平成 31/ 令和 1 年度

主な公益事業の報告

¤ 鍼灸無料相談会 「からだのメンテとテシゴトマルシェ」
¤ 燕さくらマラソンケアボランティア 「ランつぼコンディショニング・はり灸」
¤ 夏期研修会 「ランニングと鍼灸〜スポーツ現場の実際」
¤ 地域包括ケア推進講演会 「現場で使える認知症タッチケア実技講座」
¤ 親子スキンタッチ ＋ 活き活き筋力アップ教室 in 新潟看護医療専門学
校 学園祭
¤ あはき協議会合同研修会
¤ 健康寿命延伸フォーラム
¤ 冬期研修会 「不妊治療について」
¤ 県民公開講座 「蘇れ 生命(いのち)の力 ～小児科医 真弓定夫～」
上映会/親子スキンタッチ教室
¤ 厚生労働大臣免許保有証の発行事業 等
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「からだのメンテとテシゴトマルシェ」

日時

4 月 14 日(日)12:00〜16:00

会場

光圓寺

受療者数

H31/R1年度公益事業 2020.3.31

新潟市江南区沢海

42 名

スタッフ参加者数

7名
からだのメンテとテシゴトマルシェの報告
飯塚 光

今年度の鍼灸無料体験会は初の試みでした。

答えが 8 割。あとは出店者からチラシをもらった

他業種の出店者に声をかけて当会あわせて９

というところでした。イベントの関係者、各出店者

ブースを設営し行いました。ケーキ屋、コーヒー、

さんが 多くなったのでその分周知の幅は広がっ

焼き菓子、梅の加工品、はさがけ無農薬玄米、布

たのだと思います。200 名を超える来場者をえる

小物といった人の手が直接かかわりその作り手

ことができ、鍼灸の体験者も予想をはるかに上回

から直に買えるというコンセプトでした。そこには

る人が受けてくれました。

人の皮膚に直に触れるという特徴を持つ鍼灸が

は今年を越えるものにしたいですね。

よくなじんでいました。

この調子で来年度

ここで会場を無償で開いてくださった新潟市

イベントの周知にご協力くださいましてありが

江南区沢海の光圓寺さまと、出店者のブッキング、

とうございます。来場者の方々に「このイベントを

チラシのデザイン、周知活動に協力してくれた妻

何で知ったか」たずねますと、SNS でみたという

に感謝を。

鍼灸無料体験会

予診票統計とまとめ
飯塚 光

42 名

内：男性 7 名

女性 35 名

女性強し。

やはり肩背部から腰までがメインターゲット。次回

口コミと行動力は女性のちからを借りたい。

は背部に絞ったテーマで打ち出してはと思います。

年代 20 代 2 名

まとめ。

50 代 7 名
住所

30 代 13 名

60 代 5 名

江南区 7 名

40 代 12 名

70 代 1 名

るようなイベントにして、「無料体験会」というぼん

中央区 7 名

秋葉区 3 名

やりした告知出なく「肩背中の疲れ腰の痛み」を

北区 1 名

西蒲区 1 名

大々的に打ち出してアピールする戦略をします。

東区 2 名

西区 2 名

市外 2 名

カナダ 2 名

無記名者 15 名

周知方法が SNS であったこともあり 30 代 40
代にボリュームがあった。地域は、江南区はわか
るとして、意外にも中央区からが多かった。アンテ
ナの高い人が多いのだろうか。
症状：肩 12

腰 10

次回は 30 代 40 代の女性が面白がれ

首8

膝５

冷え５

背中３ 目の疲れ２ 鼻炎２ 疲労２ 婦人科２
耳鳴り１ 頭痛１
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無料施術会の感想
相模 幸
毎年恒例の無料施術会、今年は 4/14 「から

素敵な手仕事逸品のお買物したり大変楽しませ

だのメンテとテシゴトマルシェ」イベントとして出

て頂きました。

店様とのコラボ、しかもお寺での開催という初の

特に糸魚川ヨモギのスイーツは、香りがほのか

試み、画期的でした。

にして絶品！ヨモギは燃やして良し、食べて良しを

自然志向の素敵な出店様のお買物目当てか、

改めて実感いたしました。

鍼灸目当てか、どちらも目当てか定かではありま

最後にこの素晴らしい機会を主催して下さった

せんが…大盛況！Facebook など SNS が宣伝

普及部長の飯塚光先生、会場の光圓寺さま、出

媒体か、時代の流れを感じます。

店のひかり畑さまと、光の名に引き寄せられたご

私は 7 人位施術させて頂いて、季節柄か鼻炎

縁でしょうか…偶然とは思えません。また来年も

咳などを主訴とする患者さまが多く、全員 鍼灸未

ありましたら是非参加したいと思います。

経験でしたが、イベントの一つだから気軽に受け

本当にありがとうございました。

れた。とのことでした。
個人的感想ですがカナダ人女性を施術させて
頂き、自分の英会話力の低さにショックを受けま
したが、この悔しさをバネにあれから英会話勉強、
日々頑張っています。日本語も怪しいのに…(苦
笑)
また空いた時間に、いちミーハーな客となって、
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光圓寺:鍼灸無料体験会によせて
林
4 月 7 日(日)に新潟市光圓寺様にて開催され

雄介

力しあうことが不景気の中でも生き残る方法の

ました『鍼灸無料体験会』にスタッフ参加させて

一つだと思います。

いただきました。

ところで、インターネット関連サービスではどん

今回は他業種との合同開催であり、畳大広間

どん無料のものが出てきております。ホームペー

にて当師会以外にもブースが珈琲豆、手作りお

ジ開設、SNS、無料通話、やろうと思えば無料で

菓子等様々で、住職様自らも手作りアクセサリー

電話会議もできる時代になっております。

を販売されておりました。足繁く入れ替わる客層

からの時代に対応すべく個々人が未来に考えを

は終始賑やかでなんだか文化祭のような気がし

巡らし、外れても良いので未来予測してどの無料

ました。

サービスが良いのかを取捨選択、できれば無料

我々無料体験会参加者もいつもより一層多く

これ

なものはすべて使い倒す気で取り組むのがよろし

の方が体験されてゆかれましたようです。このこ

いかと思う所存です。

とを鑑みるに今後は我々の持ち味を活かしつつ、
様々なものとリミックス(混ざってゆく)のが良い方
法だと実感いたしました。地域包括支援事業的
に医師、ケアーマネージャーや他業種との連携が
唱 え ら れて おります が 、 個々に おい て は さら に
SNS 等を活用して地元の催し物や地元他業種
の方と知り合い、情報交換し、できるところは協

f u l l b l o o m 〜満 開
濱田 宏幸
当日は集合時間より大分早く到着したので、

御さん方、正直眩しくて場違いで居づらい感じが

近所をしばらく散策した。会場のお寺は阿賀野川

した。

の土手道を降りてすぐにある。この土手道は年に

がチガウ」

数回通るが、実際にこの界隈を見て回ったのは

「ワシが知ってる無料体験会とは雰囲気

外国人来場にもびっくり。相模先生が英語を勉

今回が初めてだった。

強されて居られて助かったが、これも正直びっくり

歴史のある農村集落とあってあちこちに格式

した。いや、頭が下がった。

が感じられ、折からの春の香りと相まってとても良

鍼灸は古＆ローテクの世界であるが故に、汎く

い散策ができた。会場近くのお寺（こちらは修行

勉強することで。途方もないほど広い間口がある

寺のようだった）境内の満開の桜に心が和んだ。

事になるかも、と思った。まさか横越（旧市町村区

さて、今回のイベントは会場が由緒あるお寺と

分）でそんなことを思わされるとは予想外だった

はいえ、当会初のコラボ企画。不安もあったが実

が。飯塚部長、グッジョブ。

際にはひっきりなしに会場に人が来られ、しかも

残念だったのは、その後の懇親会に出られな

年齢層が若く、場内には小さな子どもやその親

かったこと。地元の農家の方とお話したかった。
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「ランつぼコンディショニング・はり灸」

主催 ※次ページに掲載
日時

4 月 20 日（土）

会場

大河津分水さくら公園

内容

鍼、パイオネックス・台座灸

受療者

約１５０名

燕市五千石

スタッフ参加者数

11 名

スタッフ参加の感想
伊藤
初参加という事で、右往左往な状態でたくさん

翔一

鍼灸の良さをたくさんの人に知ってもらえるように

の方がケアに来られて驚きとともにとてもいい経

頑張って行きたいと思いました。

験をする事が出来ました。

そして他の先生方とも交流でき、先生方の技

まだまだ鍼灸が初めての方もたくさんいらっ

術を拝見する事ができて良かったです。

しゃったので、これからも自分の仕事に戻っても

燕さくらマラソンのケアボランティアに参加して
山﨑 憲
4 月 20 日、燕市で開催された「燕さくらマラソ

たので、最初は腕時計を見ながらやっていたので

ン」のケアボランティアに参加しました。燕在住の

すが、段々忙しくなるとその余裕も無くなり、何と

松井先生からお話を頂き、スポーツボランティア

なく勘でやってしまったのは反省点です。とは言

未経験で足手まといになるのではないかと危惧

え、短い時間で患者さんの病態をいかに把握して、

しましたが、これも勉強、社会貢献だと参加させて

ポイントを絞って施術を行うのか、そしてチームと

頂くことにしました。

しての連携しながらの作業など、とてもいい経験

当日は、午前 4 時半に起きて、5 時前には糸

になりました。今後、この経験は色々な状況に活

魚川を出ました。なにしろ燕市に行くのは生まれ

かせるのではないかと思います。

て初めてで土地勘も無いものの、何とか集合時

やっていて気づいた事としては、問診表に書か

間の 7 時 5 分前に到着。

れた施術の選択に関して「心地よいはり」と書か

会場のさくら公園では、施術所の設営や施術

れていたのですが、何度も「これはどういう意味

についての事前説明などを受けていると、早くも

ですか？心地よくないはりもあるという事です

8 時半には「やってくれませんか？」という来場者

か？」と聞かれ、その都度パイネックスとの違いな

が来ました。こうして施術が始まりますが、午前中

どを説明し、時間大丈夫かなと内心思いました。

はボチボチというところ。

そして、ベッド同士が近接しているので、徒手手

しかし、昼近くになると、ゴールしてきた参加者

技などを行う際にはお互いに隣のベッドの患者さ

がどっと詰め掛けてきて、私も約二時間ぶっ通し

に気をつけたいものです。

で豪鍼を中心に施術をしました。

初参加で至らない事も多々ありましたが、好奇

「一人施術時間十分」というルールがありまし

心なのか施術を見に来た子ども達と話したり、楽
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しいことも多く、ボランティアはいつもの業務とは

澤会長以下当日参加された諸先生方、お疲れ様

異なる、色々な発見があります。お声をかけて頂い

でした。

た松井先生、ありがとうございました。そして、中

本大会の主催等は以下の通り。当会は「協力」として大会をサポートしました。
主催

燕さくらマラソン大会実行委員会
技協会

燕市 （一財）燕市スポーツ協会

主管

燕市陸上競技協会

後援

（一財）新潟陸上競技協会 燕三条エフエム放送㈱ パナソニック㈱エコソリュー
ションズ社新潟工場

協力

（一社）燕市観光協会 （一社）弥彦観光協会 燕商工会議所 吉田商工会 分水商工
会 燕警察署 燕・弥彦総合事務組合消防本部 分水小学校区まちづくり協議会 分水
北地区まちづくり協議会 四箇村まちづくり協議会 信濃川河川事務所大河津出張所
燕市自治会協議会 赤十字安全奉仕団燕市分団 NPO 法人分水さくらを守る会 （公
社）新潟県鍼灸師会

協賛

ミズノ㈱ 新潟中央ヤクルト販売㈱ エコー金属㈱ 新潟大栄信用組合 協栄信用組合
ジェイメディカル㈱ ㈱セブン・セブン ㈱曙産業 ㈱トーダイ ㈲方力商事 三宝産業
㈱ 藤次郎㈱ 山崎金属工業㈱ ㈱カンダ 越後中央農業協同組合 ㈱アサヒ ㈱エイブ
ルプロモーション ㈱エムテートリマツ 燕商工会議所 吉田商工会 ㈱ほしゆう 分水
商工会 分水商店会 北越工業㈱ ㈱タマハシ ㈱とみけい ㈱星野電業社 ㈲魚庄 分水
ライオンズクラブ 分水ライオンズクラブさくら波輝支部 ㈱コンプケア 一般財団法
人法政大学校友会 ㈲小川建設 ㈲中野自動車商会 ㈱八子建設 ㈲住吉屋 分水ロータ
リークラブ ㈱丸冨 ㈱新越ワークス 恒成㈱
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「ランニングと鍼灸〜スポーツ現場の実際」

日時

5 月 26 日(日)13:15〜15 :00

会場

長岡市社会福祉センタートモシア

講師

大塚俊勝先生

長岡市表町

一鍼一灸堂 大塚鍼灸治療院院長・新潟県鍼灸マッサージ師会理事

・日本オリンピック委員会強化スタッフ(医・科学スタッフ)
共催

長岡市鍼灸マッサージ師会

参加者数

１７名（会員 14 名、会員外３名）
参加感想
濱田 宏幸

大塚先生によれば、某有名駅伝大会で走り終

ている様に見える。若い有望な選手が故障など

えた選手達の多くが踵を踏んで靴を履いていた。

から伸びなくなっているのも、練習の質以前にそ

しかし、同じチームでも外国人の選手達は走り

うしたこともあるのかも知れない。

終えた後もきちんと正しく履いていた。彼らは走っ

だとすれば選手自身の自己管理は勿論、指導

て稼ぐ為に来日しており、故障となれば帰国せざ

者の側にも問題があるのではないだろうか。もし

るを得ない。つまり稼げなくなる。だからこそ靴を

かしたら日本人の国民性にも通じるかも知れな

履くこと一つにしても忠実に基本を守り、故障の

いが、これらは恐らく何処の世界でも通じる話だ

予防に努めている。それに対して日本人選手は

ろう。基本に忠実に守り、正しい知識を身に付け、

考えが甘い、といったお話だった。

着実に実践すること。王道はそこにしか無いので

そういえば、男子の長距離では世界と日本の

はないかと改めて感じ、また大塚先生にお話をお

レベルがこの３０年でどんどんかけ離れっていっ

聞きする機会があれば良いが、とも思った。
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地域包括ケア推進講演会 「現場で使える認知症タッチケア実技講座」
第一部：現場で使える北欧の知恵～認知症へのタッチケア実技～
第二部：診療放射線科の基礎知識
講師

橋本 薫

ここまでわかる！画像診断

先生

新潟医療福祉大学 診療放射線学科 講師・認知症ケア上級専門士
・認知症緩和ケアインストラクター
日時

6 月 16 日(日)

会場

新潟市総合福祉会館４階 405・406

受講者数

第一部 13：00 ▶ 15：00

第二部 15：15 ▶ 16：15

新潟市中央区八千代

10 名

一般 ３，０００円

四団体会員 ２，０００円

学生 無料
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親子スキンタッチ ＋ 活き活き筋力アップ教室 in 新潟看護医療専門学校 学園祭
日時 ９月１４日（土）13:00〜16:00
会場 新潟看護医療専門学校 新潟市西区みずき野
事業内容 鍼灸師会ブースにて
・体幹筋力アップセミナー、親子スキンタッチセミナー（各 40 分）
来場者数 筋力アップセミナー：１２名 スキンタッチセミナー：６名
当日スタッフ数 ５名
新潟看護医療専門学校

聖看祭へ参加してきました
普及部長 飯塚 光

稲刈りが始まる季節に毎度越後赤塚駅前の新潟

学生、高い意識を持っていることを見せてもらいまし

看護医療専門学校の学祭へ鍼灸師会ブースを出さ

た。近先生が丁寧に指導されていました。

せてもらっています。体幹筋力アップセミナー、親子ス

ご協力いただいた佐藤先生、相模先生、近先生に

キンタッチセミナーを各 40 分。

また来年もお願いしますと、ここで言わせていただき

体幹筋力アップセミナーは 12 名の参加者があり

まして。

ました。相模先生が「今回は体幹を意識したプログラ

新潟看護医療専門学校の白野先生にも当日から

ムにした」とのこと。毎年ブラッシュアップされていま

アナウンスからなにからご尽力いただきました。盛り上

す。

げていだきまして感謝申し上げます。最後に、当日ス

親子スキンタッチセミナーは 6 名の参加者があり

キンタッチセミナーに参加して参加者の誘導までして

ました。男性学生の参加もあってさすが看護医療の

あはき協議会合同研修会

くれた妻と娘（8 ヶ月）にもどうもありがとう。

「スポーツ現場の現状と鍼灸の対応について」

日時

１１月１０日（日）10:00〜15:00

会場

新潟県鍼灸マッサージ会館
新潟市中央区幸西

主催

新潟県あん摩マッサージ指圧師
はり師きゅう師協議会

参加者数

３２名(会員７名）
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健康寿命延伸フォーラム
※新潟県あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師協議会構成団体として参加
フォーラムテーマ 「健康長寿の秘訣

フレイル予防で体も心もすこやかに！」

日時

１０月１４日（月祝日）13:00〜16:00

会場

新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール 新潟市中央区上所

主催

新潟県民医療推進協議会・新潟県

後援

新潟市・新潟日報社

協議会の事業内容
○体験会会場（２階多目的ホール前ロビー）にて
・座って体験できる、あん摩マッサージ指圧と貼る鍼でツボ刺激
・身体のお悩み相談会
○特別講演聴講 「健康寿命延伸のためのロコモ予防」
講師 新潟万代病院 院⾧ 堂前 洋一郎 先生
参加者数

フォーラム来場者数 約１２０名/貼る鍼体験 約７０名

スタッフ参加者数

９名(会員３名)
健康寿命 延伸 フォーラム参加記
普及部長

飯塚

光

台風 19 号の余波もニュースで聴こえる体育

度を維持すること。なのだそうです。日々のトレー

の日、今年で五回目の健康寿命推進フォーラム

ニングが 60 代以降の筋骨の丈夫さにつながる

に四団体合同のマッサージ鍼の体験ブースを開

ことを強調していました。後は薬で骨を守りましょ

いてきました。

うとのこと。

去年に比較して来場者数が少ないように感じ

ロコモなりやすいのが女性に多いのに、平均寿

ました（台風の影響も少なからずあるでしょう）。

命は女性の方が長いのはなんで？ロコモになりづ

やはりマッサージの方に流れる傾向かありました。

らいはずの男性が別の所で不摂生して病気にな

鍼はやった事がないなから不安もあるのでしょう。

るのでしょうね。その辺に気がつければ男性のほ

パイオネクスのみの施術ですので受ける側も

うが健康寿命長く過ごせるんではないか。という

シール貼られているだけしか感じないでしょうけ

のが今回の気づきでした。

ど。これが鍼だと思われるのもやや誤解が生まれ
るのではと思いながら施術していました。
特別講演は万代病院院長の堂前洋一郎先生。
ロコモティブシンドロームについてと変形性股関
節症についての説明でした。骨粗鬆症などの運
動器疾患は主に女性に多く見られ特に注意が必
要で、運動器の障害が出ると健康寿命は大変低
下するのだそうです。筋肉をつけること＝骨の密
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新潟県内の保健・医療・福祉に関する 29 の関係団体により多

職種が連携して活動している協議会です。
協議会内には在宅医療や大災害などの様々な課題を検討する委員会を設置しており、今回のフォー
ラムは健康寿命延伸に係る多職種協働推進委員会が主体となって開催いたします。（案内チラシより）
【構成団体】 新潟県医師会/新潟県歯科医師会/新潟県薬剤師会/新潟県看護協会/新潟県精神科病院協会/
新潟県歯科衛生士会/新潟県歯科技工士会/新潟県病院薬剤師会/新潟県栄養士会/新潟県理学療法士会/
新潟県作業療法士会/新潟県臨床検査技師会/新潟県診療放射線技師会/新潟県臨床工学技士会/新潟県
柔道整復師会/新潟県鍼灸マッサージ師会/新潟県鍼灸師会/新潟県介護福祉士会/新潟県社会福祉士会/
新潟県医療ソーシャルワーカー協会/新潟県介護老人保健施設協会/新潟県老人福祉施設協議会/新潟
県精神保 健福祉士協会/新潟県言語聴覚士会/新潟県介護支援専門員協会/新潟県小規模多機能
型居宅介護事業者協議会/新潟県認知症高 齢者グループホーム協議会 /新潟県病院協会/新潟県
訪問看護ステーション協議会

11

──────

冬期研修会
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「不妊治療について」

日時

１１月１７日（日）９:３０～１２:３０

会場

新潟市総合福祉会館４階４０７

講師

三瓶真一先生

新潟市中央区八千代

福島県鍼灸師会会長 / JISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関) 副会長/ 三瓶鍼療院院
長
参加者数

１７名（会員９名、協議会会員１名、一般３名、学生４名)
不妊治療について
学術部長

藤原

大輔

11 月 17 日（日）新潟市総合福祉会館におい

鍼、足五里や大赫といったわたしにとってはレア

て、新潟県鍼灸師会冬期研修会が開催された。

な経穴への刺鍼などが紹介され、すぐに試してみ

講師には福島県鍼灸師会会長、JISRAM(日本

たい内容であった。そのほか、「不妊治療は、子宮

生殖鍼灸標準化機関)副会長の三瓶真一先生を

と卵巣の治療以外に、首から上の治療が大事」、

お招きし、不妊治療をテーマに、実技を交えての

「流産後の患者さんへの対応や、不妊治療は妊

たいへん有意義な研修となった。

娠がゴールではなく、出産まで導くことが重要」な

講演内容は、不妊と鍼灸、排卵障害、難治性

ど、多くの発見があった。

不妊と陰部神経刺鍼、男性不妊の項目からなり、

今回の講義を通じて、なぜ古典の病症分類が、

特に印象深かったのは、不妊症の疫学として、男

内科、小児科、婦人科の３分類なのか納得するこ

性側が原因の不妊症が 50％以上（三瓶先生的

とができた。小児科とともに、とても奥深い分野な

には 70％位）を占めるという話であった。それな

のである。整形疾患、感冒などの一般的治療が

のに治療を受けるのは女性が多く、苦悩するのも

出来ての婦人科治療であり、そこには、脳科学、

女性という現実に違和感を覚えた。男性への精

生理学、解剖学、心理学や死生観等のベースが

子機能改善といったアプローチが必要なことを感

あって成立している。

じた。

当院もわずかながら不妊治療の依頼があるが、

実技では、2 寸から 3 寸の 8 番鍼を用いての

三瓶先生の姿をみて、自分の未熟さを実感し、今

中髎穴刺鍼や、筋膜を突き破らない弱刺激の刺

以上に真剣に取り組まなければならないと思った。
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冬期研修会「不妊治療について」参加記
飯塚 光
どうも不妊治療に関しては女性の課題ととらえ

病院での不妊治療のスタートはタイミング療

る風潮は一般的にあるようです。講師の三瓶真

法で排卵日に合わせて性交するようにプランする

一先生の治療院でもどこでもですが主に治療を

ようです。しかし、三瓶真一先生は排卵日に合わ

と来院する方は女性。男性は自分の精子のコン

せた受精では流産する可能性が高まるし、子宮

ディションの数値も知らない。カップルの課題で

の免疫が働いて受精卵も着床しづらいのだそう

あるはずなのに女性側が荷を負いすぎている現

です。つまり、タイミングよりも排卵日を考慮せず

状があることは知っておきたいものです。

に頻度を上げたほうが妊娠につながる可能性は

現代の晩婚化が急速な不妊カップルを増やし

高まるのだそうです。

ていて、女性の子宮は早めに妊娠すると子宮の

不妊治療はもちろんですが。妊娠に関する専

無月経期間が設けられて、子宮のコンディション

門知識に改めて触れ、明日からの臨床に行かせ

を良好に保つのだそうです。妊娠中、授乳中は月

ていきます。

経がおこらないためです。
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県民公開講座

（公社）新潟県鍼灸師会
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「蘇れ 生命(いのち)の力 ～小児科医 真弓定夫～」上映会

日時

11 月 24 日(日)

会場

東区プラザ多目的ルーム２

来場者数

H31/R1年度公益事業 2020.3.31

18 名

上映 14：00～15：35

親子スキンタッチ教室 15:40〜16:00

新潟市東区下木戸

スタッフ参加者数

会員 7 名(他に会員家族が数名)

映画「甦れ生命の力」上映会のこと
飯塚

光

県民公開講座を今回は映画上映会という企

混ぜで過ごしている。小さい子がお漏らししたら

画でやった見ました。小児科医真弓定夫ドキュメ

上の子たちがお世話を自然とやっている。みんな

ンタリーで内容は薬を使わない、体の自然治癒

がみんなのお世話している。みんなこうならいい

力を高める、動物である感覚を取り戻すために何

のにと、まずは私から。

をしないで何をするか。食事をカタカナからひらが

第二部のスキンタッチセミナーも近先生を中心

なへ、パン→ごはん、スープ→味噌汁といった具

に楽しくやりました。

合。伝統的な和食に戻すだけでも子供の平均体

周知は SNS 活用を重視しました。SNS 見てき

温はぐんと上がる。現代の子供たちの平均体温

てくれた人も半数ほどいたようです。今後も鍼灸

は低すぎて病気になりやすくなっているとのこと。

師会の活動を SNS でどんどん外へ発信していこ

真弓定夫先生の考えを取り入れて運営してい

うと思います。

る神奈川県座間市の麦っ子畑保育園も驚きまし

スタッフ協力してくださった先生、チラシをデザ

た。冷暖房設備はなく、園庭では焚き火を起こし、

インしてくれた家内のなおへこの場を借りて感謝

烏骨鶏が闊歩し、泥だらけで遊ぶこどもたち、クラ

いたします。また面白がって参加してください。

ス分けはあるがクラスの部屋はなくみんなごちゃ
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♧

♧

その他
・厚生労働大臣免許保有証の発行事業

※（公社）新潟県鍼灸師会からの委託業務

見本

この他、会として、会員の公益活動を応援しています。
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私達新潟県鍼灸師会会員は、日本鍼灸師会の一員として以下の倫理綱領を遵守しています。

日本鍼灸師会倫理綱領
会員の遵守すべき倫理綱領を次のように定める
一、 私は生涯を人類への奉仕に捧げることを誓う
二、 私は常に患者の健康の回復と保持増進を第一に考える
三、 私は患者の信頼に応えて秘密を厳守する
四、 私は良心と誠意をもって治療に専念する
五、 私はたえず鍼灸の学と術について最高の水準を保ち疾病に関する知識を
一層深め伝統を守りその伝承に努力する
六、 私は鍼灸治療の有効性を高めその学術的研究の業績を重ねることによって
他の医療分野から信頼と協調を確保し患者の治療に努力する
七、 私は鍼灸治療の適応を十分認識し無効な治療を行うことなく更に過誤を犯す
ことのないように努める
八、 私は常に自己の職責に誇りと責任をもち鍼灸師としての名誉と尊厳をもって
鍼灸の発展に努力する
九、 私は治療に当たって宗教国籍人種政党社会的地位の違いによって患者に果た
すべき義務を変えることはしない
十、 私は流派を超えて相互に鍼灸師を尊重し鍼灸界の団結を高め鍼灸師の資質向
上のために努力する
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