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役員改選で竹藤敏夫会長が続投
令和元年度（公社）茨城県柔道整復師会定時総会、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整復師会奉仕団定例総会を開く
公益社団法人茨城県柔道整復師会（竹藤敏夫
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
支部柔道整復師会奉仕団（荒井健吉委員長）の
定例総会が5月26日、水戸市の茨城県開発公社ビ
ルで開催されました。
（総会員数 352名、出席会
員 84名、書面参加114名、委任出席 112名、欠
席 42名で定員数を満たしているので成立）

竹藤敏夫新会長は今後とも会員の協力をお願いしました

【公益社団法人茨城県柔道整復師会定時総会】
公益社団の定時総会は、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竹藤会長は「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、日ご
ろから、本会の事業活動・事業運営に多大なるご理
解ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。お陰さま
で平成 30 年度の本会の事業も滞りなく終了すること
が出来ました。重ねてお礼を申し上げます。
」と会員
への会運営に対する感謝を述べ、
「先の臨時総会にお
いて、会員の皆様にご承認いただきました令和元年
度事業計画並びに収支予算につきましては、既に行
政庁であります茨城県へ提出をさせていただき、内

容等の審査も完了しておりますのでご報告をさせて
いただきます。特に、茨城県からは、総じて、明瞭性、
透明性が高い水準で確保され、適切な取り組みが進
められていると評価を得ております。このような状
況の中、皆様もご承知のとおり、我々柔道整復師を
取り巻く環境は、国が進める医療費適正化対策等に
より、柔道整復師と患者さんとの間に治療に対する
乖離が生じているような現象が一部で見られ、受診
の抑制傾向が表れるなど、施術所の管理において未
曽有の危機に直面している状況にあります。よって、
このような状況を打開するためには、何と言っても、
患者さんとの信頼関係を取り戻すことが重要で、治
療に対する懇切丁寧な説明などが最も必要かと考え
ます。そして、患者さんに、今、行っている治療内
容などを理解してもらうことが極めて大切かと思い
ます。
」と、会員へのさらなる協力をお願いしました。
続いて審議に入り平成 30 年度事業報告が行われ
満場一致で承認されました。ほかには同年度収支決
算及び財産目録並びに監査報告。令和元年度関東ブ
ロック会通常総会の議題に対する議決権の一括委任
についての審議が行われいずれも満場一致で採択さ
れました。
また、本年度は役員改選の年にあたることから、
理事立候補者の信任投票が行われ全員が信任を受け
ました。その後、緊急理事会が開催され、竹藤敏夫
会長が再任、副会長は眞中進、荒井健吉の両名に決
まりました。
【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）の令和元年度通常総会が開催されました。執
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行部より平成 30
年 度 事 業 報 告、
平成 31 年度事業
計 画 など、 上 程
され た５議 案 は
すべて満 場 一 致
で 可 決 され まし
た。 ま た、 任 期
満 了に 伴う役 員 組合員一人ひとりの運営参加をと
改 選では全 員が 挨拶する鮏川理事長
信任されました。
【日本赤十字社茨城県支部柔道整復師会奉仕団定例総会】
令和元年度日本赤十字社茨城県支部柔道整復師会
奉仕団定例総会（荒井健吉委員長）が開催されまし
た。 上 程 さ れ た
平成 30 年度事業
報 告 並びに収 支
決算、平成 31 年
度 事 業 計画並び
に収 支 予 算の議
案については満場
一致で承 認 さ れ
ました。
奉仕団基礎研修会、災害救護訓練
に参加を呼びかける荒井委員長

新役員紹介

会長 竹藤 敏夫
先の定時総会の役員改選において、
会員の皆様方の信任をいただき、引き
続き会長に就任いたしました。
これもひとえに、皆様方の温かいご
支援の賜物と深く感謝申し上げます。
ご案内のとおり、我々柔道整復師を取巻く環境は、加
速する少子高齢化という人口構造の変化と国が進める医
療費適正化対策等により、患者の通院抑制を助長するよ
うな現象が顕著に表れ、大変厳しい経営状況にあります。
このような中、国においては、施術管理者の要件
強化や公的審査会の権限強化など要件整備が行われ
たところであります。
よって、我々は、論語に「事を敬して信あり」と
ありますように、自分の仕事に誇りを持ち、適正施術、
適正請求に努め、地域との信頼関係を得ることが最
も重要であると考えます。
日本には、
「和を持って貴しとなす」という精神文
化が広く存在したように、これからも会員の皆様との
対話を重視し、信頼関係をより強固に団結力をもっ
て、
本会の発展のために「挑戦」をしていくつもりです。
そして、会員の皆様方のご期待に添えるよう鋭意

令和元年７月31日（水） 第65号

努力いたしますので、何とぞ一層のご支援とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
副会長 眞中 進
この度の役員改選におきまして、２
期目の副会長としてご信任賜りました
こと、深く感謝するとともに心より御
礼申し上げます。これまで、副会長と
の兼任を含め６年間総務部長として、様々な事業で
会員の皆様に多大なご支援ご協力を賜り、誠にあり
がとうございました。私たちを取り巻く環境は、今
なお厳しい状況が続いておりますが、長い間培って
きた伝統ある柔道整復術を地域住民の方々に理解し
ていただくため、しっかりとした制度とメッセージ
を社会に送りながら、次世代に繋げていくことが大
切であると思っております。この職業に誇りを持ち、
前を向き、会員の皆様の生活圏を守り、地域住民の
負託に応え続ける業界として責務を果たすことがで
きるよう、竹藤会長を補佐し、本会の発展のために
鋭意邁進して参る所存でございます。今後とも、皆
様のご協力、ご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろし
くお願い申し上げます。
副会長 荒井 健吉
この度、副会長という重要な役職に
就任させていただき大変な重責を感
じ、本会と会員の皆様のためにどのよ
うな働きができるかを考えています。
まず私の心構えとして、一つ、竹藤会長の補佐役と
して与えられた責務を全うすること。二つ、
「木を見
て森を見ず」にならないよう、組織全体の現状を見
渡しながら、
目の前の小事を怠らず努めること。三つ、
本会の社会的価値を高め、皆様が今まで以上に「本
会の会員で良かった！」と思えるような組織運営の
一助になるよう働くこと。の三つです。我が業界も
厳しい状況とは言え、会員が皆「利他の精神で自助
努力を継続すれば必ず道は開ける！」と確信してお
ります。今後ともご理解とご協力、そして忌憚の無
いご意見をお願いいたします。
結びに 24 年の長きに亘り本会運営に貢献され、
特に公益活動の柔道を通し、青少年の健全育成に顕
著な功績を上げられた、一ツ柳明前副会長のご尽力
に対し、改めて敬意を表し感謝申し上げます。
総務部長 𠮷原 貴範
役員改選後の理事会におきまして、
2 期目の竹藤会長のもと、総務部長に
任命され大変光栄に思うと共に、その
責務の重大さに身の引き締まる思いで
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す。総務部長として、各部との連携を密にとり、様々
な活動が会員の先生方にとって有意義なものになる
よう補佐し、会全体の運営管理を竹藤会長の指針に
沿って行っていく所存でございます。柔道整復師は
増加しているにもかかわらず、公益社団の会員の増
加は見られず減少傾向にあります。本会の会員であ
るメリットまた、本会以外の個人開業者との差別化
をさらに図り、会員の増加を目指していきたいと考
えております。各先生方のご意見ご提案を真摯に受
け止め、会の運営に生かしていけるよう職務に邁進
する覚悟です。厳しい時代ではございますが、一歩・
一歩前進できるよう精一杯努力いたしますので、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。
経理部長 鮏川 秋雄
去る 5 月 30 日の第 2 回理事会にお
きまして、竹藤会長より藤田博美副部
長と共に経理部を担当するよう任命さ
れました。公益社団法人に移行して 7
年目になりますが、昨年８月の公益認定等審議会の
立入検査では、事業内容・収支決算等は共に模範的
内容との評価をいただいております。今年度も定率
会費等が減収する中、事務局の協力を得て昨年に引
き続き効率化を図ることにより、各事業において例
年通りの予算になっております。今後とも、会員の
皆様方のご指導・ご協力を賜りますようお願い申し
上げ就任のあいさつといたします。
保険部長 谷中 照男
第２期竹藤会長体制のもと、再び保
険部長を拝命しました。すでにご存知
のとおり、国策による被保険者調査な
どにより、柔整業界が逆風下にある中、
公益社団茨城と個人契約者との差が徐々に認知され
ています。会員の皆様の意識、柔整師としてのプラ
イドが保険請求に表れているためと考えられます。
今後、更に保険者と対峙し、公益社団の正当性をア
ピールしてゆく所存です。会員の皆様には、現況を
ご理解のうえ、新保険部に更なるご支援ご協力をお
願いいたします。
学術部長 藤田 利光
この度の役員改選において、竹藤敏
夫会長より学術部長を任命され、新任
務に就任することになりました。平成
25 年より 3 期にわたり、微力ながら
総務副部長として業務に専念できましたことは、ひ
とえに皆様方のご支援とご指導の賜でございます。
ここに謹んでお礼申し上げます。このうえは、心機
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を新たに、一意専心、職務に精励いたす覚悟でおり
ますので前任者同様、何卒、ご支援ご指導を賜りま
すようお願い申し上げます。
広報部長 鈴木 正嘉
この度の役員改選におきまして、広
報部長を任命されました。これまで学
術部を長年担当していましたので、初
めて広報部の担当になり、右も左も分
かりませんが、前任者や広報部員の力をお借りして、
今までと同じように、会員の皆様に有効な情報を発
信したり、整復師会の運営に少しでも協力できるよ
うにしていきたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。また、これからも広報誌の作成にご理解ご
協力のほどよろしくお願いいたします。
事業部長 藁谷 和彦
この度の役員改選におきまして、事
業部長を務めさせていただくこととな
りました。この様な大役を仰せつかる
には、誠に微力でございますが、竹藤
会長をはじめ先輩各位、ならびに会員の皆様のご助
言、ご教導を仰ぎ業務を邁進していく決意でござい
ますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、
事業部の活動は皆様ご承知のとおり、毎年、様々な
救護活動や柔道大会・特別公開講座の開催などを行
なっております。更に本年度は「第 19 回全国障害者
スポーツ大会・いきいき茨城ゆめ大会」に協力する
事業などが予定されております。これら全ての事業
が達成できますよう、これまで以上に会員の皆様方
のあたたかいご理解とご協力を心からお願い申し上
げまして、就任の挨拶とさせていただきます。
介護部長 荘司 智也
この度の役員改選におきまして介護
部長に再任され、その責務の重大さに
身の引き締まる思いでおります。介護
業界も年々制度改定が行われ、今年４
月からは、完全に各市町村単位で日常生活支援総合
事業が開始されはじめ、業界を取り巻く環境はより
厳しいものになってきております。しかし、私たち柔
道整復師は専門職の特性を生かし、運動機能に特化
した分野で、地域包括ケアシステムに参入し、柔道
整復師の必要性と業務拡大を目指し、一人でも多く
の会員の先生方に参加していただきたいと願ってお
ります。微力ながら今まで経験してきたことに、皆
様方の知恵やご指導を仰ぎながら、全力で頑張りま
すので、何卒よろしくご協力のほどお願い申し上げ
就任の挨拶とさせていただきます。
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県南支部講習会
6月16日（日）午前9時30分よりつくば市西大橋の
カスミつくばセンターにて年号が令和に変わって初の
「県南支部講習会」が開催され、49名が参加しました。
今回の講習内容は、最初に茨城県柔道整復師会から
荘司智也介護部長をお招きし、演題「スポーツ現場に
おける応急処置について」の講演をしていただきました。
内容は、荘司部長の長年にわたる経験に基づいた
もので、怪我以外の多岐にわたり、実技を含め、現
場に行っていないとわからない事などの実例を挙げ
て資料と共にわかりやすい解説で勉強になりました。
その後、休憩を挟んで、株式会社エス・エス・ビ
ーから武田健司取締役をお迎えして、演題「なぜ、
今エコーなのか？」の講演をしていただき、柔道整
復師業界の今後の展望、特に、超音波検査の有用性
や、最新の請求書に関する情報などを教えていただ
きました。
今回も有意義な講習会でした。
（広報副部長 髙儀和広）

第41回関東学術大会茨城大会発表に際して
県西支部 柴嵜将志
心臓の鼓動が聞こえるような緊張と高揚感を持っ
たこと、たくさんの先生方から励ましの言葉やねぎ
らいの言葉をかけていただいたこと、前日のリハー
サルからの２日間は柔道整復師としての人生におい
て貴重な経験をさせていただくことができました。
発表させていただいた「中学生野球競技者の肘痛
既往と徒手検査及びエコー所見との関係」は、８年
以上にわたって投球障害調査チームの先生方と協力
し合い、地道に積み上げてきたデータを基にでき上
がった論文であり、チームメンバー全員の共同作品
だと思っています。
投球障害調査チームのリーダーとして相談にのっ
てくださった箱守志農夫先生をはじめメンバーの先
生方、論 文 作 成に
ご 尽 力くださいま
した鈴木正嘉学術
部 長、地 元茨 城で
の学術大会成功の
ために奔 走してく
ださいました竹 藤
敏夫会 長をはじめ
たくさんの大 会 役
員 の 先 生 方、ここ
に改めて心より感
謝を申し上げさせ
竹藤敏夫会長と発表者の
柴嵜将志先生（中央）
、鈴木学術部長
ていただきます。
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第29回かすみがうらマラソン兼
国際盲人マラソンの救護活動に参加
県南支部

横島賀儀

総勢18名の会員が救護員として参加

4月14日（日）平成最後の第29回かすみがうらマラ
ソン兼国際盲人マラソンの救護活動に参加しました。
今回は、総勢18名の救護員が第1救護所（23.5㎞
地点）第2救護所（32.5㎞地点）第3救護所（35.5ｋ
ｍ地点）の救護所で負傷者の救護活動を行い、私は
前回と同様に第1救護所での救護活動に参加しました。
当日の朝はマラソンには丁度良い気温でしたが、
フルマラソンのスタート時間になる頃には徐々に気
温が下がり、風も強くなり体温が奪われリタイヤが
多くなるかもしれないと思いながら待機しました。
当初は、あまり影響がないのかもしれないと思っ
ていましたが、中盤以降になると救護所には多くの
負傷者が入ってくるようになりました。
症状は多岐にわたり、例年は、肩部や背部、腰部
の挫傷や筋肉の硬直が多いのですが、今年は、低温
強風の影響で、特に大腿部、下腿部の痙攣や挫傷が
多く、ストレッチを行い、テーピングで固定を施しコ
ースに復帰するランナーがいた一方で、寒さから低
体温症になってしまったり、筋肉が硬直して思うよ
うに走れず、気力を奪われ、リタイヤするランナー
が多かったのが印象的で、搬送用のバスが3台用意さ
れていましたが乗り切れないほどでした。
今回、隣のテントには、かすみがうら市の保健師
のブースが設置されていて、体温保持のための毛布
の使用などの連携や、リタイヤの通達がスムーズに
取れ、速やかにバスへ案内する事により重篤な状態
に陥るのを防止できたことから、救護活動は、怪我
の治療だけではなく、それ以外の救護もあり、改め
て他職種との連携の重要性を認識しました。
毎回、救護活動を通して、先輩方や仲間と共に学
び治療技術が向上するだけでなく、今回は、周囲と
の連携の取り方など新たな知識を得ることが出来て
おり、
また、
ランナーの方から
「おかげで良くなったよ、
ありがとう」と言葉をかけていただくこともあり、参
加するたびに非常にやりがいも感じております。
かすみがうらマラソン大会の救護活動を通して学
んだことを
日々の治療
に生かし地
域の皆様に
貢献できるよ
う、 そ し て、
今後に生か
せるよう一層
努めてまいり
ます。
救護所にて負傷者の手当をする会員
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会員になって想う!
県西支部

藤田智之

平成29年9月に入会した藤田智之です。
高校卒業後、東京で13年間修行を積
み、地元桜川市に帰ってきて開業しまし

■新入会員■

県西支部 稲葉
たまど整骨院

（5）

寿律

筑西市玉戸1018-34
☎ 0296-47-6662

県南支部 大久保
すみれ接骨院

智哉

た。開業前は何もわからない私に、先生方からご指導を

守谷市けやき台6-16-27

いただき無事開業することができました。また勉強会や

☎ 0297-50-0113

講習会などに声をかけてもらい会員になって良かったと
思います。これから会の一員として地域の皆様に少しで
も役に立てるよう精進してまいります。

県南支部 大内
すずらん接骨院

土浦市小岩田東1-4-26
☎ 029-899-8596
県南支部 川又

救 護 員 派 遣 の 近 況
4月14日（日）
第29回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン
歩崎公園（23.5㎞地点）
八木下雅道、仲田茂、横島賀儀、君﨑孝弘、八重柏桂祐（県南支部）
大腿部痛、下腿部痛、膝部痛等の76名のランナーにテーピング、
アイシング、マッサージ等の処置をしました。
レンコン組合集荷場（32.5㎞地点）
篠﨑則男、髙橋猛雄、山田通章、和地勲、廣瀬亮介、綿引智子
（県南支部）
大腿部痛、下腿部痛、膝部痛等の231名のランナーにテーピング、
アイシング、ストレッチ等の処置をしました。
沖宿構造改善センター（35.5㎞地点）
坂本道彦、市川博章、渡辺昇平、髙橋康敏、倉田裕貴、山本温菜、
内山星矢（県南支部）
大腿部痛、下腿部痛、膝痛、股関節痛等の204名のランナーにテー
ピング、アイシング等の処置をしました。
5月3日（金・祝）
令和元年度県民総合体育大会兼第74回国民体育大会茨城県選手
選考会（柔道競技）
茨城県武道館 柔道場
荒井健吉、藤田智之（県西支部）
負傷者なし
6月9日（日）
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会茨城県選手選考会
筑西市下館総合体育館
荒井健吉、松岡峰夫、菊池尚久、藤田智之（県西支部）
顔面を負傷した2名の選手に処置をしました。

超音波エコー使用による野球肘調査研修会を開催
県西支部 箱守志農夫
5月19日（日）つくば市立上郷児童館グランド（旧
上郷高校グランド）で、つくば学園ボーイズと沼崎
少年野球クラブの選手、合わせて32名の野球肘調
査とその研修会を行いました。
エコーの設置場所としてグランド後方の部屋を用
意していただき、調査は練習中に5人の集団を呼び
出し、
練習と同時進行というスタイルで行いました。
株式会社エス・エス・ビーのご協力により、当会の
エコーと同じ機器を貸し出してもらい、1台目は通
常の調査、2台目は研修にと使い分け、32名の肘で
順番にプローブ操作の研
修を行いました。
参加者は本会会員14名、
また昨年に引き続き、水
戸赤十字病院の医師も参
加され、その都度貴重な
ご助言、ご指導をいただ
き大変勉強となりました。

雅夢

つばめ接骨院

勇哉

稲敷郡阿見町本郷3-1-1
☎ 029-846-6183

《訃 報》
倉持 勝一（くらもち かついち）
県南支部 倉持 孝浩 会員の父
4月4日死去 77歳
山上 静江（やまかみ しずえ）
県西支部 松岡 峰夫 会員の母
5月3日死去 95歳
市川 シメ（いちかわ しめ）
県北支部 市川 昌行 本会相談役の母
5月15日死去 91歳
岡田 守生（おかだ もりお）
県西支部 岡田 等 会員の父
6月22日死去 78歳

本格的な夏を迎え体調を崩
しやすい時期ですが、皆様、
体調は大丈夫でしょうか ? 患者さんはもちろんです
が、
施術者側も体調には気をつけていきましょう !（体
調崩して休む訳にはいかないですしね !）
さて、今回より広報委員を務めさせていただくこ
ととなりました。
いつも広報誌を楽しく読ませていただいております
が、
まさか私が作成側になるとは ! 緊張しております…!
先日、会員の先生方と食事をする機会があり、話
している内にふと思ったことがあります。それは「茨
城県柔道整復師会の良い所はどこだろう ? 」
。
私なりに考えてみたところ、色々ありますが何と
いっても団結力ではないかと思います。
竹藤敏夫会長も、
『常に「和」をもって強い「絆」で』
とお話くださいます。
「和」を検索してみると、
【互
いに相手を大切にし、
協力し合う関係】とありました。
まさに団結力 !! 一人一人の力は小さくても、それ
が「和」を持って一つになると物凄く大きな力とな
りどんな困難も乗り越えられる力になると思います。
まだまだ未熟な私ですが、良き伝統がある当会を
広報という形で、地域、社会の皆さんに知っていた
だけるように頑張っていきたいと思いますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。
（広報委員 長谷川秀樹）
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日整全国少年柔道大会の
本県代表選手が決まる

「第28回日整全国少年柔道大会茨城県大会」（公
益社団法人茨城県柔道整復師会主催、茨城県柔道連
盟後援）が7月7日、つくば市の筑波大学武道館柔
道場で開催されました。同大会は、柔道を通じて、
少年少女の健全なる心身の育成に努めると共に、参
加者相互の親睦並びに柔道整復師に対する理解を深
め、柔道の発展に寄与することを目的とし、成績上
位の選手は10月に東京の講道館で開かれる「日整全
国少年柔道大会」の本県代表選手として出場します。
開会挨拶に立った竹藤敏夫大会会長は「選手の皆
さんは日頃の練習成果をいかんなく発揮してケガの
ないように頑張ってください」と激励のエールを送
りました。2年連続全国制覇を果たした実績をもつ
先輩たちに続けと本県代表の栄光に輝いた各選手は
熱い意気込みを見せていました。
代表選手と監督は以下のとおり。
監督 松岡峰夫
４年生の部 優 勝 山﨑悠生（誠錬館）
５年生の部 優 勝 佐藤響希（下館武道館）
５年生の部 準優勝 高野 心（つくば中央柔道塾）
６年生の部 優 勝 秋田蔵之介 （常総市体育協会石下柔道部）
６年生の部 準優勝 水井健介（下館武道館）

10月に東京・講道館で開催される全国大会で活躍が
期待される本県代表選手

第28回茨城花田会研究会を開催
水戸支部 岩本勝久
7月7日（日）つくば市のホテルグランド東雲に
て茨城花田会（木村相徳会長）主催、第28回茨城
花田会研究会が開催されました。
講師に学校法人花田学園日本柔道整復専門学校、
東京有明医療大学講師の根本恒夫先生を迎え「令和
に受け継がれる柔道整復師へ－上肢の骨折と脱臼
－」と題し講演をいただきました。
本会からも日頃の研鑽に熱心な会員が多数参加。
講演では鎖骨骨折から始まり上腕骨、肘関節、前
腕骨、指関節に至るまで骨折や脱臼の多彩な症例を
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踏 まえ、 実 技 に
わたるまで詳細
に解説され３時
間の講演では足
りないような凝
縮された素晴ら
しい内容となり
ました。
日本柔道整復専門学校・東京有明
医療大学講師の根本恒夫先生が講演

茨整発 【県民健康講座】
肩の痛みと足元
最近、四十肩や五十肩などの肩の痛みで困ってい
る方がたくさんおられます。私の整骨院にも肩の痛み
で来院される方がたくさんおられます。その患者さん
方に共通していることがありました。
動かさないと動かなくなってしまうから、痛みを我慢
してでも出来る限り肩の運動に取り組んでおられます。
多くの方は、痛いのを我慢してでも動かした方が良
いと思われているのではないでしょうか。
ところが、強い痛みがある時や、痛みで肩が動かな
くなっていると時は無理に動かさない方が良いのです。
痛みの意味には色々ありますが、痛みを出すことに
よって、動かさないようにして身体を守っている防衛
反応なのです。
ですから、無理に動かさないで安静にしてあげるこ
とが大切なのです。関節に無理がかかり過ぎている
ので痛みが出て、休ませてほしいと身体が訴えている
のです。
基本的には痛みのある関節には安静が第一です。
ただし、肩関節の周りの筋肉が硬くなってしまい肩
関節が動かなくなっているような場合は動かしてあげ
た方が良いです。ただし、無理に動かし過ぎるのは
絶対に良くありません。
皆さんは、動かさなければ動かなくなってしまうと
思い込んでいるみたいです。
痛みの多くは、
「無理をしないで!」という身体から
の声だと思ってください。
肩の痛みの場合も足元の安定が大切になります。
浮き指や外反母趾になっていると姿勢が悪くなり、思
い頭を支えている首の負担が大きくなり、首が痛んで
肩や腕への血流が悪くなります。その影響を受けて、
肩関節のバランスも崩れ関節の痛みが出やすくなり、
なかなか治らない原因にもなってしまします。
肩の痛みが強い時は、絶対に無理には動かさないで
ください。
（広報委員 磯島昌彦）
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おかげさまで

47周年

塚本工業株式会社
ギフトセンターツカモト
茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２８８０－２
℡

０２９－８３４－２５６０

FAX ０２９－８３４－２５６３

～旅のおともに～

エグゼクティブ･メンバーズ･クラブ ダイヤモンド

日本交通株式会社
茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２８８０－1
℡

０２９－８４３－３３８０

FAX ０２９－８４３－３３８０

TRIO
募集代理店

北関東ファミリー 株式会社
http://www.kfamily.net/
0120‐48‐3376
〒３１０‐０８４２

FAX029‐248‐8522

水戸市けやき台２‐１４‐１

■ アフラックサービスショップ ■

け や き 台 店 /
イオンタウン水戸南店 /
ロゼオ水戸県庁前店 /

0120-48-3376
0120-91-8608
0120-97-8659

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
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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

