、整
復師会の多くの先生方に駆けつけていただき、水害
からの復興に向けて復旧作業の支援や市川会長や会
員の方々の温かい励ましのお言葉も頂戴しました。
このようなご厚情あふれる援助のお礼として、私
も整復師会の一会員として学術大会に向けて、再び
己を奮い立たせる原動力となりました。
そして、学術大会当日に至り、市川会長、鈴木学
術部長、諸先生方や友人の親身なる応援やご協力ま
たご配慮もあり、前日のリハーサルから学術発表を
無事に終えることが出来ました。
最後になりましたが、関東学術大会という大舞台
において、滞りなく研究発表を終えられたこと、関
東・東北豪雨での水害から早期に復旧出来たのも公
益社団法人茨城県柔道整復師会の多くの仲間に支え
られていることを実感しました。皆様方に多大なる
感謝とお礼を申し上げるとともに、整復師会の一会
員であることを誇りに思い、これからも柔道整復師
として前進して行きたいと思います。

私の格言 杖言葉
県西支部

松岡峰夫

私の格言は「一歩前進」です。

一 → 一つ一つ
歩 → 歩んでいこう
前 → 前に前に
進 → 進んでいこう
研究発表を行った山口光夫会員（中央）と市川会長、
鈴木学術部長

この度は、学術副部長の箱守先生より突然のご推
薦により関東学術大会という素晴らしい学会にて研
究発表をさせていただきました。日頃の施術を文章
にして論文として纏めていく作業がこんなにも大変
なことだとは思いませんでした。
題材決定から資料収集、文章の推敲にあたり、何
度も再考し、書き改めていくうちに自分でも何を言
いたいのか分からず、いく度も頭を抱えたものでし
た。これで良いものかと、題材変更も追考し、情報
の再収集、文章の編集を繰り返していくうちに、何
故か過去に記憶のある文章に辿り着き頭の中が錯綜
してしまう程でした。気が付くと月日の経過はあっ
という間でした。鈴木学術部長にも相談をさせてい
ただき、文章の更訂や添削などの指導を施してもら
いました。
ようやく論文が完成し、パワーポイントを使用し

人生や仕事にたいして見栄を張らず無理をせず
に一歩一歩自分に出来ることを心掛けて進んでい
くことです。又、私が柔道を指導している子供達
にも、
「焦らず一つ一つ無理をしないで前に進み
なさい」と教えています。それは子供達が基本を
おろそかにし、無理に練習をしても強くならない
からです。一つ一つの技をきちんとできてから次
の技を覚え一歩前進してほしいからです。
そして、卒団生にも贈る言葉として色紙にこの
言葉を書き贈呈しています。
《訃 報》
小圷 五月（こあくつ さつき）
水戸支部 小圷孔二会員の母
3月21日死去 85歳
久保田 遊亀男（くぼた ゆきお）
水戸支部会員 久保田浩将会員の父
3月27日死去 85歳
中川 一男（なかがわ かずお）
水戸支部 中川文夫会員の父
5月12日死去 94歳
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第26回かすみがうらマラソン
兼 国際盲人マラソン大会救護班活動に参加して
県南支部 八重柏佳祐
４月17日（日）
、第26回かすみがうらマラソン兼
国際盲人マラソン大会が開催されました。
この大会は、茨城県３大マラソン大会（勝田、つ
くば、かすみがうら）の一つで日本陸上競技連盟、
国際陸上競技連盟、国際パラリンピック委員会に公
認されている伝統ある大会です。
当日の天候は曇りで気温も低くやや強い風が吹い
ている中、参加者18,560人のランナーが今大会に
参加しました。
公益社団法人茨城県柔道整復師会県南支部から
18名の会員が救護ボランティアに参加しました。
私たちは午前7時に集合し当日の予定と出席の確
認をした後、3班のグループに分かれ各救護所へと
向かいました。
救護所に着き救護用簡易ベッドや椅子の設置、テ
ーピング用テープ、コールドスプレー、タオル等必
要な備品を用意して準備完了となりました。
給水の用意をしている町内会、婦人会の方々の手
伝いをしていた時、先導していたパトカーがやって
きて車椅子のランナーがあっという間に通過してそ
の1時間後にフルマラソンのトップランナーが通過
し、続いて大勢のランナーがやってきた10数分後
に突然の雨が降り始め、併せて強風が吹き出しラン
ナーたちの負担が増加し救護所に立ち寄るランナー
が増えてきました。
長時間のランニングと悪天候の影響から下腿三頭
筋、足関節、膝関節、股関節や大腿部を痛めるラン
ナーが多く、
なかには低体温症による激しい筋肉痛、
筋痙攣、手指の痺れを訴えるランナーも見受けられ
ました。
治療はマッサージ、ストレッチ、テーピング、ア
イシングを中心に行い、雨で冷えたランナーを乾い
たタオルで拭いて毛布を掛けて身体を温めたりもし
ました。
先輩の先生方の処置と冷静な判断によりレースに
復帰し「頑張ります」と言い再び走り始めるランナ
ーもいましたが風雨が強まり気温も下がった結果、
私たちの救護所ではリタイヤするランナーも増えて
6名ほど数えました。
原因としては筋疲労と大雨と暴風の悪天候による
低体温症が主だったようです。
私もこの悪天候での救護活動は初めてで悪戦苦闘
しましたが先輩の先生方のアドバイスとフォローを
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いただき全力で救護活動が出来ました。
また、風雨で冷えたランナーに温かい飲み物など
を提供していた町内会や婦人会のみなさんの気配り
にも感嘆いたしました。
私もこの救護活動で学んだことが沢山ありまし
た。来年も参加してお役に立てれば幸いです。

初参加!! 県西ゴルフコンペ
県西支部

徳田正義

右2人目初参加の徳田会員
右4人目ホールインワン達成の箱守会員

今回初めて参加させていただきました徳田です。
以前より先輩の先生方からお誘いはあったのです
が、目の前にボールを転がしてしまうくらい下手だ
ったので参加を躊躇していました。
思い切って参加してみると、一日を通して他の先
生方と一緒にプレイすることにより、いろいろな話
しを聞いたり話したり、交流が持てたことがとても
楽しかったです。
プレイ中に後ろのホールで大歓声と人だかり。何
事かと思ったら箱守先生がなんとホールインワン！
直接みることができず残念でしたが、その賑やかな
雰囲気に参加者一同盛り上がりました。
ゴルフを通して会の皆の一体感や交流が増えて満
足したコンペになりました。

救 護 員 派 遣 の 近 況
４月10日
（日）
平成28年度茨城県バスケットボール協会春季家庭婦人大会
内原ヘルスパーク体育館
嶋﨑英恭、中川文夫（水戸支部)
５名の選手にテーピング等の処置をしました。
４月17日
（日）
平成28年度茨城県バスケットボール協会春季家庭婦人大会
笠松運動公園体育館
福田貴雅、宮田俊一郎（県北支部）
22名の選手にテーピング等の処置をしました。
４月17日
（日）
第26回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン
22.5㎞地点
八木下雅道、新井誠一、出沼秀樹、渡辺昇平（県南支部）
50名のランナーにストレッチ、テーピング、アイシング等の処置をしました。
32.5㎞地点
篠﨑則男、山田通章、和地勲、竹藤憲司、八重柏佳祐、礒貝弥史（県南支部）
27名のランナーにストレッチ、テーピング、アイシング等の処置をしました。
35㎞地点
坂本道彦、市川博章、横島賀儀、高橋康敏、原井佳野、倉田裕貴、小林哲也、
横須賀千晶（県南支部）
87名のランナーにストレッチ、テーピング、アイシング等の処置をしました。
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「高齢者のための
元気アップ体操教室」

（5）

整復師の業務拡大のため、ご理解くださいますよう
よろしくお願い申し上げます。そして、これからの
時代を変えていきたいと思います。

の勉強会が開かれる
水戸支部

高田敬

渡邉憲史（県北支部）
渡邉プン♀
1歳8カ月
性格 臆病
好きな食べ物 鶏肉

庄司智也会員がスライドで解説した後、
実技体験も行われた

平成28年4月10日（日）カスミつくばセンターに
て、県南支部会議が開かれ、合わせて「高齢者のた
めの元気あっぷ体操教室」が行われました。
今回は、今まで県内各地で行われた「高齢者のた
めの元気あっぷ体操教室」の取り組みを、県南支部
会員の先生方に知っていただくための勉強会でした。
庄司智也介護副部長がスライドで解説し、私が皆
さんの前で体操を行い、その後、参加者に体操を体
験していただきました。
介護保険制度は、年々変化しております。来年度
からは、本格的に介護予防・日常生活支援総合事業
が始まります。
その中で、通所介護（デイサービス）等の制度に
変更があり、ある意味で、柔道整復師も機能訓練指
導員として通所介護など、介護保険制度に参入しや
すくなります。
しかし、そのためには、会員の先生方の介護保険
制度に対する理解と、機能訓練指導員としてのレベ
ルアップが必要となります。
今回は、
そのための勉強会として行われましたが、
勉強会に対する先生方の反応も、アンケートでは、
介護保険制度に対してもっと勉強したい、取り組み
たいという声が多数聞かれました。
今後、公益社団法人茨城県柔道整復師会介護部で
は、県内各地でこういった取り組みを実施していき
たいと考えております。また、具体的に介護保険制
度に参入していくために県内各地の市町村や老人介
護施設と交渉していきます。
そのためには、会員の先生方には、ご支援やご協
力をお願いすることも多々あると思いますが、柔道

プードル×ゴールデンレトリーバーの二重純血種のゴ
ールデンドゥードゥルという犬種です。家に来た当時は
コロコロと可愛く、いつの間にかあっという間に大きく
なりました。
いつも留守番でイタズラをして妻の逆鱗に触れるプン
ですが、めげずに日々 イタズラを繰り返しています…。

会員になって想う！
県西支部

松本かおり

昨年入会させていただきました、松本
かおりと申します。
私は専門学校時代から現在まで、古河
市で開業しておりました父のもとで学ん
でまいりました。父は昨年他界しました
が、父から教わった患者様への接し方・技術・特に笑顔
を大切に日々努力しております。
会員になって想うというテーマで思い浮かんだのも、
やはり父の姿です。
父が以前、学会や講習会に先生方とともに参加する際
いつも楽しそうでしたので、きっと和やかな会なのだろ
うと私も思っておりました。
いざ入会しましたら、先生方が皆さん気さくな方ばか
りで、新入会員の私にも声をかけてくださり、何かと気
にかけていただき感謝しております。また、保険業務や
書類作成などの質問や相談に親身になって答えていただ
けるのは、大変心強く思います。
また、講習会などで先輩の先生方とお会いする機会も
多いので、
先生方の繋がりがとても強いのも感じました。
私もその一員として精一杯努力してまいりますので、今
後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、入会にあたり貴重なお時間をい
ただきご指導いただきました市川会長はじめ眞中県西支
部長、古河部会の鈴木先生に心より御礼申し上げます。

■新入会員■

岩下 学（いわした まなぶ）
昭和52年12月18日生まれ
香徳整骨院 ひたちなか市柳が丘45－1
029－352－9387
長野 靖志（ながの やすし）
昭和49年8月25日生まれ
つねずみ接骨院 水戸市栗崎町1561－1
029－240－5885
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茨整発 【県民健康講座】
知っておきたい、ぎっくり腰のこと
ぎっくり腰とは
急に腰が痛むこと
を「急性腰痛症」と
いい、なかでもよく
知られているのが
「ぎっくり腰」です。
ぎっくり腰は病名で
はなく、筋膜性腰痛
症や椎間板ヘルニア
などによる突然の激
しい腰痛の総称です。今回は柔道整復師が治療する
機会の多い、靭帯や筋肉を含む筋膜性腰痛症につい
て解説します。

平成28年６月30日（木） 第54号

で冷やすのが原則です。しかし、痛みが軽度の場合
は温めた方が楽になることがあります。また痛みが
強い場合でも、温めることで痛みを軽減できること
が医学的に知られています。発生直後に冷やしたあ
と、腰を温めることで血行がよくなり炎症が早く鎮
静化するので、入浴などで温めます。ただし、温め
ると痛みが強くなる場合は中止します。
２～３日は安静にして、徐々に動く
ぎっくり腰になった直後の２～３日を急性期とい
います。急性期は安静にすることが大切で、場合に
よっては無理をして治療を受ける必要はありませ
ん。急性期を過ぎたら、徐々に動くようにしましょ
う。かつては、「痛みが治まるまで一週間程度は安
静に」と考えられていましたが、ずっと動かないで
いることは、腰痛を悪化させる原因となり、かえっ
て回復が遅れることが近年分かってきたのです。動
かせる部位は無理のない範囲で、積極的に動かすこ
とで回復も早まります。

どんな時に起きやすいのか
ぎっくり腰が起きやすい姿勢は、前かがみで重い 腰にやさしい日常生活の動作
●寝るとき
物を持ち上げたり、後ろにある物を取ろうとして腰
横向きで、両ひざを曲げ背中を少し丸めるよ
をひねったときや、急に姿勢を変えたりするとき、
うにします。
激しい運動で腰を曲げたり、反らしたり、ひねった
●起き上がるとき
ときなど、腰に大きな負担がかかった場合です。
体を横向きにし、肘と手をついて上体を起こ
します。ベッドなら、それと同時に、足を下す
その痛みの仕組みは
ようにします。
腰椎を構成している椎骨と椎骨の間には、「椎間
●いすに座るとき
板」という軟骨の部分と、椎骨と椎骨が直接接して
いすに深く腰掛け、背当てを腰の部分を当て
いる「椎間関節」と呼ばれ、
「関節包」という膜で
るようにします。
包まれた部分があります。さらに、その周辺には「靭
●洗面や台所で
帯」や「筋肉」があります。腰をひねったりして腰
片足を10～15cmの高さの台に乗せるか、片
に急激な負担がかかると、この靭帯が伸びたり、椎
方の太ももを洗面台や流し台に付けるようにす
間板や関節包が損傷します。また同じ姿勢を続けた
ると、前かがみが楽になります。
り、重い荷物を運んだりしたことがきっかけで筋肉
●物を持ち上げるとき
が損傷して激しい痛みが起こるのです。
腰を曲げ伸ばして持ち上げるのでなく、膝を
曲げて腰を落とし、物を自分の方に引き寄せて
痛みを軽くする姿勢とは
から、膝を伸ばすようにして持ち上げます。
ぎっくり腰が発生し、痛みが強い場合には、腰に
負担がかからない姿勢をとるようにします。「膝を
軽く曲げて、横向きに寝る」、「あおむけに寝て、軽 こんな症状は要注意
「楽になる姿勢がない」「発熱を伴う」「冷や汗が
く曲げた膝の下にクッションや二つ折りにした座布
団などを入れる」、「あおむけに寝て、膝を曲げて両 出る」「下肢のしびれが強い」「一週間無理をしない
で過ごしても、痛みが軽くならない」などの症状が
脚を椅子などに乗せる」などの姿勢です。
ある場合は、ほかの病気が関係する腰痛の疑いがあ
るので、すぐに整骨院や接骨院の先生に相談し、他
発生直後は、冷やすのが原則
ぎっくり腰の多くは椎間板や椎間関節周辺の靭帯 の医療機関を受診するようにしてください。
（広報委員 早乙女聰）
や筋肉が損傷し、炎症を起こしています。この場合
は冷やせば痛みが軽くなるので、患部を冷湿布など

編集発行人 市川善章
発行責任者 荒井健吉
編集部員 髙儀和広 早乙女聰 根本光昭 岩本勝久 渡邉憲史
公益社団法人茨城県柔道整復師会 〒 310―0804 水戸市白梅二丁目 2 番 39 号 TEL 029（247）8111 FAX 029（247）8126
E-mail shiraume08@ibaraki.email.ne.jp
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ご存知ですか？

茨城県は
全国自動車盗難件数 増加率
ト１

ワース

年々増え続ける
犯罪やトラブル防止のため、
防犯カメラの設置をお勧めします。

ただいま組合員様特別価格で ご提供中

北関東ファミリー株式会社
０１２０-４８-３３７６
〒310-0842

茨城県水戸市けやき台２-１４-１
ＦＡＸ ０２９-２４８-８５２２

しもつま
温

♨泉

SC

株式会社システムコピー販売

0120-916-903

お客様相談室

http://www.systemcopy.com/
つくば本社 つくば市上ノ室 285-1 水戸営業所 水戸市米沢町 108-2

0299990002- タナカ/02180037

印刷のことなら全ておまかせ！
下妻市長塚乙 70-3 ☎0296-30-5121

代表取締役

田

中

司

郎

情報メディア営業部 水戸営業所

日帰り天然温泉・ホテル・宴会
地ビールレストラン・農産物直売所

〒310-0847 水戸市米沢町１－１
TEL 029（247）1810 FAX 029（247）9568
URL http://www.tanakanet.co.jp
2016.06.02（初校）

84×60.5mm
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団体保険は接骨院経営者の基礎となる保険です！

柔道整復師

総合補償制度
総合保険コンサルタント・賛助会員

アームリ ンク株式会社
代表取締役 小林 和義
TEL 027-255-3233
URL http://armlink.org

TRIO

信頼のネットワーク
地域密着

Door
Door to
to Door
Door
トリオ医科

株式会社

〒 300-1216 茨城県牛久市神谷 6-6-1
TEL029（873）8553 FAX029（873）8796
東京（営）大田区・北関東（営）館林

