平成 2 9 年度

主な公益事業 報告

◇ 夏期研修会 『気象と鍼灸 気圧と痛みの関係を考える』
市民公開講座『人はなぜ病み、治るのか 〜魂の視点 命の気づき〜』

◇ ・ はり灸無料体験会

親子スキンタッチ教室 + 体幹筋力アップ教室 in 新潟看護医療専門学校学園

◇ 祭 聖看祭
◇ 健康長寿延伸フォーラム 「しっかり食べて健康長寿！」
◇ はり灸無料体験会 in 糸魚川

冬期研修会 『臨床を通じて分かったこと １〜ツボの特性と督脈による全体調整に

◇ ついて』
◇ 新潟シティマラソン2017はり・マッサージケア
◇ 認知症サポー ター 養成講座
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夏期研修会 『気象と鍼灸
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気圧と痛みの関係を考える』

講師

内田

日時

5 月 21 日(日)

講座 15:10〜16:45

会場

万代市民会館

新潟市中央区

聴講者数

智康

H29度公益事業 2018.3.31

松井リバース副院長

13 名
夏期研修会
学術部長 藤原 大輔

5 月 21 日、万代市民会館で通常総会、夏期

意見交換していきたい。

研修会が行われた。総会後の夏期研修会は、当

続いて、長野式の講義では 33 パターンの方

会の内田智康先生による『気圧と痛みの関係』、

式の中から「気水穴処置」についての発表があっ

『長野式による気水穴処置』の 2 本立ての講義

た。五行穴の火穴に圧痛があればその経絡に炎

内容となった。

症があると考え、その炎症を抑えるため、水穴に

“生気象学”という、気象が人体に及ぼす影響

刺鍼し、ツボに当たると、火穴の圧痛が 50%以上

を研究する学問がある。その概念は古くからあり、

軽減するというものである。

西洋ではヒポクラテスの時代、東洋では黄帝内

筆者も実践してみて、かなりの確率で圧痛の解

経にその記載を見ることができる。現代では気温

消を体験している。内田先生の言うとおり、反対

や湿度の変化が身体への影響を及ぼすことは一

に圧痛の出ない患者ではその治療効果も不良と

般的となったが、気圧の変動についてはそこまで

いうことも多い。しかし根気よく治療を続けていく

認識されていないのではないだろうか。今回は内

と、その圧痛が浮き出てくるようになり、一見症状

田先生により、気象痛についてご講演いただいた

の悪化を見せるが、やがて治癒に向かうことを確

ので、以下に報告する。

認する。長野潔先生による長野式治療、有名であ

臨床家ならば誰でも経験するだろう施術後の

るにも関わらず今回はじめてその一端にふれ、臨

症状悪化、原因はオーバードーゼ、瞑眩、使いす

床応用しやすい治療法だと感じている。 33 パ

ぎ等様々あるが、天気との関係を疑問に思い、気

ターンあるようなので次回にも期待し、今回の研

圧計機能のついた時計を購入した。すると施術

修で学んだことを各々が実践し、更なる発展を目

後の悪化を訴える患者の半数で、症状増悪と気

指し交流していきたい。

圧低下のタイミングが一致したという。今ではス
マホアプリの「頭痛〜る」を駆使し、気象痛の予測
や検証ができ、患者さんにアドバイスすることで
心とストレスのケアにつながり、気象痛の軽減を
実感している。また近年、気圧センサー細胞が発
見され、発症のメカニズムも明らかにされつつあ
るようだ。我々も日々の臨床の中で、気象と病変を
注意深く観察し、新たな情報があれば積極的に
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市民公開講座『人はなぜ病み、治るのか
講座講師

石原

克己先生

日時

7 月 9 日(日)

会場

新潟市東区プラザ

聴講者数

H29度公益事業 2018.3.31

〜魂の視点

──────

命の気づき〜』・ はり灸無料体験会

石原鍼灸院院長・東京九鍼研究会代表

講座 13:00〜15:00

無料体験会 15:15〜16:15

新潟市東区

39 名(会員:13 名)

無料体験会参加者数

11 名（スタッフ：5 名）

市民公開講座を終えて
普及部長 飯塚 光
今年の市民公開講座は石原克己先生を講師

鍼灸など最先端の認識を臨床での実例を伴って

に招いて新潟市での開催でした。当会で石原先

解説してくださいました。

生をお招きしての企画は 3 度目です。

会員みなさんも新潟市内外からたくさんご参

今回の企画は、今年の初めの早い段階で、藤

加いただきました。一般市民向けとはいえ会員外

原学術部長の助力を得て、多忙な石原先生の

の参加は薄かったようです。告知の難しさを毎年

ブッキングを取り付けることができたことは良い

味わっています。

スタートダッシュとなりました。会場、日時も去年

最後に、スタッフとしてご協力してくれた先生

の反省点を生かすことができたと思っています。

方には感謝申し上げます。また来年も高度な講

生命の層、癒し、魂と健康、感情を味わう、病の

座を企画しますので面白がって参加してください。

役割、治癒のきっかけ、血液生成機序、イメージ

石原先生の講演会の感想
内田 ちひろ
私は石原先生にお会いし たことはありました

した。

が、こうして先生のセミナーを聞くのは初めてで、

私も先生から治療をして頂いたのですが、身体

どのような内容なのかとても楽しみにしていまし

に一切触れることなく痛みがとれてしまい、治療

た。

して頂いた後もなぜ 痛くないのかと半信半疑で

今回は「人はなぜ病み、治るのか」という題名

した。

でしたが、お話しを聞き、精神的なものやスピリ

講演会でもありましたが、言葉の力“ことだま”

チュアルな世界がこんなにも論理的に系統だって

はすごいパワーを持っているのだと実感しました。

考えられているとは思いませんでした。お話の中

この日は驚きの連続で、とても刺激的な時間を

で、心をひらくことでわだかまりが消え、患者さん

過ごさせて頂き、感謝しています。ありがとうござ

の癌も消えたというのがとても印象的に残ってい

いました。

ます。
そのあとの無料体験治療会では石原先生も参
加してくださいました。そして、最後に余った時間
で石原先生から実技のご指導を頂くことができま
2
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はりきゅうの日 市民公開講座アンケート
１ 本日の講座は何で知りましたか？

「大変勉強になりました。」40 代女性

①ポスター・チラシ：１０名

「アプローチが広くて面白かった」30 代男性

名

③その他（

②はり師きゅう師 10

）

「ものすごくよかった、石原先生の話をもっとたく

２ 全体的な感想について
①良かった：18 名

さんの人に聞いてもらいたいと思いました」30 代

②少し良かった：2 名

③

女性

ふつう ④良くなかった

「とてもいい講演会でした。世の中に発信した

３

い」30 代男性

２で「良かった」を選んだ方にお聞きします。

今日の内容で良かったものは何ですか？（複数

「牛乳のお話、小腸、発酵食のこと身近にできる

回答可） ①講 演 10 名 ②鍼灸無料体験会 10

ことを取り入れていきたいと思いました」40 代女

名 ③その他（

性

４

）

２で「良くなかった」を選んだ方にお聞きしま

「とても面白く話が聞けました。もっと大勢の人が

す。今日の内容で良くなかったものは何ですか？

来ているのかと思ったらとても少なくてびっくりし

（複数回答可）

ました。もっとたくさんの人に聞いてもらいたいで

① 講演 ②鍼灸無料体験会 ③その他（

すよね。とてもよかったです。」30 代女性

）

差し支えなければ、ご記入ください。

回答無し

５ 今まで次の施術を受けたことがありますか？

・お住まい：新潟市 中央区 3 人

（複数回答可）

南区 1 人

①はり 15 名

②きゅう 10 名

サージ指圧 7 名

③あん摩マッ

１人

④どれもない 1 名

北区 1 人

燕市 1 人

五泉市 1 人

40 代 3 人

・性別： 男性 8 人 ・ 女性 12 人

書きください。

3

江

十日町市

長岡市 1 人

・年 代：30 代 4 人

６ ご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお

東区 2 人

50 代 2 人
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親子スキンタッチ教室 + 体幹筋力アップ教室 in 新潟看護医療専門学校学園祭 聖看祭
日時

９月１ 6 日（土） １３：３０〜１６：１５

会場

新潟看護医療専門学校

来場者数

新潟市西区

親子スキンタッチ教室:4 組

体幹筋力アップ教室:10 名

会員スタッフ 3 名
聖看祭親子スキンタッチ、体幹筋力アップ教室の報告
飯塚 光
9 月 16 日土曜日に新潟看護医療専門学校

そこで、今年は午前に一点集中して企画しました。

の聖看祭が催され、新潟県鍼灸師会として親子

体幹筋力アップ教室は 10 名、親子スキンタッ

スキンタッチ教室、体幹筋力アップ教室を開いて

チ教室は 4 組の参加を得られ、体力健康保持と

きました。当日は良く晴れすがすがし日和で、道

家庭でのスキンタッチを普及することができまし

中の田んぼでは稲刈りも始まっていました。

た。

聖看祭では例年、午後からメインイベントがあ

毎年、快く歓迎してくださる新潟看護医療専門

ることもあり来場者はそちらに行ってしまうため、

学校に感謝申し上げます。

我々の教室では参加者を集められずにいました。
体幹筋力アップ教室

アンケート集計
【生き活き筋力アップ教室】参加 10 名内アン

分かりやすかった：７

ケート回答 7 名
１、今日の「生き活き筋力アップ教室」を何で知り

３、生き活き筋力アップ教室にまた参加したいと

ましたか？

思いますか？

専門学校の案内：５

会場に来てから：１ その

また参加したい：５

他：（家族にきいて）１

今回だけの参加でいい：

わからない：２
４、はり灸師に聞いてみたいことはありますか？

２、運動の指導はわかりやすかったですか？

集中力を高める方法（ストレッチなど）
5
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【親子スキンタッチ教室】参加 4 組内回答 4 枚

３、親子スキンタッチ教室にまた参加したいと思

１、スキンタッチ法の印象を教えてください（複数

いますか？

また参加したい：４

回答可）
楽しい：２ 面白い：３ スキンシップになる：４

４、東洋医学のイメージや印象を教えてください。

体に良さそう：２ 難しい

（複数回答可）

面倒くさい

面白い：２ 体に良さそう：２ 安心できる：１ 神
２、スキンタッチ法はわかりやすかったですか？

秘的：２ 伝統がある：１ 古臭い

分かりやすかった：４

散臭い

分かりにくかった

難しい

胡

特になし わからない

親子スキンタッチ教室

健康長寿延伸フォーラム

「しっかり食べて健康長寿！」

日時

10 月 22 日（日）

会場

新潟ユニゾンプラザ 「多目的ホール」

主催

新潟県民医療推進協議会・新潟県

新潟市中央区

参加内容（新潟県鍼灸マッサージ師会・新潟県鍼灸師会としてブース出展 ）
「家庭でツボ療法“食べる”に関係するツボを体験しよう！ ○首や肩のコリとり体験していた
だけます！ ○“飲み込み”改善のツボで誤嚥性肺炎を予防！」
来場者数（鍼灸ブース） 約 40 名

会員スタッフ 5 名

6
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はり灸無料体験会 in 糸魚川
日時 11 月 12 日（土） １０：００〜１５：００
会場 ふれあいセンター ビーチホールまがたま研修室２ 糸魚川市寺町
来場者数 17 名

会員スタッフ 10 名
糸魚川大火復興支援はり・きゅう無料体験会雑感
山崎 憲

平成 29 年 11 月 12 日、毎年恒例の師会主

というわけで、ボランティアの申し出も宙に浮いた

催による無料体験会が糸魚川市で開催されまし

形になりました。その後、ボランティアセンター(以

た。私は、糸魚川市只一人の師会会員として、現

下、ボラセン)が立ち上がり、全国から来た救援物

地担当を仰せつかり、約半年前から色々な準備を

資の仕分けや、焼け跡で被災者の大事なものを

行いました。今回は新年の挨拶に代えまして、そ

探す「ものさがしボランティア」が始まります。社

の経緯について師会の皆さんにお知らせします。

協に問い合わせると、「もの探しをするボランティ

皆さんもご存知の通り、一昨年の年末 12 月

アが今一番必要」だと言われ、早速年明けから週

22 日に糸魚川市で大火が発生しました。丸一日

一回のペースでものさがしボランティアに一ヶ月

以上燃え続けた火事は、糸魚川の中心地の大半

間参加しました。自分の町のために何かしなけれ

が焼失するという大きな被害を出しました。幸い

ばという思いと、社協側とのコンタクトを何か取り

にして犠牲者が誰一人出なかったことは不幸中

たいという思いで参加し、毎回真っ黒になった地

の幸いですが、家財の一切を失って焼け出され

面を一日中掘りました。その合間にボラセンの担

た人が二百人以上になり、市としては深刻な災害

当者とも毎回話をして、師会としての意向を伝え

です。

ましたが、「お気持ちはありがたいのですが、被災

その大火当日の夜の事ですが、中澤会長から

者の方達が一箇所に集まらないと現状では難し

お電話を頂き、「被災者が集まっている避難所で

いのでは。被災者の方達にも意向を打診してみま

鍼灸のボランティアをしようと思うので市と折衝

したが、生活再建に気持ちが向いている方が多

して欲しい」とお話を受けました。早速、翌日糸魚

いので、なかなかそういう要望は出てきません」と

川市の社会福祉協議会(以下、社協)にその旨連

説明されます。

絡しましたが、「まだボランティアの募集はしてい

その後、復興への体制が整備されると共にボ

ないし、被災者が独自に移転先を見つけて避難

ランティアの活動も縮小され、師会の活動も難し

所から出て行ってしまったので、避難所も近日中

そうだと思っていた春頃、近先生から「今年の体

に閉鎖します。お話はありがたいですが、現状で

験会を糸魚川で開催したいので是非現地担当

はお受けする状況ではありません」との事。糸魚

に」というご連絡を受けました。自分にそんな大役

川は地縁血縁のとても強い土地でもあり、被災者

が務まるか・・・という逡巡もありましたが、これは

は各々友人や親戚に連絡を取り、大火当日の夜

やらなければならないと覚悟を決めました。

から数日間で当面の落ち着き先を見つけて、ほと

普及部長の飯塚先生とも連絡を取りながら、福

んどの人達がそちらに移動してしまいました。

祉事業を開催する事の多い「まがたまホール」を
7
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会場に選びます。このホールのスタッフの方に広

告知が出来たのか・・・と思いながら当日を迎えま

報について、市の広報誌に告知を載せればどう

した。

かと助言を頂き、早速市役所に申し込みますが、

11 月 12 日は日曜日で生憎曇りでしたが、雨

「広報誌に載せる行事は市の後援乃至共催に限

も降らず、まずまずのコンディションといえるで

られます」との答え。恥ずかしながら、今まで全く

しょう。朝 9 時頃から、遥々新潟、長岡、十日町な

知りませんでした。申請すれば、役所内で審査す

ど県内各地から集まった先生方も到着し、会場設

るとの事なので、飯塚先生に作って頂いた関係

営を行います。特に愛車に会場で使う備品などを

書類を担当部署の福祉事務所へ提出し、今まで

大量に持参して頂いた近先生には、頭が下がりま

新潟市でも後援事業を行っていること、新潟マラ

した。

ソンでもボランティアとして参加していること等、

その日、まがたまホールでは糸魚川が代表す

過去の実績も書類(言葉だけよりも書類があった

る文人の相馬御風(童謡「春よこい」の作詞家)の

方が、やはり行政関係には印象がいいようです)

作詞した歌を歌う「御風さんを歌おう」というイベ

と共に説明。約二週間後に無事後援が決まった

ントが行われていました。これも大火復興イベント

との連絡を受けます。

の一環でもあり、期せずしてまがたまホールでは

そして、これも飯塚先生に作って頂いたポス

私達の無料鍼灸体験会共々、二つの復興イベン

ターを市内各所に掲示してもらったのですが、こ

トが行われることになりました。入口に看板を設置

こで絶大な効力があったのが「市の後援」でした。

していると、「御風さんを歌おう」実行委員会のス

場所によっては、「市の後援や共催でない行事の

タッフも「これ何？」と興味を示してきました。

ポスターはお断り」というところもあり、そんな時に

さて、10 時からいよいよ治療受付が始まります。

担当者に「市役所さんの後援を頂いてます。ここ

既に入口には患者さん達がやってきており、忽ち

見て下さい」とポスターの「後援：糸魚川市」とい

設営したベッドは満員になりました。患者さんは

う文字を見せると先方の態度が一変、なんてこと

私の予想以上にやってきましたが、中には開演前

も。ちょうどその事頃に発足した、復興の情報拠

の準備の合間に訪れた「御風さんを歌おう」のス

点となる大火復興情報センターにも足を運び、好

タッフの方達もいました。開始早々、糸魚川タイム

意的に対応して頂きました。

スの女性記者の方も取材にやってきまして、治療

そんなこんなで市内約二十ヶ所にポスターを

風景を撮影したり、雰囲気も賑やかになってきま

掲示し、中にはチラシを置かせて頂いたりしなが

した。

ら、10 月下旬には市の広報誌に体験会の記事も

患者さんと話していると、大火復興支援のため

無事掲載。更に地元新聞社の糸魚川タイムスに

の体験会だという私の説明に「先生達、新潟とか

も、当日の取材と事前のイベント告知の協力を取

随分遠くから来てくれたんだねぇ」と言う方もいま

り付けました。更に日々治療している患者さん達

した。糸魚川は新潟県内でも他の地域から地理

にも、体験会のことを説明し、「もし、はり・きゅうを

的に離れているせいか、とかく「県内でも孤立し

受けたことがないけど、受けてみたいなと思う方

ている」という意識が少なからずあります。何しろ、

がいたら、教えてあげて下さい」と伝えます。こうし

市内の総合病院のドクター達も新潟大ではなく

て、やるだけの事はやったが、どこまで市民への

(遠隔地ということで敬遠されるのだそうです )、
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伝統的に隣の県の富山大から来ています。そん

るだろうかと不安もありましたが、初めてみると患

な中、新潟県全域から大火復興のためにこうして

者さん同士の流れもスムースで、待ち時間も長く

集まってくれた、という事は市民的にはなかなか

ならずに治療に入りました。こうして、鍼灸師の仲

嬉しいことだったのではないか、と感じました。又、

間と共に治療を行うのも貴重な体験となったのは、

「御風さんを歌おう」のスタッフは糸魚川市内でも

言うまでもありません。

指導的立場の方達も入っていましたので、そうい

会場の設営も患者さんへの対応も皆でやれば

う方達に鍼灸を体験して頂けたのも又鍼灸のイ

こそ出来たことです。そもそも、私個人で市役所

メージの向上につながったのではないでしょうか。

に復興支援の事業をやりたいと掛け合っても相

ちょうど会場の隣が出演者楽屋だったので、ス

手にしてはくれなかったでしょう。師会の組織が

テージに出演する顔見知りの方達が私を見て声

あり、新潟市の後援事業や新潟マラソンのボラン

をかけてくれたのも、励みになりました。

ティア、そして毎年の無料体験会という、今までの

ところで、来場した患者さんにアンケートをとっ

実績があれば、行政やメディアも対応してくれた

たところ、体験会を知ったきっかけは「ポスターを

のだと思います。

見たこと」だという方が最も多く、市内のあちこち

最後になりますが、準備段階から色々なご助力

に貼って歩いた甲斐があったと思います。

を頂いた近先生と飯塚先生、そして中澤会長、当

午後になり、患者さんが途切れたところで中澤

日参加して頂いた先生方には、師会の一員とし

会長からの差し入れを皆で食べたり、和やかな

て、そして糸魚川市民の一人として、深く感謝致

ムードで終了しました。始まる前は、手際良く出来

します。ありがとうございました。

糸魚川タイムス 2017.11.20
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糸魚川治療体験会について
木村 晃
今回は三条に続き二度目だったのですが、と

知では前泊し、能生で蟹を食べたり、その他いろ

ても充実したものになりました。限られた時間の

いろな海鮮も堪能でき、とても良いニ日間でした。

中で効果を実感してもらうことが如何に大変な事

今後も、このようなイベントには積極的に参加

なのか改めて知りました。話が変わりますが、親不

し技術以外の事も学んでいきたいと思います。

無料体験会 in 糸魚川によせて
林 雄介
11 月 12（日）、『無料体験会 in 糸魚川』に参

模火災』、色々条件の重なった強い南風の日で

加させて頂きました。時折、小雨と強めの海風の

本当に住民も驚く程の速さで燃え拡がっていっ

中、17 人ほどご来場、頂きました。

たとのことでした。

会場の『糸魚川市会館ふれあいセンタービー

被災者の方々は一度はプレハブが建ったもの

チホールまがたま』は海を目前にしており、窓一

の、横の繋がりの強い住民は殆どが親戚縁者な

面から富山湾が眺望できます。

どに身を寄せてほどなく退出されたそうです。現

晩秋のこの時期は打ち寄せる波も長岡（寺泊

場は焼け残りと共にすっかり片付いたようで空き

方面）の海よりよほど迫力があったのですが、『今

地になっており言われないと分らない感じでした。

日はまだ良い方。』との話でした。また、フェーン

火災に負けず今後も糸魚川市がさらに発展し

現象の時などこちらの地域は山からのおろし風

て頂きたいと願う次第であります。

が熱風で来るそうです。

今回ご活躍頂きました山崎先生はじめ、スタッ

昨年 12 月 147 棟を焼失した『糸魚川市大規

フの皆様ありがとうございました。

アンケート集計結果
※丸付けと記入方式

性別

お住まい：糸魚川市１７

１、 本日の体験会は何で知りましたか？

年代

80 代：１

40 代：１

70 代：３ 60 代：６

50 代：５

男性 10

女性 7 名

①ポスター・チラシ １１名* ② はり師きゅう師

30 代：１

③友人知人の紹介
10

1名

その他（会場に来
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て：3 名）

答無し 17 名

２ 全体的な感想について

５ はり灸のイメージや印象は変わりましたか？

①

（複数回答可能）

良かった 12 名 ②少し良かった３名 ③ふ

つう 1 人 ④良くなかった

① いい感じのまま変わらない 10 名

３ 、今日の体験会で良かったものは何ですか？

じに変わった５名 ③よくない感じに変わった ④

（複数回答可能）

ど良くない感じのまま変わらない

①会場が良かった・分かりやすかった７名 ②待

６ご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書

ち時間が少なかった９名 ③受付票が分かりやす

きください。

かった２名

⑤担当者

気分が良くなった（60 代男性）

）

いい気持ちになった（60 代女性）

④施術が良かった１３名

が良かった 10 名

⑥その他（

②いい感

４ 今日の体験会で良くなかったものは何です

次回もお願いしたい、また機会を作ってください

か？（複数回答可能）

（70 代女性）

①会場が悪かった ②待ち時間が長かった
受付票が分かりにくかった
⑤担当者が良くない

③

これを機会に、はり等を経験したいと思います。大

④施術が良くない

⑥その他（

）

変ありがとうございました。（50 代女性）

回

定期的に実施してほしい（30 代男性）
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冬期研修会 『臨床を通じて分かったこと １〜ツボの特性と督脈による全体調整について』
講師

戸ヶ崎正男 (とがさき

まさお) 先生

蓬（ほう）治療所≪阿佐ヶ谷≫ 所長
日時

12 月 17 日（日） １ 3：００〜１ 7：0 ０

会場

新潟市総合福祉会館

来場者数

新潟市中央区

21 名

12

日本伝統鍼灸学会 副会長
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新潟シティマラソン 2017 はり・マッサージケア
主催

一般社団法人新潟県鍼灸マッサージ師会

日時

10 月 9 日（日）

会場

新潟市体育館

来場者人数

256 名

新潟市中央区
スタッフ人数

26 名 （会員：5 名）

新潟シティマラソン・ボランティアに初参加
内田 智康
１０月９日(月)体育の日、「新潟シティマラソン」

18 時からは古町で懇親会。みなさんよく呑

はりマッサージ・ボランティアに初めて参加しまし

むぅ〜。

た。

"２時間飲み放題"を２回も繰り返して、22 時ま

８時集合。場所は新潟市体育館です。

で呑んでました。

主催は新潟県鍼灸マッサージ師会で、他の団

ちなみに翌日は全身筋肉痛でした。

体や個人も協力参加する形で運営されておりま

正直なところ「来年もやるか？」と問われれば、

した。

微妙に躊躇します。

当会からは、[敬称略]濱田・佐藤・庭野・内田

でも、垣根を越えた同業者が「集まって」「汗を

(と)の４名が参加しました。

流して」「呑んで語る」とゆう点に関しては、年に１

新潟市の鍼灸マッサージ師会からもコアメン

回ぐらい、こんな日があってもいい。

バーが来ておりました。

「お祭り」のようで楽しく有意義な活動であると

私はマッサージを担当し、７時間で 17 名に 15

感じました。

分ずつ施術。

ぜ ひ来 年 は 、全 国鍼 灸マ ッ サ ー ジ 協 会 (旧

今年から運営時間が５時間から７時間に延び

NPO)新潟支部，国際メディカル専門学校，セラ

たのだそうです。

ピー NIIGATA，鍼灸新潟，東洋はり医学会，経絡

結局、昼食以外では休憩しなかったので、けっ

治療学会新潟部会などにも参加を呼びかけ

こうキツいです。

て・・・オールオブ新潟あはき師の活動になってゆ

16 時 30 分に解散。

くことを期待いたします。

18 時まで古町を散歩。
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新潟シティマラソンの鍼ボランティア
佐藤 裕子
今回は快晴のシティマラソンの鍼のボランティ

だったせいか、ランナーの感想が今回はきつかっ

アに、参加して会場に到着した時は、すでに施術

た。と感想を聞きながら施術させていただきまし

スペースが整っていました。

た。足や腕に汗の結晶が砂がついてるのようにざ

体育館の一角をパーティションで仕切り広い

らざらしているランナーがいました。

スペースに、驚きました。

鍼を受けてもらい、えっ、こんなにすぐ体が軽く

京都と神戸から心強い助っ人も参加していた

なるの！と感想をいただきました。うれしい感想で

だいてランナーが来られる前に様々お話しするこ

した。

とができて楽しい時間もすごしました。

帰ってもらいたい、と思いながら、施術時間がす

今回はコースが今までと違ったことや、暑い日

もっと多くのランナーに鍼を受けて楽に

ぎました。

あっぱれ、新潟シティマラソンの鍼マッサージボランティア
濱田 宏幸
今年もやってきた新潟シティマラソンの鍼マッ

必死。しかも時間が例年より２時間延長とか。それ

サージボランティア。

らの逆風が逆にこちらのモチベーションを更に刺

本会は協力という形で参加させていただいて

激してくれ、テンションは始めっから MAX でした。

いるわけですが、正直、こんな心が浮き立つ業界

スペースが広くなったことでベッドの台数が増

イベントもそうそうありません。開始前の慌ただし

え、私も一台（というかマット一枚ですが）を専有

い準備や学生たちの放つ若さ、他団体の寄り合

でき、ランナーたちも大変多く来てくれ、従って昼

い世帯だからこその荒削りな一体感が堪らなく心

食以外に何度か数分の休憩は取らせて頂きまし

地良い。

たが、ほぼ出ずっぱり状態。

今回はボランティア会場が体育館の一角があ

ですが、場内の 放送も大変よく聞こえ、ラン

てがわれました。その区画を囲む幕を見た途端、

ナーたちとの一体感も濃密に感じられました。終

思わず「ウォー！」。あの埃っぽくて狭々した用具置

わった時には疲労感より圧倒的な充足感で一杯

き場とは雲泥の差で「ボランティア施設」全開な

になりました。理屈では言い表せない「やっ

見た目に心の奥底から否応なく湧き上がるモチ

たー！！」（後は懇親会へ即 go!!って感じ！？）。

ベーション。

こんな素晴らしいイベントに育て上げてくれた

それに今年は学生不参加でした。細かに動い

新潟県鍼灸マッサージ師会にこの場を借りて感

てくれる彼らが居ないとなれば、多忙は始めから

謝します。
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認知症サポ ー ター 養成講座
日時

1 月 14 日（日） 10:00〜11:30

会場

新潟市総合福祉会館

参加者数

新潟市中央区

12 名（会員 5 名）
認知症サポーター養成講座で初講話しました
キャラバンメイト 近 ちあき

「今日がメイトデビューです。お手柔らかにお願

いざ講話を始めてみると、隅から隅まで盛り込

いします」と挨拶して始まった、認知症サポーター

みすぎて、全体がぼやっとしてしまった、予定の時

養成講座（認サポ講座と略します）。６月に新潟

間を過ぎてしまった、など修正が必要な反省が沢

市主催の認サポ講座の講師を養成する「認知症

山あります。良かったことを励みにして、次の認サ

サポーター キャラバンメイト養成講座」を受講し

ポ講座をステップアップさせてゆきたいと思いま

ました。認サポ講座で講話する人を「メイト」と呼

す。

びます。１１月に新潟市内の先輩メイトの認サポ

お住まいの地域で認サポ講座を開催したい方

講座に参加させていただき、日鍼会の先輩メイト

は、ぜひ師会事務所、師会理事までご一報くださ

のスライドを参考に準備を進めてきました。

い。

介護予防運動指導員スキルアップ研修会
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主催：（公社）日本鍼灸師会

介護予防運動指導員スキルアップ研修会
高齢者の「筋力および全身機能向上トレーニング法」指導研修

新潟開催決定！！
介護予防運動指導員でなくても、参加可能。認知症サポーター養成講座も併催。

1/14（日）
日程

於：新潟市総合福祉会館

受付●9:30∼10:00

講義●10:00∼16:20

修了式●16:30∼

内容
第 1 部 (10:00∼11:30)
認知症サポーター養成講座( 受講後オレンジリング進呈 )
☆無料でどなたでも参加できます。
第 2 部 (12:30∼16:20)
1 老年症候群・フレイル関連情報
2 介護予防筋力運動実技
3 地域ケアシステム関連情報
受講料
日鍼会養成講座受講者 3,000 円
他業者養成講座受講者 4,000 円
日鍼会会員 4,000 円

会員外 5,000 円

学生 2,000 円

※修了した受講者には、(公社)日本鍼灸師会の修了証明書又は受講証明書
を発行します。
この講座は日本鍼灸師会会員の方は研修加算になるので GK カードをご持
参下さい。

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

その他
・厚生労働大臣免許保有証の発行事業

見本

（公益社団法人日本鍼灸師会からの業務委託）
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