
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい年を迎え、 

会員の皆様にご挨拶申し上げます。 

 

昨年は本会会員の責務である公益事業活動に、多数ご参加いただきあ

りがとうございました。どの事業・活動も大変人気があり、参加された

先生方はお忙しい思いをされたことと存じます。 

これら当会活動も認知度が上がってきたようで、イベントや講演の依

頼も年々増えてきています。今後は内容を精査しながらより一層の社会

貢献をめざし、地域医療の一翼を担う存在であることをアピールして参

りたいと存じます。 

昨年の活動を振り返りますと、京都府視覚障害者協会・京都府鍼灸師会を加えた三団体での協議

や活動が件数・重要性ともに増してきていますし、保険者とは共通認識を持つために何度も話し合

いの場を持ちました。初めての試みとしては、災害時におけるコーディネーター育成に向けた協議

を実施、京都で震度 7.5 の地震発生を想定し実際に地図上で災害時の活動をシュミレーションする

研修内容は大変勉強になり、また全国でも初めてのことだそうです。 

会員向けの大切な事業である互助厚生事業にも工夫をこらし、初めて永年会員交流会を実施、席

上では諸先輩方より厳しいご意見とともに、今後の師会の在り方や運営に熱くご指導いただきまし

た。保険部研修会や生涯教育講座など、各自の技術と知識を研鑽する場も提供し、これら活動は実

り多いものであったと自負しております。 

本年は東洋療法推進大会 in 京都を 9 月 24 日(日)・25 日(月)リーガロイヤルホテル京都で開催、

全国から業友が京都の地に集結いたします。我々の師会発足 65 年という節目の年でもあり、周年

行事を兼ねての開催にぜひとも皆様のご協力をお願いする次第であります。 

それに先駆け、恒例の新年祝賀会を 1 月 22 日(日)リーガロイヤルホテル京都にて開催します。

気持ちをひとつにして、未来の鍼灸マッサージを語り合いたいと思います。 

本年も会員の皆様にできる限りお会いして、生の声を聞いて師会運営に活かしていく所存です。

お会いできる日を楽しみにしております。 
 
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会 

代表理事 朝 田 聖 二 

   



    

平成 28 年度中央学術大会が開催されました 

11 月 22 日(日)10 時 30 分から府市民公開講座として「今

を生きる会 関西代表」の山中裕介氏を講師として「線維筋痛

症と日常生活」のテーマで、自身の闘病生活をも踏まえ、手作

りの痛みの体験器具の体験も含めて講義して頂きました。 

午後は学術講演として、13 時から佛教大学保健医療技術学部

作業療法学科教授の赤松智子氏を講師として「パーキンソン病

のリハビリテーション」をテーマに Quality of Life 維持の重要

性等をお話しいただき、非常に我々の治療に直接役立つ講義内

容でした。 

14 時 45 分からは明治国際医療大学鍼灸学部保健・老年鍼灸学教授の江川雅人氏を講師に「脳血管障害

の鍼灸治療～認知症とパーキンソン病に対する鍼灸治療」をテーマに講義して頂き、盛況の中終了できま

した。ご協力いただいた各先生方、本当にありがとうございました。 

【報告：学術部長 辻村猛】 
 

保険部研修会が開催されました 

11 月 27 日(日)京都テルサにおいて、平成 28 年度保険部研修

会が開催されました。 

１部：「脳神経、脊椎脊髄疾患とその治療法について」シミズ病

院院長吉田享司先生による脳血管障害の画像診断から最新の治

療法など動画を交え説明いただきました。 

２部は段本保険部長より、今期の改定に伴う注意点と変更につ

いてと今期５回も行われている厚生労働省社会保障審議会医療

保険部会あはき療養費検討専門委員会での改定の議論とその内

容や委員会における療養費の方向性と検討委員会スケジュール 

など今後の保険取り扱いに大きくかかわる重要なお話がありました。【報告：事務局】 
 
 

西京区民ふれあいまつりに参加しました（洛西ブロック） 

１１月１９日(土)にホテル京都エミナース周辺で行われた

「西京区民ふれあいまつり」において、朝から小雨の降る中、

昨年よりも多い１４２名もの来場者に無料マッサージを体験

していただきました。 

同時に無免許対策の一環として、アンケートと施術中の説明

を実施、無資格者の施術との違いを認識していただけたようで、

｢免許持ってる先生ってどこでやってはるの?｣と治療院の場

所を聞かれる方も多くおられました。 

土曜日のお忙しい中、協力していただいた９名の先生方、本当

にありがとうございました。参加会員（敬称略）：朝田、井上、吉舎、木村、田中（浩）、並木、森、山内、

久保の９名。                          【報告：洛西ブロック長 久保裕之】 

▲▼▲▼ 会 員 の活 動 記 録 ▲▼▲▼ 

第１部講演「脊椎疾患とその治療法」より 

講師：吉田享司先生 



左京老人福祉センターで「府市民健康教室」を開催しました(洛北ブロック) 

 １１月２６日（土）京都市左京区老人福祉センターにおいて

地域の高齢者を対象とした「健康講座」が開かれ、約３０名の

方が参加されました。 

今回は「風邪の予防とツボ」と題し、岩田先生により東洋医

学的な風邪と身体の関わり、風邪とツボの講義がありました。

寒気がする時、咳が残った時などの風邪の諸症状に対するツボ

を探したり押さえたりと楽しく勉強していただきました。 

二部では、ボランティア参加の８名の先生で鍼とマッサージ

の体験施術と鍼灸マッサージ相談を行いました。鍼は未体験の

方もおられ「痛くないですね」との感想。風邪以外の病気に対するツボの質問も多く、病気の予防に東洋

医学を利用していきたいとの感想も聞かれました。ボランティアの先生方ありがとうございました。 

【報告：洛北ブロック長 西本康伸】 
 

ふれあいやましな区民まつり 2016 大盛況！（洛東ブロック） 

１１月２３日(水・祝)、山科中央公園での『ふれあい山

科２０１６』において、今年もマッサージ体験コーナーと

して参加しました。 

当日は冬型の天気で風も吹き寒い一日でしたが、好天に恵

まれ、ブースには１０代から９０代の約４００人の方々に

訪れて頂きました。毎回、お手伝いをお願いするスタッフ

も多く参加してくださり、健康相談にのりながら手際よく

マッサージをして頂き、皆様に大変喜んで頂きました。お

手伝い頂いた１６名の先生方です。（〈敬称略〉朝田・足刈・

上田・漆谷・大堀実・大堀尚代・川口・久保裕之・吉舎・木村公一・栗山・並木・水田・山内・加藤喜美

代・西島）お忙しい中、有難うございました。         【報告：洛東ブロック 西島登貴子】 

 

 

 

 

 

 

京都市上京老人福祉センター「府市民健康教室」協力スタッフ募集 
 

日 時 ：2017 年 2 月 9 日（木）13:30～16:30（13:30～14:00 の間にご集合ください） 

スケジュール ：13:30～ 健康講話、14:00～16:30 無料施術 

会 場 ： 京都市上京老人福祉センター 京都市上京区今小路通御前通東入西今小路 797 

 (北野天満宮前) TEL: 075-464-4889 

活動内容 ： 無料マッサージ体験施術 （10 名募集） 

申込・問合 ：吉川富雄先生（洛中ブロック長）まで直接お申し込みください（TEL：075-661-3432） 

※交通費および活動費支給があります（当会基準による） 

※終了後、師会会館にて懇親会を予定しています。（懇親会のみの参加も可能です） 

▲▼▲▼ イベント参加者・協力者募集 ▲▼▲▼ 



府市民健康文化講演会のご案内 

 

テ ー マ：ロコモティブシンドローム「はりときゅうでイキイキライフを」 

講 師：矢野 忠 先生（明治国際医療大学鍼灸学部鍼灸学科特任教授） 

日 時：2017 年 3 月 19 日（日）13：00～15：15 

（前回ご案内時より 1 時間早くなっていますのでご注意ください！） 

会 場：京都社会福祉会館 3 階第 5 会議室 

京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町 519 TEL075-801-6301（代表） 

受 講 料：会員・学生 500 円 一般 1,000 円 

申込・問合：京都府鍼灸マッサージ師会 事務局まで電話または Fax・Web にてお名前、所属

ブロック、使用文字（墨字・点字・拡大文字）、連絡先（日中に連絡のとれるも

の）をお知らせください。 
 

電話：075-803-6078 ・ FAX：075-821-2390 
 

*本講座受講により、東洋療法研修試験財団認定講座の 

「基礎医学 3 単位」が取得できます。 

*「平成 28 年度学術部事業研修等事前参加申込票」にてすでにお申

込の方も、確認のためお電話で出欠のご連絡をお願いします。 

 
 
 

スポーツケア講習会のご案内 

 

ご注意ください！会報発行時点より会場・開催時間とも変更となっています！ 

日 時：2017 年 3 月 12 日（日）13:30～16:30 

会 場：京都アクアアリーナ 1 階会議室（京都市右京区西京極徳大寺団子田町 64） 

テ ー マ：「鍼灸師に必要なジュニア期の知識と鍼灸治療の基礎」 

子供は大人のミニュチュア版ではないという観点から、スポーツ等指導者にとって発

育期の子供を指導する上で必要な身体の知識を学びます。 

講 師：吉田 行宏 先生（明治国際医療大学 鍼灸学部保健・老年学講座 助教） 

受 講 料：会員・学生 500 円 一般 1,000 円 

定 員：先着 50 名（締切り前であっても定員に達し次第締め切らせていただきます） 

申 込：2017 年 2 月 1 日(水)～28 日(火)の期間に師会 HP の 

専用フォームにて受け付けます。 

 

※申込専用フォームは、申込み期間にホームページに掲載いたします。

また、メルマガ・LINE＠で申し込み開始を通知いたしますので、受け

取り希望の方はこの機会にぜひご登録ください。 

 

 

 



 
 

 

 

１．指導要請 

・右京保健センターへ１件～無免許者による違法広告 

２．啓発活動 

啓発チラシ、ウェットティッシュ、ティッシュの配布～１１月２３日（水・祝）山科区民祭り 

３．柔整問題関連 

１１月２０日（日）市議会議員、伏見支部総会にて、柔整師会副会長、保険部長と森理事が柔

整師会会員による違法広告、違法業務について協議 

本会：違法業者に対して行政指導が行われているが改善されていないため、柔整師会へ協力を求

めた。 

柔整師会：当会でも指導は行っている。今後は更に厳しい指導を行う。 

 

 

 

 

 

いよいよ開催まであと 9 ヶ月を切りました。会報 12 月号で現地実行委員会を募集したところ、

複数の先生方が快くご協力を申し出てくださいました。ありがとうございます。 

今後は実行委員を中心に順次ミーティングを行い、記念講演の演者との打ち合わせや、関係各位

への連絡、プログラムシュミレーションなどを実施し皆様にもご報告してまいります。 

会員の先生方にもご協力を依頼する場面が出てくることと存じます。京都大会成功に向けて、ど

うぞ皆様のお力をお貸しください。 

東洋療法推進大会 in 京都の最新情報は http://ksmk.jp/taikai.html 

でご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▼▲▼ 今月の法制部報告 ▲▼▲▼ 

▲▼▲▼ 東洋療法推進大会 in京都報告 ▲▼▲▼ 

地元京都での開催をみんなで盛り上げましょう！ 

LINE@・メルマガで師会の最新情報発信中です！ 
会員の皆様とスムーズに情報共有するため、LINE@、メルマガで師会 HP トップページ掲載の最新

情報をお届けします。ボランティアやイベントの Web 申し込み開始もいち早くお知らせします。 

登録は師会 HP の「最新ニュースメール登録」または「LINE 友だち参加」のバナーからお手続き

ください。 

←メルマガはこちらから ←LINE@はこちらから 

http://ksmk.jp/taikai.html

