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29　新入会員紹介
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【表紙の写真】
新潟県立武道館「謙信公武道館」
　県立基幹スポーツ施設として、全国レベルの競技会等の開催、年間を通じた武
道の競技力向上、青少年の健全育成、県民の健康保持増進を目的とし、名将上杉
謙信公ゆかりの地として知られる上越市に令和元年12月１日オープン。北信越
最大規模の武道館で、大道場、小道場（畳敷き・板張り）、弓道場（近的・遠
的）、相撲場を完備した総合的な武道館。

写真提供：シンコースポーツ株式会社　丸山兼矢様
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　12月１日、新潟県立武道館「謙信公武道館」が上越市の上越総合運動公園内にオープンしました。
当日は開業イベントが行われ、竣工式典に本会から北村会長が出席されました。オープニングイベント
では篠原信一氏のトークショーや武道団体の演武、体験会などが催され大盛況の開業イベントでした。
　県立武道館建設には本会も深く関与しており、平成22年に県へ武道館建設の要望書を提出、その後
各武道団体と建設促進連絡協議会を発足し、署名運動など建設実現へ活動してきた経緯があります。
今後も武道館との良好な関係を築き、開催される大会の救護活動等で連携を図り、新潟県の武道の発
展に寄与して参りたいと思います。

テープカット

北村公会長竣工式典会場

花角英世知事
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柔道演武

空手演武 書道パフォーマンス

武道体験会
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巻　　頭　　言巻　　頭　　言

公益社団法人　新潟県柔道整復師会

会　長　北　 村 　　公

　明けましておめでとうございます。
　令和の時代を迎え、本年がさらに飛躍の年になることをご祈念申し上げます。
　公益社団法人新潟県柔道整復師会は、昭和２年新潟県柔道整復術組合として発足し、以降改称等を
行いながら昭和48年に法人化し、平成25年４月に公益社団法人に移行、平成27年５月24日に今の名称
となり現在に至っています。
　本会の会員は公益法人としての使命を果たすため、現在地域社会における日々の業務の他、県内各
市町村で開催されている健康福祉関係のイベント、各種スポーツ大会での救護活動、災害時の救護ボ
ランティア活動、県内各地域で開催される防災訓練、そして介護関係事業等に積極的に参画していま
す。
　さて、昨今の柔道整復師業界を取り巻く状況は厳しくなってきています。日本柔道整復師会はこの
状況を踏まえ、47都道府県の柔道整復師会と一致団結して、業界の厳しい状況を解決するため活動を
積極的に展開し、厚生労働省が主導し設置した各検討専門委員会及び検討会に委員として参画しまし
た。その結果、施術管理者要件の強化と公的審査会の権限強化等を盛り込んだ柔整の「制度改革」、
そして柔道整復師養成校のカリキュラムの大幅改正を含む「教育改革」が実現しました。
　今後も、柔道整復師業界の改革は進んでゆくと思います。現況は、業界にとって厳しい状況ですが、
柔道整復術及び柔道整復師業界の100年の大計を考えた改革であると思います。
　本会も日本柔道整復師会と連携協調し、法的身分を持った公益社団法人の組織として、柔道整復師
としての王道を進むべく、着眼大局着手小局の精神で県民の健康福祉増進のため、本県の柔道整復術
の発展のため真摯に日々の業務に精励し、本会事業に会員と共に取り組んでゆく所存です。
　今後とも本会に対しまして、ご支援並びにご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げまして、年
頭のご挨拶とさせて頂きます。
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平成30年度臨時総会等開催平成30年度臨時総会等開催

　２月24日（日）新潟東映ホテル・朱鷺の間において、標記が開催されました。
　会員総数　303名（当日現在）
　出席会員　197名（委任状含む）

学術研修会
　午後１時から　司会　大橋　保　学術委員
⑴　「救護ボランティア報告」
　　　　　　　　　　　　　　加藤　智範　会員
⑵　「超音波観察装置の基本走査と症例報告」
　　　　　　　　　　　　　　小林　英樹　会員
⑶　「医療連携について」
　　　　　　　　　　　　　　和田　浩一　会員

平成30年度（公社）新潟県柔道整復師会臨時総会
　午後２時から　　　　司会　市川　寿秀　理事
１．会長挨拶　　　　　　　　北村　　公　会長
２．木村　敏幸　議長・圓山　学　副議長を選出
３．齋藤事務局長を記録人に選出
４．議　事
　平成31年度　事業計画及び収入支出予算の件
　以上、異議なく承認されました。
５．閉会の辞　　　　　　　金子　益美　副会長

平成31年度　新潟県柔道整復師連盟定例総会
　午後３時50分から
１．委員長挨拶　　　　　　北村　　公　委員長
２．木村　敏幸　議長・圓山　学　副議長を選出
３．齋藤事務局長を記録人に選出
４．議　事
　議案第１号　平成30年度事業報告及び収入・支出決算の件
　　監査報告　　大橋　敏博　渡辺　雅人　会計監督者
　議案第２号　平成31年度事業計画及び収入・支出決算の件
　以上、異議なく承認されました。
５．閉会の辞　　　　　　金子　益美　副委員長

加藤会員・和田会員・北村会長・小林会員

木村議長・圓山副議長

執行部による説明

渡辺会計監督者・大橋会計監督者



5

平成31年度　通常総会等開催平成31年度　通常総会等開催

　５月26日（日）新潟東映ホテルにおいて標記
が開催されました。
　会員総数：307名（当日現在）
　出席会員：237名（委任状含む）

公益社団法人　新潟県柔道整復師会通常総会
　午後１時から
１．北村　公　会長挨拶
２．木村　敏幸　議長・圓山　学　副議長を選出
３．齋藤事務局長を記録人に選出
４．議　　事

議案第１号　平成30年度事業報告及び決算報
告の件

　　会計監査報告　　渡辺　雅人　監事
　　　　　　　　　　大橋　敏博　監事
　議案第 2 号　理事及び監事選任の件
　（新役員紹介のページを参照）

公益社団法人 日本柔道整復師会代議員及び
補欠代議員選挙の件

　以上、異議なく承認されました。
５．閉会の挨拶　　金子　益美　副会長

新潟県柔道整復師協同組合通常総会
　午後３時15分から
１．開　　会
２．北村　公　理事長挨拶
３．北村　公　議長を選出
４．議案審議

第１号議案　平成30年度事業報告及び決算関
係書類承認の件

　　監査報告　　渡辺　雅人　監事
　　　　　　　　大橋　敏博　監事

第２号議案　平成31年度事業計画及び収支予
算決定の件

第３号議案　平成31年度借入金残高の最高限
度額決定の件

第４号議案　平成31年度役員報酬の件
第５号議案　役員選挙の件

　以上　異議なく承認されました。
５．閉　　会

新役員決定 通常総会の様子

選挙の様子

北村　公　会長
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表　彰　総　会
　午後 4 時から
１．北村　公　会長挨拶
１．来賓祝辞
１．日本赤十字社へ金一封贈呈
１．表　　彰
　⑴　厚生労働大臣表彰
　　北村　　公　　金子　益美　　阿部　松雄
　⑵　日整会長表彰・永年業務精励会員表彰
　　宮　　春男　　横山　幹雄　　若月　秀男
　⑶　国民健康保険中央会表彰　　金子　益美
　⑷　新潟県柔道整復師会長表彰
　　①　役員 3 期尽力会員表彰

渡辺　雅人　 市川　寿秀　 今井　達栄
大橋　敏博

　　②　永年尽力会員表彰
60年以上　反町健二郎
50年以上　村上　敬和
40年以上　若月　秀男
30年以上　小坂　幸生　　吉原　正直
　　　　　田川　一博　　大津　幹夫
　　　　　田村久伸武　　圓山　　学

③　学会発表会員表彰　　　　星　真奈美
④　柔道大会出場会員表彰

今井　達栄　 横山　和雄　 牛木　幹人
中川　裕之　 小堺健四朗　 菅原　優人
星野　　力

⑤　講道館柔道七段以上昇段会員
　中村　俊光

⑥　生涯学習最高単位取得会員表彰
　前島　順子

⑦　ボランティア活動最高単位取得会員表彰
加藤　敦志

１．謝　　辞　　　　　　　若月　秀男　会員
１．新入会員紹介

菊地　祐樹　　髙柳　一久　　大森　　要
秋山　信子　　圓山　　慧　　荒井　駿行
藤田　　健

１．閉会の挨拶　　　　　金子　益美　副会長

新潟県副知事　溝口　洋　様

新潟副市長　荒井　仁志　様

日本赤十字社へ金一封贈呈

謝辞　若月　秀男　会員
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厚生労働大臣表彰 日整会長表彰・永年業務精励会員表彰

国民健康保険中央会表彰 役員３期尽力会員表彰

永年尽力会員表彰 生涯学習最高単位取得会員表彰・学会発表会員表彰

柔道大会出場会員表彰・講道館柔道７段以上昇段会員 新入会員
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新　役　員　紹　介新　役　員　紹　介

会　　長

北　村　　　公
（長 岡 市）

理事・総務部長

丸　山　　　智
（三 条 市）

理事・学術部長

西　野　良　昭
（十日町市）

理事・保険部長

市　川　寿　秀
（妙 高 市）

理事・介護保険部長

中　村　公　昭
（新 潟 市）

理事・事業部長

加　藤　智　範
（上 越 市）

監　　事

茂　野　恵智郎
（柏 崎 市）

理事・広報部長

大　橋　敏　博
（新 潟 市）

監　　事

亀　貝　良　介
（新 潟 市）

副会長・経理部長

金　子　益　美
（三 条 市）
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相 談 役

反　町　健二郎
相 談 役

阿　部　松　雄

下越ブロック（ブロック長　大　橋　敏　博）

新潟東地区 地区長 中 條 貴 之

新潟西地区 地区長 五十嵐　　　寛

佐 渡 地 区 地区長 子 安　　 圭

県 央 地 区 地区長 栁 原 晃 平

県 北 地 区 地区長 山 梨　　 岳

総 務 部 部 長 丸 山 　 智 綱 紀 委 員 会 委 員
渡 辺 雅 人
小 林 二 良
森　　　賢太郎

経 理 部 部 長 金 子 益 美

保 険 部
部 長 市 川 寿 秀

保 険 委 員 会 委 員
草 島 一 寿

部 員
丸 山 　 智 丸 山 康 智
中 村 公 昭 佐 野 精 也

事 業 部
部 長 加 藤 智 範 柔 道

ス ポ ー ツ
委 員 会

委 員
中 川 裕 之

部 員
大 橋 敏 博 長谷川　慎　一
丸 山 　 智 西 山 　 健

広 報 部
部 長 大 橋 敏 博

広 報 委 員 会 委 員
横 川 　 司

部 員
加 藤 智 範 根 津 政 洋

近 藤 貴 司

学 術 部
部 長 西 野 良 昭

学 術 委 員 会 委 員
近 藤 謙 介

部 員
金 子 益 美 小 林 英 樹

和 田 浩 一

介 護 保 険 部
部 長 中 村 公 昭

介 護 委 員 会 委 員
大　竹 三栄子

部 員
市 川 寿 秀 鹿 島 太 一

中 條 貴 之

上越ブロック（ブロック長　市　川　寿　秀）

上 越 地 区 地区長 田 中 公 彦

中越ブロック（ブロック長　西　野　良　昭）

長 岡 地 区 地区長 大 橋　　 保

魚 沼 地 区 地区長 仲　　　祐一郎
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地区長・各委員会委員委嘱状交付式地区長・各委員会委員委嘱状交付式 ■事業部長　加藤　智範■事業部長　加藤　智範

　６月９日（日）午後１時から、新潟県柔道整復師
会館４階会議室において、理事８名、地区長７名、
委員会委員13名が出席し、各地区長及び各委員会委
員の委嘱状交付式が行われました。

【次　第】

１．会長あいさつ
２．各部長あいさつ
３．委嘱状交付
４．令和元年度事業運営方針説明
５．ブロック長・地区長打合せ
６．各部会・委員会打合せ
７．その他

　北村会長のあいさつでは、「公益社団法人として
の公益事業がいかに重要か」、「公益事業を適切に行
うことがいかに会員のプラスとなるか」という認識
を共有し、協力しながら事業を進めていきたいと述
べられました。その後、各部長によるあいさつ及び
今期の活動方針等の説明があり、地区長及び委員会
委員への委嘱状交付が行われました。
　引き続き各ブロックでの打ち合わせ、各委員会の
打ち合わせが行われそれぞれ今期の活動等について
協議し、午後 4 時、金子副会長から閉会のあいさつ
があり全日程終了となりました。

委嘱状交付

委員会打合せ
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第41回北信越ブロック柔道大会石川大会第41回北信越ブロック柔道大会石川大会 ■広報部長　大橋　敏博■広報部長　大橋　敏博

　６月16日（日）令和になって最初の『北信越ブロック柔道大会』が石川県立武道館にて行われました。
　今回は学術大会が行われない為、午前９時50分より始まりました。又、北信越ブロック会会長に新
しく石川県会長の嶋谷先生が着任され心機一転となった大会でした。柔道功労賞で本会の今井達栄会
員、横山和雄会員、中川裕之会員、小堺健四朗会員が５回表彰を受けました。

長　野　県 新　潟　県

監督 小　林　　　修（七段） 勝負 内　　　容 勝負 加　藤　智　範（五段）

大将 斉　藤　公志郎（五段） ○ 小内刈 △ 横　山　和　雄（五段）

副将 岩　下　貴　士（六段） 引き分け 牛　木　幹　人（六段）

中堅 村　山　洸　介（五段） ○ 背負投 △ 中　川　裕　之（四段）

次鋒 土　屋　　　歩（五段） 引き分け 小　堺　健四朗（三段）

先鋒 土　屋　　　樹（四段） ○ 背負投 △ 菅　原　優　人（二段）

先鋒戦：菅原選手左組み　土屋選手右組み
　開始から内股等で攻めるも残り１分30秒小
外掛に上手く背負投を合わされ１本。
次鋒戦：小堺選手右組み　土屋選手左組み

　主導権を握り積極的に攻めるもポイント奪
えず残念ながら時間切れ引き分け。
中堅戦：中川選手右組み　村山選手左組み

　軽量級同士の対戦となり素早い動きで激し
い攻防。残り20秒相手背負投で１本。
副将戦：牛木選手左組み　岩下選手左組み

　全国大会常連同士の対戦。がっちり組み合
いお互い仕掛けるも時間切れ引き分け。
大将戦：横山選手右組み　斉藤選手右組み

　年齢を感じさせぬ軽快な動きで技の掛け合
い。残り１分20秒相手小内刈が決まり１本。

【大会結果】

第一試合　　福井県　０－２　石川県
第二試合　　長野県　３－０　新潟県
第三試合　　石川県　３－０　富山県
第四試合　　富山県　１－２　福井県
決 勝 戦　　長野県　０－１　石川県
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第30回新潟県柔道整復師会県下少年柔道大会
第８回新潟県柔道整復師会県下少年柔道形競技会
第30回新潟県柔道整復師会県下少年柔道大会
第８回新潟県柔道整復師会県下少年柔道形競技会

県下少年柔道大会
小学４年生の部

優　勝　青栁　周弥（長岡市柔道教室）
準優勝　花木　昌太（白根柔道連盟鳳雛塾）
第三位　満永　陽太（亀田地区柔道連盟）
第三位　市嶋　慧太（新潟中央柔道少年団）
小学５年生の部

　優　勝　高地　　凪（新発田市柔道スポーツ少年団）
準優勝　桑田　哲平（巻柔友会）
第三位　渡辺　　天（白根柔道連盟鳳雛塾）
第三位　坂上　勇人（新津柔道教室）
小学６年生の部

優　勝　騰川　雄喜（白根柔道連盟鳳雛塾）
準優勝　山本　大翔（巻柔友会）
第三位　袖山　海志（白根柔道連盟鳳雛塾）
第三位　渡邉　大輝（村松柔道少年団）

県下少年形競技会
優　勝　小須戸柔道スポーツ少年団・白根柔道連盟鳳雛塾
　　　　取：土屋　龍司　　受：桑原　悠希
準優勝　長岡市柔道教室Ａ
　　　　取：佐藤菜由美　　受：相田　　紗
第三位　長岡市柔道教室Ｂ
　　　　取：横山　雄大　　受：髙﨑　日向

　６月30日（日）午前10時から、長岡市市民体
育館武道場において標記が開催されました。
　柔道大会26団体97名、形競技会３団体６名の
小学生が、10月に東京都の講道館で開催される

「文部科学大臣杯争奪第28回日整全国少年柔道
大会」「文部科学大臣杯争奪第９回日整全国少
年柔道形競技会」の予選会を兼ねた今大会で県
代表の座をかけて熱戦を繰り広げました。
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健康寿命延伸フォーラム健康寿命延伸フォーラム ■介護保険部長　中村　公昭■介護保険部長　中村　公昭

上越市総合防災訓練上越市総合防災訓練 ■上越地区長　田中　公彦■上越地区長　田中　公彦

　10月14日（月・祝）午後１時から、新潟ユニゾンプラザにおいて標記が開催されました。
　「健康長寿の秘訣～フレイル予防で体も心もすこやかに！～」をテーマに、本会のブース展示では、
健康についての個別相談・ストレッチ・柔整手技・テーピング等を体験していただき、併せて公益社
団法人新潟県柔道整復師会及び接骨院・整骨院の周知を行いました。
【イベント来場者数】　約100名　　【ブース来場者数】　23名
【参加会員】　若木　紀考　　齋木　貴幸　　中村　公昭

　９月１日（日）午前８時から、上越市清里区清里中学校周辺施設において標記が開催されました。
上越市の会員２名が参加し、指定避難所内臨時救護所の開設及び運営、傷病想定者に対して応急手当
の訓練を行いました。
【参加会員】　田中　公彦　　草島　一寿
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エコーセミナー開催エコーセミナー開催

　学術部主催のエコーセミナーが、８月24日・11月９日の両日とも午後３時から、新潟県柔道整復師
会館４Ｆ会議室において開催されました。

第１回目　８月24日（土）　【参加者数】　22名
【講　師】　株式会社　エス・エス・ビー　柳澤　昭一　様
【テーマ】　エコーの基礎・肩関節の走査法（実技を含む）

【受講者感想】

・とてもすばらしい講師の方でした。大変ありがとうございました。
・実際にエコーを操作できるのが良かったです。被験者の方に症状があれば見比べることができるの

で、それを鑑別する体験ができればより良かったと思います。
・必ずエコーの操作ができ、よく教えていただいて大変有意義なセミナーになりました。
・本日は機会をいただきありがとうございました。基本的な走査法を確認出来て大変に有意義な時間

でした。症例を多く見せていただけると勉強になります。

第 2 回目　11月９日（土）　【参加者数】　17名
【講　師】　株式会社　エス・エス・ビー　柳澤　昭一　様
【テーマ】　肘関節・前腕・手関節の走査法（実技を含む）

【受講者感想】

・解剖学の知識を深められたことが良かった。　・最高でした。次回も楽しみです。
・各スポーツに多いケガを集めたものを見てみたいです。 ・受傷直後と治癒症状消失後の画像比較。
・説明と講義の内容も大変分かりやすかったです。一人ひとり教えていただいて参考になりました。
・エコーを使えるようにして、より良いものを患者さんにバックしたい。
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上越ブロック学術研修会上越ブロック学術研修会 ■広報委員　横川　司■広報委員　横川　司

　12月７日（土）午後３時から上越市「ホテルハイマート」におい
て、上越ブロック他会員43名が出席し標記研修会が開催されました。
　内部研修会では、市川寿秀保険部長より保険取扱いや患者照会に
おいての注意点等について説明がありました。
　学術研修会は、柏崎総合医療センター津吉秀樹先生より「見逃し
たくない手、指の外傷」「災害医療とＤＭＡＴ（ディーマット）に
ついて」として、日常業務に遭遇する手の負傷に対して普段では鑑
別が困難な症例を幾つか紹介し、観血的治療法と保存的治療法の説
明等がありました。また、通常病院業務において外来診療や手術を
行いながら、その傍らにフライトドクターや災害医療の最前線でご
活躍されており、柏崎ＤＭＡＴ（災害医療支援チーム）の立ち上げ
での苦労話などをご講義いただき大変勉強になりました。

【内部研修会】午後３時から
　　演題　「保険取扱い等について」
　　講師　 市川　寿秀　保険部長

【学術研修会】午後４時から
　　演題　「見逃したくない手、指の外傷」
　　　　　「災害医療とＤＭＡＴについて」
　　講師　 ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター

診療部長　整形外科部長　津吉　秀樹　先生

【懇　親　会】午後５時から
　　ご来賓

本会顧問　衆議院議員　　　　　　　　　髙鳥　修一　様
代理　和田慎太郎　様　

上越ブロック顧問　上越市長　　　　　　村山　秀幸　様
上越ブロック顧問　一般社団法人　上越医師会長

早津　正文　様
本会事業促進議員連盟　新潟県議会議員　楡井　辰雄　様

代理　小松　数浩　様
本会事業促進議員連盟　新潟県議会議員　斎京　四郎　様

代理　綿拔総一郎　様

津吉　秀樹　先生

市川　寿秀　保険部長

上越市長　村山　秀幸　様

上越医師会会長　早津　正文　様
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12月14日（土）長岡市のかも川別館において、
中越ブロック学術研修会・忘年会が開催されま
した。

　北村公会長より、「新潟県柔整の現状など」のお話があり、市川寿秀保険部長より「保険取扱いの
注意点など」のお話がありました。その後、中越ブロック学術顧問　悠遊健康村病院　立川厚太郎先
生より「転倒予防学会について」の演題でご講演をいただきました。
　学術研修会終了後は来賓をお招きし、ブロックの忘年会が開催されました。

中越ブロック学術研修会中越ブロック学術研修会 ■広報委員　根津　政洋■広報委員　根津　政洋

日　時　12月14日（土）午後 3 時開会
場　所　長岡市「かも川別館」
【参加会員数】45名
次　第　　　司会　仲　祐一郎　魚沼地区長
会長挨拶　　　　　北村　　公　会長
【保険取扱研修会】

　講師　市川　寿秀　保険部長
【学術研修会】

　演題　「転倒予防学会について」
　講師　中越ブロック学術顧問　

悠遊健康村病院　立川　厚太郎　先生

北村　公　会長

市川　寿秀　保険部長

立川　厚太郎　先生
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日　時　12月14日（土）午後 3 時開会
場　所　新潟市「ラマダホテル新潟」

【参加会員数】　46 名

次　第　　　　　司会　中村　公昭　理事
ブロック長挨拶　　　　大橋　敏博　理事

【保険取扱研修会】

　演題　「保険取扱いの諸問題について」
　講師　金子　益美　副会長

【学術研修会】

演題　「肩・肘関節疾患の診かた・治療法に
ついて」

　講師　新潟中央病院　整形外科
　　　　関節外科副センタ－長

早川　　敬　先生

謝　辞　大橋　敏博　ブロック長

　12月14日（土）新潟市のラマダホテル新潟に
おいて、下越ブロック学術研修会・忘年会が開
催されました。当日は多数の会員に出席いただ
きました。
　金子益美副会長より、「保険取扱いの諸問題
について」のお話がありました。その後、新潟
中央病院　整形外科関節外科副センタ－長　早
川敬先生より「肩・肘関節疾患の診かた・治療
法について」の演題でご講演をいただきました。
非常に有意義な内容であり、出席者の先生方も
真剣に傾聴されました。
　学術研修会終了後は来賓をお招きし、ブロッ
クの忘年会が盛会裏に開催されました。

早川　敬　先生

会場の様子

金子　益美　副会長

下越ブロック学術研修会下越ブロック学術研修会 ■広報委員　近藤　貴司■広報委員　近藤　貴司
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上越ブロック春季学術研修会上越ブロック春季学術研修会 ■広報部長　加藤　智範■広報部長　加藤　智範

　４月13日（土）午後３時から、上越市直江津
駅前ホテル・ハイマートにおいて、本会事業と
しては平成最後となる「上越ブロック春季学術
研修会」に42名の会員が出席し開催されました。
　内部研修会では、平成30年度上越ブロック事
業報告・平成31年度事業計画（案）等について
の説明の後、保険研修が行われました。
　学術研修会では、この度上越ブロック学術顧
問にご就任いただきました新潟労災病院整形外
科部長　傳田博司先生から「腰痛の診かた」と
の演題でご講演いただきました。腰痛を引き起
こす原因、鑑別診断、様々な治療法の有効性な
ど大変貴重な内容で、会員は真剣に聴講されて
いました。

【次第】

司会　草島　一寿　地区幹事
○内部研修会　午後３時から
　「保険研修及び上越ブロック事業計画等」

○学術研修会　午後４時から
　・開会の辞　　　　　　田中　公彦　地区長
　・ブロック長挨拶　　　　市川　寿秀　理事
　・講演　演題　「腰痛の診かた」
　　講師　独立行政法人　新潟労災病院

整形外科部長　傳田　博司　先生

○懇親会　　　午後５時から
　・ブロック長挨拶　　　　市川　寿秀　理事
　・来賓挨拶　一般社団法人　上越医師会

会長　　早津　正文　様
　・乾杯　独立行政法人　新潟労災病院

整形外科部長　　傳田　博司　様
　・中締め　　　　　　　　加藤　智範　理事

傳田　博司　先生

研修会の様子

市川　寿秀　ブロック長

上越医師会長　早津　正文　様
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　９月７日（土）午後４時から、長岡市「まちなかキャンパス長岡」創作交流室において、標記勉強
会として統合医療カンファレンスが開催されました。　【参加者数】　23名
【協力者】　水澤こどもクリニック院長

ＩＭＣＩ統合医療カンファレンス協会新潟支部顧問　　水澤　一郎　先生
　　　　　石橋統合医療クリニック院長　㈱ディーエイチシー顧問

ＩＭＣＩ統合医療カンファレンス協会理事　　　　　　石橋　明博　先生

　９月28日（土）・29日（日）の２日間、アオーレ長岡において開催された「すこやか・ともしびまつ
り2019」に参加し、ストレッチングボードとテーピング実演、相談コーナーのブースを出展しました。
　相談コーナーでは、各関節の痛み、打撲、肉離れ、腱鞘炎、へバーデン結節、外反母趾、オスグッ
ド、ヘルニア（首、腰）、変形性の痛み、膝内障など来場者の相談にお答えいたしました。

【ブース来場者数】　283名　相談者31名
【参加会員】　28日（土）大橋　保　　波形洋行　　横山和雄　　吉澤光起　　嶋田　水　　浅野隆弘
　　　　　　29日（日）貝間芳仁　　紺　辰則　　小玉浩史　　竹中伸達　　中村幹宏　　池田孝一
　　　　　　　　　　　稲垣純一　　鹿島太一

中越ブロック勉強会中越ブロック勉強会 ■中越ブロック長　西野　良昭■中越ブロック長　西野　良昭

すこやか・ともしびまつり2019すこやか・ともしびまつり2019 ■広報委員　根津　政洋■広報委員　根津　政洋
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■広報部員　加藤　智範■広報部員　加藤　智範

　上越ブロックでは、例年上越市・妙高市・柏崎市で各市役所の関係各課との研修会・懇談会を開催
しています。我々が日々業務している地域の行政の取り組みや課題を聞くことにより、本会が地域社
会にどのように貢献すべきかを考える良い機会であり、また本会の活動を理解していただける貴重な
機会にもなっております。10月12日に予定していた柏崎市での懇談会は、台風19号の影響のため残念
ながら中止となりましたが、開催された上越市、妙高市では大変有意義な懇談会となりました。
　

上越市健康福祉部関係各課との研修会・懇談会

【日時】10月26日（土）午後５時から　【会場】上越市「ホテルハイマート」　【参加会員数】21名

【来賓】上越市健康福祉部部長　大山　　仁　様
【講師】福祉課課長　　　　　　北島　賢行　様　演題　「上越市版地域包括ケアシステムについて」
　　　 国保年金課課長　　　　串橋　祥子　様　演題　「上越市の疾病別医療費の状況と今後の課題」
　　　 高齢者支援課課長　　　三上　麗子　様　演題　「上越市の介護保険の状況と今後の課題」
　　　 健康づくり推進課課長　田中　靖子　様　演題　「健康づくりポイント事業について」

妙高市関係各課懇談会

【日時】11月16日（土）午後５時から　
【会場】妙高市「やまと」　
【参加会員数】７名

【講師】妙高市健康保険課課長　　今井　一彦　様　
　　　 演題　「妙高市国民健康保険の概要について」　
【講師】妙高市福祉介護課課長　　岡田　雅美　様　
　　　 演題　「妙高市介護予防事業について」
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第34回 新整親善ゴルフ大会開催第34回 新整親善ゴルフ大会開催

　５月19日（日）午前８時から、十日町市・当間高原リゾートベルナティオゴルフコースにおいて標
記が開催されました。【参加者数】15名
【結　果】　優勝　若木　紀考　会員　　２位　金子　益美　会員　　３位　中條　貴之　会員

　９月22日（日）に群馬県サンコー72カントリークラブで開催された第46回日整親善ゴルフ大会に初
めて参加させていただきました。今回は各県から約130名の先生方が参加され、新潟県からは９名の
先生が参加されました。当日は曇り空でそよ風の中、東京、神奈川の先生方と一緒にラウンドさせて
いただき同年代の先生方ということもありとても楽しく
プレーをすることができ、色々な情報交換もすることが
できとても良い交流の場となりました。県外の大会とい
うことで、今回は亀貝先生がマイクロバスを運転し新潟
から全員で向かい、他の先生とも親睦を深める良い機会
となりました。
　結果は団体戦で新潟県が 7 位入賞という成績を収める
ことができました。また今後このような大会があれば参
加したいと改めて感じられる大会となりました。

第46回 日整親善ゴルフ大会第46回 日整親善ゴルフ大会 ■新潟東地区　若木　紀考■新潟東地区　若木　紀考
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■県央地区　金子　恵彦■県央地区　金子　恵彦

　今年も真夏日が続く中８月７日から11日の５日間で第12回
寺子屋100㎞徒歩の旅が行われました。毎日のように35度を越
え、途中では日差しが強いかと思えば急に大雨が降るなど過酷
な状況でした。
　今回は去年よりも参加人数が多く、小学生94名が参加し、サ
ポートとして学生スタッフ59名、中高生ボランティア14名、実
行委員会や地元の住民、協賛の企業の方々など多くの方の協力
を受け無事終了することが出来ました。
　新潟県柔道整復師会からは５つの接骨院より救護としてサ
ポートを行いました。私が担当したのは２日目でしたが、初日
は０人と聞き今日も少ないのかなと思い救護場所へ向かいま
した。連日の長距離のせいかこの日は６名のこどもが足の痛み
を訴えていました。テーピングやストレッチ、アイシングなど
をしっかりと行うよう指導し、明日以降もしっかりと歩けるようサポートをしました。
　今回で４回目の参加となりましたが年々スタッフの統率、子供たちへの対応が良くなっていると感
じます。子供たちの成長だけでなく、それにつられて大人も共に成長しているイベントですので、今
後も長く続けていくことが出来るよう微力ながら応援していきたいと思います。

　10月20日（日）燕三条地場産業振興センターにて県央地域学術研修会が開催されました。
　前半は当会の理事である市川寿秀保険部長より保険取り扱いについての講習をして頂き、後半は燕
市の医療法人社団甲田内科クリニック院長の甲田豊先生より「高齢化社会の社会保障と医療倫理」と
いうテーマで御講演頂きました。日本の現在の社会保障を今後もどのように維持していくのか、人生
の最期の選択は誰の為のものなのか、非常に勉強になり、また考えさせられる講演内容でした。

市川　寿秀　保険部長甲田　豊　先生

県央地区学術研修会（一般公開講座）県央地区学術研修会（一般公開講座） ■県央地区　丸山　勇輝■県央地区　丸山　勇輝
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■魚沼地区　佐藤　大輔■魚沼地区　佐藤　大輔

　６月９日（日）午前７時から最終選手出走まで、南魚沼市八色の森公園にて、標記大会のコンディ
ショニングブースを出展し、テーピングによる選手サポートを行いました。
　また、募金箱を設置し平成30年７月豪雨へ2,001円寄付させていただきました。
【参加会員】　仲　祐一郎　　星　 光 明　　鹿島　太一　　間島　大樹　　茂野　浩祥
　　　　　　栁原　晃平　　佐藤　大輔
【救護者数】　120名（参加者約5,700名）
【利用者の声】　「テーピングのお陰でどこも痛めることなく無事に完走できました」

　６月29日・30日（土・日）長岡市市民体育館において標記大会が開催され、全国から12チームが参
加されました。本会会員が救護班として待機し活動いたしました。
【参加会員】　間島　大樹

第28回 全日本車いすバスケットボール競技大会第28回 全日本車いすバスケットボール競技大会 ■広報委員　根津　政洋■広報委員　根津　政洋
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第19回 柏崎潮風マラソン救護活動第19回 柏崎潮風マラソン救護活動 ■上越地区　渡辺　雅人■上越地区　渡辺　雅人

　５月19日（日）標記救護活動をマラソンコース内の新道と佐水、２カ所の給水ポイントで行いました。

【大会参加者数】　2,709名
【救護者数】　424名
【参加会員】　茂野恵智郎　　治面地　潔
　　　　　　前澤　裕二　　荒井　典一
　　　　　　後藤　直哉　　桑名　和行
　　　　　　加藤美都子　　渡辺　雅人
　　　　　　茂野　浩祥

　９月29日（日）午前９時から、柏崎市元気館において標記イベントが開催されました。元気館開館
20周年記念の今年は多数の来館者で賑わい、接骨院・整骨院コーナーでは柏崎市の会員５名が折り紙、
健康相談、お試しテーピング等を実施しました。また、柏崎市の荒井紀久代会員が地元ラジオ局ＦＭ
ピッカラの取材を受け、本会の活動紹介やリハビリに効果大の折り紙について説明しておられました。

【利用者数】　90名
【参加会員】　治面地　潔　　前澤　裕二　　加藤美都子　　荒井紀久代　　荒井　典一

元気館健康まつり2019元気館健康まつり2019 ■上越地区　治面地　潔■上越地区　治面地　潔
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2019年度第1回柔道救護担当者講習会2019年度第1回柔道救護担当者講習会 ■上越地区　加藤　智範■上越地区　加藤　智範

　７月28日（日）午前10時から、講道館新館２階教室において「全日本柔道連盟医科学委員会」主催
の標記講習会が開催されました。柔道の大会において救護担当者が外傷発生時に２次災害や重症化を
起こすことなく対応できるように、またルール上において救護担当者に決められている注意点を認識
し、日常の活動に役立てる目的で開催され、全国各地から72名が受講しました。大会救護の運営方法
や試合中の出血の対処法、頭部及び頚部外傷時の初期対
応など、柔道大会だけでなく様々なスポーツ大会で役立
つ内容の講習会でした。
【参加会員】加藤　智範　中川　裕之
【講習内容】

①　大会救護の運営
　・審判規定と医療スタッフの役割
　・試合で起こる重大事故の概要と救急の対応
　　講師　全柔連医科学委員会副委員長　宮崎　誠司　先生（東海大学体育学部教授）
②　柔道における外傷初期対応
　　講師　全柔連医科学委員会委員　　　井汲　　彰　先生（県北医療センター高萩協同病院整形外科）

　12月１日（日）午前９時から、新潟県柔道整復師会館４階において新潟地区会員研修会が行われま
した。令和２年度より新潟市開発公社主催で、新潟市体育施設において開催される健康教室に外部講
師として参加させていただくことになり、これに向けて会員の資質向上を目的に、座学・実技研修等
を行いました。　
【参加会員数】16名　　
【研修内容】　・「体操教室と痛み相談室」の運営について　　・高齢者向け体操実技
【講　師】大橋敏博下越ブロック長　中村公昭理事　中條貴之新潟東地区長　五十嵐寛新潟西地区長

新潟地区会員研修会新潟地区会員研修会 ■新潟東地区　中村　公昭■新潟東地区　中村　公昭
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■新潟東地区　大橋　敏博■新潟東地区　大橋　敏博

　上記大会が８月25日（日）に群馬県高崎市のサンコー72カントリークラブで行われました。
　各県の柔整師及び業者さん等で133名の参加でした。昨年は非常に暑い中開催されましたが、今年
はゴルフ日和となりプレーも楽しくできました。本会からは金子副会長始め６名が参加しました。
　前日より４名が前泊し、夕食は都柔整の先生方、日整工藤会長、都柔整伊藤会長らと共にし、翌日
に備えました。成績は、金子副会長が３位で大きな大きな商品が当たり、他の参加者も全員が賞に入
り多彩な賞品をゲットし持ち帰りました。また来年も参加しようと約束しながら家路に着きました。

　10月27日（日）、柏崎市９名の会員により、朝７時から９時までスタート前コンディショニングを
行いました。年々減少傾向にあるようですが今年は1568名のランナーが参加しました。37名のラン
ナーが本会のコンディショニングブースを利用され、フルのランナーが18名、ハーフが11名、10㎞が
８名でした。腰部と両下肢のストレッチ、膝関節、足関節、下腿のテーピングがほとんどでした。気
温は少々寒く、時折小雨が降る天候でしたが、ランナーにとりましてはまずまずのコンディションだっ
たのではと思われます。
【参加会員】

　茂野恵智郎　　荒井　典一　
　後藤　直哉　　前澤　裕二
　桑名　和行　　加藤美都子　
　渡辺　雅人　　茂野　浩祥
　治面地　潔

■上越地区　治面地　潔■上越地区　治面地　潔
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第28回日本柔道整復接骨医学会に参加して第28回日本柔道整復接骨医学会に参加して ■県央地区　中澤　幸治■県央地区　中澤　幸治

　11月23日（土）、24日（日）に、東京都江
東区の東京有明医療大学にて日本柔道整復接
骨医学会が本年も開催されました。
　大会初日の会場周辺は暴風雨の大荒れでし
たが、医学会会員、医師、柔道整復師、パラ
メディカル関係者、また柔道整復師養成学校、
大学の学生も含め多数の参加者で賑わってい
ました。会場にはメーンの大会場の他に６つ
の小会場があり、それぞれに整復実技、スポー
ツ外傷、運動療法、物理療法、固定術、病態
把握などの各項目に分かれ学術発表がなされ
ました。
　
　シンポジウムでは「スポーツと伝統医療 ― 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて ―」
との本年度の大会テーマについて、栗原整形外科クリニック　栗原友介先生、東京有明医療大学　根
本恒夫先生、高崎接骨院　高崎光雄先生、仁接骨院　柴田仁市郎先生、タナベ整骨院　田邊美彦先生
の各先生方が、外傷における保存療法を次世代に伝承していくための取り組みを紹介されました。
　医療法人社団宏友会　栗原整形外科クリニックの栗原友介先生は、柔道整復師９名と共に協力して
診療されていて、腰椎圧迫骨折について体幹ギプスで固定する「技術」を紹介されました。整形外科
医である栗原友介先生が常に患者ファーストの姿勢を持ち、出来るだけメスを入れない保存療法にこ
だわりをもたれ多くの柔道整復師を養成され、保存療法の技術と知識を伝承されていてとても感銘を
受けました。柔道整復師の本来のあるべき姿を再認識しました。栗原先生の様な整形外科医がたくさ
んいらして下されば良いと思いました。他の先生方は医接連携の取り組みや柔整手技療法の教育、合
わせ包帯を応用したアキレス腱損傷の利点などを紹介されました。一つ一つの発表が貴重な勉強とな
りました。

　実践スポーツ医科学セミナーでは、東京有明医療大学特任教授　福林徹先生がソフトバンクホーク
ス工藤公康監督をゲストとして招待され、現役時代の実体験を交えてスポーツ外傷・障害の発生から
復帰までのプロセスを解説されていました。また、投球における足の運び方などケガをさせないため
のフォームを分かりやすく解説されていました。野球界で最近話題になっている「投球数制限」につ
いても議論され興味深いセミナーでした。そのほかにもプロスポーツの世界や大学病院などで行われ
ている最先端技術の紹介などもありました。
　本県からは早川雅成先生が座長の大役を務められました。私は昨年から参加しましたが、今回も多
くの収穫を得る事が出来ました。新潟県からの参加者は少ないとの事ですので、是非機会があれば皆
さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。
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令和元年度各種委員紹介令和元年度各種委員紹介

　関係機関より審査会や協議会等の委員を委嘱され活動している会員を紹介いたします。

全国健康保険協会新潟支部柔道整復療養費審査委員会審査委員

　　北　村　　　公　　　金　子　益　美　　　市　川　寿　秀　　　丸　山　　　智
新潟県国民健康保険柔道整復師施術療養費審査委員会審査委員
　　北　村　　　公　　　金　子　益　美　　　丸　山　　　智　　　加　藤　智　範
新潟県労働局柔道整復師施術費用審査委員会審査委員

　　北　村　　　公　　　市　川　寿　秀　　　丸　山　　　智　　
国民健康保険運営協議会委員

　　（上越市）伊　東　　　肇　　　（妙高市）前　島　順　子　　　（柏崎市）荒　井　典　一
　　（長岡市）北　村　　　公
介護保険運営協議会委員

　　（上越市）田　中　公　彦　　　（糸魚川市）金　子　正　樹
健康づくり推進協議会委員

　　（上越市）田　中　公　彦
地域包括支援センター運営協議会委員

　　（上越市）加　藤　智　範　　　（妙高市）市　川　寿　秀　　　（糸魚川市）金　子　正　樹
国民保護協議会委員

　　（上越市）田　中　公　彦
地域密着型サービス運営委員会委員

　（妙高市）市　川　寿　秀　　　（糸魚川市）金　子　正　樹
障害程度区分等審査会審査委員

　（上越市）大　竹　三栄子
介護認定審査会審査委員

（上越市）木　村　敏　幸　　　大　竹　三栄子　　　加　藤　智　範　　　霜　鳥　秀　幸
（妙高市）市　川　寿　秀　
（柏崎市・刈羽郡）前　澤　裕　二　　　高　橋　真　一　　
（糸魚川市）赤　野　宏　斉
（長岡市・出雲崎町）北　村　　　公　　　今　井　達　栄　　　鹿　島　太　一　
（燕市・弥彦村）和　田　浩　一
（新潟市）大　橋　敏　博　　　鈴　木　　　梓　　　川　上　祥　吾　　　中　村　公　昭
　　　　 佐　藤　清　美　　　安　澤　直　樹　　　中　野　健　一　　　星　野　　　力
　　　　 亀　貝　良　介　　　星　野　英　慈　　　高　橋　國　廣
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新入会員紹介新入会員紹介

入会年月日／平成31年4月18日　　
生年月日／昭和58年6月7日
卒業柔整学校／赤門鍼灸柔整専門学校
段位／柔道初段

中越ブロック

〒940-2105
長岡市緑町 1-38-433-1F
℡ 0258-77-6318　

みどり町整骨院（開設）

大森　要
おお   もり　　  かなめ　

入会年月日／平成31年4月21日
生年月日／昭和35年3月11日
卒業柔整学校／信州医療福祉専門学校

上越ブロック

〒943-0805　
上越市木田 1-5-3　
℡　025-524-8620　

あすなろ接骨院（開設）

秋山　信子
あき   やま　　　 のぶ　こ　

入会年月日／平成31年4月21日
生年月日／平成2年3月6日
卒業柔整学校／福島医療専門学校
段位／柔道初段

下越ブロック

〒955-0061　
三条市林町 2-16-10
℡　0256-33-6701　

丸山接骨院（勤務）

荒井　駿行
あら　い　　　   たか  ゆき

入会年月日／平成31年4月21日
生年月日／昭和42年8月5日
卒業柔整学校／札幌青葉鍼灸柔整専門学校

下越ブロック

〒956-0101
新潟市秋葉区小須戸 19-5
℡　0250-38-2357　

あべ接骨院（勤務）

藤田　健
ふじ　た　　　 たけし　

入会年月日／平成31年4月21日
生年月日／平成3年6月21日
卒業柔整学校／帝京平成大学
段位／柔道初段

下越ブロック

〒950-0115
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 445
℡　025-277-9371　

まるやま接骨院（勤務）

圓山　慧
まる   やま　　　 けい　
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上越ブロック　上越市
なかがわ接骨院
中川　裕之　会員
　　　恵　　さん

平成31年3月16日　挙式

祝　ご結婚祝　ご結婚

下越ブロック　新潟市
なかじょう接骨院
村上　大二郎　会員
　　　佑花　　さん
平成31年4月28日　挙式

末長くお幸せに

ご結婚おめでとうございます



31

「新整広報第50号」の投稿を募集します「新整広報第50号」の投稿を募集します ■広報委員会 ■広報委員会 

　広報委員会では、（公社）新潟県柔道整復師
会機関誌として年 1 回発行している、次の「新
整広報第50号」に掲載する原稿を募集します。
　日常業務での体験や、ご自身の趣味、思い出、
ご当地の名所や祭礼・イベントの紹介など、気
楽にご応募ください。

１．パソコンソフトでの原稿の形式

　　（ワードや一太郎などでの投稿）

　原稿はＡ４版縦白紙に10.5ポイントを使用。
余白は標準、１段組みのままで結構です。横書
きで文章はＭＳ明朝体を使用してください。
　１行目にタイトル、２行目に所属地区名、及
び氏名を記載し、３行目を空白にして、本文を
４行目から記載してください。
　内容は１ページ以内に簡潔にまとめ、写真等
を同時に掲載する場合は、そのスペースを考慮
してください。例えば写真を２枚掲載する際の
文章の量は、Ａ４用紙の３分の２程度になりま
す。
　原稿及び写真ファイルは、メールのタイトル
に「新整広報投稿」と記載し、添付してお送り
ください。

２．手書き原稿の形式

　特に形式は問いませんが、広報委員会でデー
タに打ち直しますので、わかりやすい字でお書
きください。原稿は郵送かＦＡＸで受け付けま
すが、写真はデータとしてメール添付するか、
郵送していだだく必要があります。

３．写真だけの投稿

　写真データの投稿も、受け付けております。
プリントしたものは、データ化する過程で元の
画質が損なわれることがありますので、データ

での投稿をお奨めします。
　写真のタイトル、所属地区、撮影者名をメー
ルに記載してお送りください。短い写真解説な
ども記載していただけると、一層良い記事にな
ると思われます。

　投稿の内容により、編集会議の結果、未掲載
となる場合や、内容を変更させて頂く場合もあ
りますのでご了承ください。
　また、掲載スペースを調整するために、文章
の割愛や、写真のトリミングをさせていただく
場合があります。
　原稿や写真データ作成に関しての相談も受け
付け、お手伝いさせていただきます。お近くの
広報委員まで、お声掛けください。

〈原稿の宛て先〉

〒950-0084
新潟市中央区明石１丁目２番28号

（公社）新潟県柔道整復師会
広報委員会「新整広報投稿」係
E-mail: sinsetu@themis.ocn.ne.jp
FAX: 025-245-7822
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ボランティア活動報告 （平成30年12月～令和元年11月報告分）

平成30年10月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

14日㈰ 第48回上越市女性バレーボール大会 教育プラザ大体育館 大竹三栄子　近藤謙介 10名

14日㈰ くわどり謙信公トレイル2018 上越市桑取ゆったり村～
南葉山頂往復 大竹　繁　　田中公彦 １名

平成30年11月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

４日㈰ 第11回ママ協選手権
ママさんバレーボール大会

教育プラザ大小体育館
清里スポーツセンター

田中公彦　大竹三栄子
近藤謙介　　大竹　貫 28名

18日㈰ 第34回上越柔道大会 上越市総合体育館 加藤智範　　中川裕之
加藤敦志 ７名

平成30年12月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

２日㈰ 第68回頚南柔道大会 妙高市総合体育館 加藤敦志 ４名

２日㈰ オープントーナメント
第11回北陸空手道錬成大会

上越市高田
スポーツセンター 霜鳥秀幸 １名

２日㈰ 2018極真会館本部直轄
新潟道場内部試合大会 燕市体育センター 安澤直樹 12名

９日㈰ 第15回新潟県空手拳法道選手権大会 新潟市北地区
スポーツセンター 安澤直樹 21名

16日㈰ 第50回柏崎地区家庭婦人
バレーボール選手権大会 ラピカ 高橋真一 ８名

24日㈪ 石山地区親善バドミントン大会 新潟市東総合
スポーツセンター

中條貴之　　若木紀考　
齋木貴幸 15名

平成31年１月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

13日㈰ 第11回新潟県中学校１年生
柔道体重別大会 新潟市新津武道館 箱岩知幸　　古谷富治 ５名

19日㈯～
20日㈰

第41回全国高等学校柔道選手権大会
新潟大会兼新潟県高等学校柔道選手
権大会

新潟市
鳥屋野総合体育館

圓山　学　　市村　健
菅原優人 18名

27日㈰
第30回全日本新空手道選手権大会
K-２GRAND PRIX2019北信越地区
予選会

アスパーク亀田武道場 安澤直樹 11名
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平成31年２月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

17日㈰ 第21回県央ジュニア親善柔道大会 燕市市民武道館柔道場 和田浩一 11名

平成31年３月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

17日㈰ 新潟ハーフマラソン2019 デンカビックスワン～
各救護所

中條貴之　　大橋敏博　
引野晃一　　中野健一　
村上大二郎　安澤直樹　
若木紀考　　齋木貴幸　
加島智裕　　髙野一寿

24名

24日㈰ 第57回大形オープン
バドミントン大会 亀田総合体育館 加島智裕　村上大二郎 15名

平成31年４月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

7日㈰ 第33回ＢＳＮ少年柔道大会 鳥屋野総合体育館武道館 木間博之　　市村　健 ７名

14日㈰ 第25回上越市ママさん
バレーボール協会発足記念大会

教育プラザ体育館
清里スポーツセンター

大竹　繁　大竹三栄子
近藤謙介　　野﨑貴之 18名

令和１年５月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

19日㈰ 第13回JAえちご上越杯
ママさんバレーボール大会 教育プラザ体育館 大竹三栄子　近藤謙介　

野﨑貴之 28名

26日㈰ 第44回上越少年柔道大会 上越市総合体育館 加藤敦志 ６名

令和１年６月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

１日㈯～
　２日㈰

第72回新潟県高等学校
総合体育大会柔道大会 長岡市市民体育館

中村博昭　　今井達栄　
古谷富治　　小玉浩史　
長谷川慎一

25名

２日㈰ 第20回高田城ロードレース大会 高田城周辺市街地 田中公彦 ６名

２日㈰ あらいバレーボール大会 妙高市総合体育館
妙高ふれあいパーク 前島順子　　伊藤貴大 ５名

２日㈰ 第21回修武杯空手道選手権新潟大会 上越市総合体育館柔道場 霜鳥秀幸 ２名

２日㈰ 第15回村松杯シニアママさんバレー
ボール大会 教育プラザ体育館 大竹三栄子　近藤謙介 ２名

９日㈰ 上越地区（柏崎）昇段審査会 柏崎市武道館 桑名和行 ０名
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９日㈰

第20回オープントーナメント新潟県
空手道錬成大会
第２回オープントーナメント新潟県
フルコンタクト空手道
選手権大会

新潟市西総合
スポーツセンター 安澤直樹 11名

16日㈰ 2019新潟県空手道選手権大会 燕市体育センター 安澤直樹 11名
22日㈯ 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 豊栄総合体育館 圓山隼人 12名
23日㈰ 第16回全国小学生学年別柔道大会 豊栄総合体育館 菅原優人 ３名

30日㈰ 第38回
ファミリーソフトバレーボール大会 妙高市総合体育館 前島順子 ０名

30日㈰ 第７回上越ケーブルビジョン杯
ママさんバレーボール大会

リージョンプラザ上越
インドアスタジアム 大竹三栄子　近藤謙介 19名

令和１年７月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

７日㈰ 第27回佐藤杯争奪柏崎刈羽
家庭婦人バレーボール親善大会 刈羽第２体育館 桑名和行 ５名

７日㈰ 第13回東日本グローブ空手道
選手権大会 アスパーク　亀田体育館 安澤直樹 15名

７日㈰ 第15回デュオ・セレッソ旗
ママさんバレーボール大会

教育プラザ大体育館
清里スポーツセンター

大竹三栄子　近藤謙介　
野﨑貴之 15名

30日㈰ 新潟県養護教員研究協議会
中越Ⅱ地区　救急法講習会 小出郷文化会館 小林英樹 140名

令和１年８月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

４日㈰ 長岡まつり共催
第67回県下柔道大会 長岡市市民体育館

浅野栄一　　小林二良　
横山和雄　　楚山浩平　
長谷川慎一

15名

11日㈰ 第94回謙信公祭奉納
武道大会柔道大会 上越市総合体育館 加藤敦志　　中川裕之 ３名

11日㈰ 第24回さわやか三井企画杯
ママさんバレーボール大会 教育プラザ体育館 大竹三栄子　近藤謙介　

野﨑貴之　　大竹　貫 ６名

25日㈰ 第43回信越少年柔道大会 上越市総合体育館
（勤労者身体障害者体育館）

加藤智範　　中川裕之　
加藤敦志 ６名

25日㈰ 第６回市Ｐ連
バレーボール有志決勝大会

上越市
カルチャーセンター体育館 近藤謙介　　野﨑貴之 ３名

令和１年９月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

８日㈰ 市民武道大会 柏崎市武道館 桑名和行 １名

15日㈰ 第17回上越タイムス旗
ママさんバレーボール大会

教育プラザ体育館
清里スポーツセンター

大竹三栄子　大竹　貫　
近藤謙介　　野﨑貴之 24名

15日㈰ 第６回オープントーナメント
全北陸空手道選手権大会

新潟市東総合
スポーツセンター 加島智裕　　安澤直樹 10名

22日㈰ 第１回秋季
ママさんバレーボール親善大会 刈羽第２体育館 治面地潔 ７名
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令和１年10月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

６日㈰ 第47回下越地区柔道大会 阿賀野市笹神体育館 圓山　学　　圓山隼人 10名

20日㈰ 第11回ウーロン杯
ソフトバレーボール大会 妙高市総合体育館 前島順子 ５名

令和１年11月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

２日㈯～
　３日㈰

第44回ＢＳＮ高等学校柔道選手権大会
第39回ＢＳＮ中学校柔道選手権大会
第22回ＢＳＮ少年柔道選手権大会

鳥屋野総合体育館 菅原優人　　圓山隼人　
圓山　学 34名

24日㈰ 第５回上越地区郵便局長杯
冬季あらいバレーボール大会

妙高市総合体育館
新井高校体育館 市川寿秀 10名

本会事業としての参加救護活動
活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

平成31年
４月７日㈰ 新潟ロードレース大会 新潟市陸上競技場

大橋敏博　　中條貴之　
引野晃一　　外川　均　
安澤直樹　村上大二郎　
髙野一寿

３名

４月20日㈯
～21日㈰ 新潟市陸上競技選手権大会 新潟市陸上競技場

中條貴之　　平方　智　
中野健一　　安澤直樹　
村上大二郎　髙野一寿

51名

令和１年
５月12日㈰

新潟県障がい者スポーツ大会
陸上競技 デンカビッグスワンスタジアム 中條貴之　　平方　智　

安澤直樹 ２名

５月19日㈰ 第19回 柏崎潮風マラソン コース内、新道・佐水給水ポ
イント

茂野恵智郎　治面地潔　　
前澤裕二　　荒井典一　　
後藤直哉　　桑名和行　
加藤美都子　渡辺雅人　
茂野浩祥

424名

６月９日㈰ 第10回南魚沼グルメマラソン 八色の森公園

仲祐一郎　　星　光明　
鹿島太一　　間島大樹　
茂野浩祥　　栁原晃平　
佐藤大輔

120名

6月23日㈰ 全国小学校陸上競技交流大会
新潟県予選会 デンカビッグスワンスタジアム 中條貴之　　平方　智　

加島智裕 ３名

６月29日㈯
～30日㈰

第28回全日本車いす
バスケットボール競技大会 長岡市市民体育館 間島大樹 ０名

７月13日㈯
～15日㈪ 新潟県陸上競技選手権大会 新潟市陸上競技場

中條貴之　　平方　智　
中野健一　　安澤直樹　
齋木貴幸　　若木紀考　
加島智裕　　髙野一寿　
村上大二郎

46名
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８月７日㈬
～11日㈰

第12回
寺子屋つばさ100㎞徒歩の旅

三条市下田地区～弥彦山登山
～弥彦神社

吉田拓也　　金子恵彦　
丸山　智　　栁原晃平　
和田浩一

33名

８月18日㈰ 新潟大学陸上競技会 新潟市陸上競技場 中條貴之　村上大二郎 10名

10月19日㈯ 日本グランプリシリーズ　Denka 
Athletics Challenge　Cup デンカビッグスワンスタジアム 中條貴之　　中野健一　

若木紀考 ８名

介護予防事業の運動指導等への講師派遣
事　　業　　名 日　　程 会　　　　場 参　加　会　員

平成30年度
妙高市リハビリ健康講座

平成30年６月５日～　
平成31年３月７日
計９回

中町会館
妙高高原ふれあい会館　他
９カ所

市川寿秀　　前島順子　
長澤健章　　伊藤貴大

各種フォーラム・シンポジウム等への参画
事　　業　　名 日　　程 会　　　　場 参　加　会　員

上越市個別地域ケア会議
平成31年３月14日～
令和１年11月14日
計11回

上越市市民プラザ
上越市教育プラザ  他
６カ所

田中公彦　　加藤智範
大竹三栄子　伊藤正人

糸魚川市防災訓練 令和１年６月13日 糸魚川市消防本部 金子正樹

ハートスクラムかしわざき
平成30年10月１日～
令和１年９月30日
計４回

柏崎市元気館 渡辺雅人　　治面地潔

健康寿命延伸フォーラム 令和１年10月14日 新潟ユニゾンプラザ 中村公昭　　若木紀考
齋木貴幸
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編　集　後　記

広報部長　大橋　敏博

　会員及び関係団体の皆様には日頃より本会の広報活動にご理解とご協力を賜わり誠にありがとうご
ざいます。
　新整広報第49号が、皆様のご協力のもと無事発行できましたことを先ずもって感謝申し上げます。
　令和に改元となり、国民こぞってお祝いムードの元年度でありましたが、一方で山形沖地震の発生、
度重なる台風の襲来等による災害で多くの犠牲者、そして被災された皆様がおられます。
　改めて、犠牲となられた皆様に対しご冥福と、被災された皆様に対しお見舞いを申し上げます。
　また、これら災害に伴い、新潟県・新潟市の総合防災訓練、日整全国柔道大会等、その他多くのス
ポーツ大会が中止となり、練習を積み重ねた選手の皆様、準備に携わった関係者の皆様は本当に残念
であったことと思います。
　さて、県民と会員、そして本会をつなぐ手段である広報は非常に重要な役割を担っていることは、
皆様周知のとおりであります。
　このためにも、行政との関係性の拡充、スポーツ関係団体との協調、介護予防事業への協力などを
基にして、様々な分野から情報収集に努め、これらを会員そして本会の事業推進のため、情報提供に
努めてまいりたいと考えております。
　また、本会各ブロック間における様々な活動、あるいは多くの情報に関してもこれを収集し、生の
情報を会員の皆様に提供できるよう取り組んでまいります。
　広報部は、加藤智範部員、近藤貴司委員、横川　司委員、根津政洋委員とともに精一杯の知恵を出
し合い、会員にとって分かりやすく見やすい情報を提供できるよう企画してまいります。
　部員一同よろしくお願いいたします。

■広報部長　大橋　敏博　　■広報部員　加藤　智範

■広報委員　横川　　司　　根津　政洋　　近藤　貴司
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・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

〒950-0084

TEL：025-245-2815 FAX：025-245-7822

新潟県柔道整復師協同組合

新潟市中央区明石１丁目２番２８号

・クラウン保険設計株式会社

新潟県柔道整復師協同組合

指　定　業　者

・株式会社スマイルライフジャパン

・株式会社テクノリンク

・ダイヤ工業株式会社

・テイコクファルマケア株式会社

・ミニッツシステム開発株式会社

・株式会社デムス

・株式会社ドーム

・株式会社エス・エス・ビー

・株式会社ＨＥＬＩＯ　ＪＡＰＡＮ

・株式会社ゆめ旅

・プルデンシャル生命保険株式会社

・株式会社トーク

・フジタ医科器械

・富国生命保険相互会社

・株式会社メディカルシステム

・株式会社カナケン

・有限会社小黒保険事務所

・株式会社ＴＯＳＣＯＭ

・ミナト医科学株式会社新潟営業所

・株式会社ファロス

―組合員様のご利用をお待ちしております―

・株式会社サンケイワーク
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治療例

管理医療機器（特定保守管理医療機器）〈クラスⅡ〉
医療機器認証番号 229AABZX00026000
低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器
（JMDNコード：70620000）
イトー ES-5000

立体的な電流のうねりが生体深部を広範囲に刺激。立体的な電流のうねりが生体深部を広広範範囲に刺
進化した、うねり感。

立体動態波モード

立体的な電流のうねりが深部を刺激。
［3D干渉電流刺激療法］

3D MENSモード
立体的な微弱電流で深部組織を刺激。
［3Dマイクロカレント療法］

3D EMSモード
立体的なEMSが深部の筋を刺激。
［3D神経筋電気刺激療法］

Hi-Voltageモード
高電圧で深部組織を刺激。
［高電圧電気刺激療法］

MCRモード
微弱電流で損傷の治療を促進。
［マイクロカレント療法］

EMSモード
筋収縮を引き起こし、筋力を強化。
［神経筋電気刺激療法］

2D

3D

3Dと2Dの治療モードを同時に使用可能

お問い合せ先 TEL.025-274-5264
FAX.025-274-5294〒950-0027  新潟県新潟市東区松和町14-3

フジタ医科器械 製造販売元

〒113-0001 東京都文京区白山1-23-15

販売元
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総 発 売 元 株式会社
本　  社： 〒225-0002　神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-39
 TEL_045-901-5471㈹ FAX_045-902-9262
オンラインショップ  http://e-kenkou.jp/ E-mail  info@kanaken.co.jp

大阪営業所：TEL_06-6935-3016㈹ FAX_06-6935-3017
新潟営業所：TEL_025-286-0521㈹ FAX_025-286-8870
福島営業所：TEL_024-961-7211㈹ FAX_024-961-7221
仙台出張所：TEL_022-287-6273㈹ FAX_022-287-6218

─ サーノス ─

低周波治療器

【付属品】
電源コード …………………… 1本
アースコード ………………… 1本
2Ｐ-3Ｐ交換プラグ ………… 1個
導子コード ………… 黄緑橙各2本
丸型湿性平導子……黄6個・青6個
マジックバンド ……長3本・短3本
添付文書……………………… 1部
取扱説明書…………………… 1部

痛 みの治療に新しい提案
即効深部刺激、サーノスだけのＰＤＭウェーブ搭載

表層部位から深層部位まで刺激をコントロール。

新開発の『PDM波形』を搭載。ただいまデモンストレーションを実施中です。
お気軽にお問い合わせください。

低周波治療器
SARNOS（サーノス）
KE-548 　本体

価格 850,000円＋消費税
〔クラスⅡ/特管〕認証番号：222ALBZX00038000
●定格電圧：AC100V
●電源周波数：50/60Hz
●電源入力：100VA

●保護の形式：クラスⅠ機器
●保護の程度：BF形装着部

●最大出力電圧：130Vpp±20％（500Ω負荷時）
●最大出力電流：70±10mArms（500Ω負荷時）
●出力周波数： 1.36kHz±10%～　1.74ｋHz±10%　2.7ｋHz±10%
●出力波形：A、B ●出力チャンネル数：6
● 安全装置： ゼロスタート方式・ストップスイッチ・電源ヒューズ5A
● 本体の寸法：幅330㎜×奥行351㎜×高さ226㎜
●本体の重量：約5.2㎏

体のIC回路を調整

4つのモードから選ぶ
簡単操作‼ 

こり 痛み 美肌（再生） 疲労（リンパドレナージュ）ⅡBiomini
― バイオミニⅡ ―

バイオミニ Ⅱ
KE-562 　本体

価格 138,000円＋消費税
〔クラスⅡ/特管〕認証番号：226AFBZX00071000

■定格電圧： DC5V、単三形乾電池4本、
専用ACアダプタ UCB312-0520（入力 AC100V） 

■定格消費電力：0.3W　
■寸法：（高さ）37.1㎜×（幅）223.5㎜×（奥行）124.6㎜　
■重量：290g
■最大出力電流：2mArms（1000Ω 負荷時）　
■定格出力電圧：12.6Vp-p（1000Ω 負荷時)
■出力周波数：0.27～333Hz　
■パルス幅：1ms～1850ms　
■出力波形：パルス波
■出力チャンネル数：2チャンネル　
■治療時間：15、20、35分
■使用環境条件： 温度 10～40℃、湿度 30～75%、

気圧 700～1060hPa
■安全装置： ゼロスタート方式、電源スイッチ、

出力レベルDOWNスイッチ
■適合規格：JIS T2003 :2011

別売品
品　　名 商品コード 価格（税別）

③ ワニ口アダプター（4個1組） KE-563A 2,400円
④ 専用ACアダプター KE-563B 2,500円

付属品（消耗品）
品　　名 商品コード 価格（税別）

① 粘着導子TRS-7000 KE-549E  1,800円
② オクトパスコード KE-509K 12,000円

75%、

①
②

④

③
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［柔道整復師倫理綱領］

　国民医療の一端として柔道整復術は、国民大衆に広く受け入

れられ、民族医学として伝承してきたところであるが、限りな

い未来へ連綿として更に継承発展すべく、倫理綱領を定めるも

のとする。

　ここに柔道整復師は、その名誉を重んじ、倫理綱領の崇高な

理念と、目的達成に全力を傾注することを誓うものである。

１、柔道整復師の職務に誇りと責任をもち、仁慈の心を以て人

類への奉仕に生涯を貫く。

２、日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範となるべく人格

の陶冶に努める。

３、相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守り、業務を

遂行する。

４、学問を尊重し、技術の向上に努めると共に、患者に対して

常に真摯な態度と誠意を以って接する。

５、業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、信条、性別、

社会的地位などにかかわらず、患者の回復に全力を尽くす。

発　行　日　　令和２年２月１日
発　行　所　　公益社団法人　新潟県柔道整復師会
　　　　　　　〒950-0084　新潟市中央区明石１丁目２番28号
　　　　　　　　　電　話　　代表（025）245－2815
　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　（025）245－7822
発　行　人　　北　村　　　公
編　集　者　　大　橋　敏　博
印　刷　所　　株式会社　小林印刷所




