
 1 

事務局通信 
〒151－0053 

東京都渋谷区代々木 2－39－7 メゾン代々木 201 号 

TEL03-3299-5276    FAX03-3299-5275 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.hoshinren.jp 

e-mail zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

-hoshinren@star.ocn.ne 

 

一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 

10 周年記念式典 

平成 26 年 9月 28 日（日） 

ホテルローズガーデン新宿 

H26年 9月 28日（日）一般社団法人・鍼灸マッサージ師

会設立 10周年記念式典が行われました。 

まず司会の草薙和春理事が前口上で、自らの体験談を話

されました。 

『自分は最近サーフィンを始めたが、上手に波に乗ること

は治療の道にも通ずると気付かされた』『患者様の自然治癒

力を高めて病気を治していく東洋医学は、自然の摂理に従

うことであり、生命の波動をとらえ、その波に逆らわず無理なく身体を整えると云う姿勢は治療に

つながる』と、譬えをもって分かりやすく話され、会場の雰囲気を和らげる気配りをみせてくれま

した。 

 

 土屋幸弘理事は会の略歴を紹介し、この式典を通し一致協力して伝統医学の発展を目指していき

ましょうと話され、10周年記念式典開催を宣言しました。 

 その後、高橋養藏代表理事の挨拶・各来賓者から祝辞をいただきました。 

（※代表理事及び来賓者の祝辞、挨拶については別途掲載。井上英夫教授及び井上美幸様の 10周年記念の祝辞は、記念誌

に掲載いたします。） 

 ㈿兵庫県保険鍼灸師会理事長の藤岡東洋雄先生は、当会が、鍼灸マッサージを

西洋医学と同様に医療保険で受療出来るように、継続した活動を行っている数少

ない団体であることを評価して下さいました。 

日本の医療は西洋医学と伝統医学は制度的には対等でありながら、その取扱い

においては雲泥の差があり、これは刑法 193 条に違反する職権乱用行為である事

を訴えました。 
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「私は法律に基づかない通知・通達での施行を、『違法なものは違法である』  （藤岡東洋雄先生）

と毅然と反論していきます。これは奪われた権利を取り戻す行為であり基本的人権の回復です。」 

藤岡先生の話は、施術者に対しても歯痒さを感じている事が察せられました。『自分たちの職種が

運用により差別を受け続けている状態に気付かず、保険者の言われるままに従っている。役人の法

的根拠のない運用を適法と信じている』この認識を新にすることを訴えました。参加者を後ろから

見ていると、藤岡先生の真摯な熱意に引き込まれ、聞き手の姿勢に筋が通った気が致しました。 

 

 森ノ宮医療大学の坂部昌明先生からは、今後我が国の高齢者数の推移がどう

いう様態になるかの人口動態予測がプレゼンスタイルで話され、増え続ける高

齢者の行き場所を懸念せざるを得ない、状況が示されました。 

一般社団法人・鍼灸マッサージ師会の軌跡について 

 この 10年の会の歩みが、事務局の山口充子理事がナレーターをし、写真と共

に紹介されました。また当会発足当時から尽力してきた功労者に対し表彰が行

われました。以下敬称略。 

（真船峰華名取） 

 

 

 

 第一部の締め括りとして、歌舞伎舞踊沢村流名取・真船峰華先生

の詩舞「古城」の凛々しい詩舞が披露され、日本の伝統芸能の深さ

に感銘を受けました。 

 

 第二部は神奈川県鍼灸マッサージ協同組合の相談役・山口富靖氏、

加藤勝彦氏・千葉医療福祉専門学校理学療法学科講師・井上美幸氏

から祝辞をいただきました。 

                   （左から加藤・前場・山口・各先生） 

 

 事務局長の清水一雄理事からは 10

周年記念誌の制作活動報告が行われ、 

「本日の写真も含めて編集し、今年 11

月中には皆様の手元に届ける事が出

来ると 

思います」と報告がありました。 

（清水一雄 事務局長） 

（井上美幸 先生） 

 

 

高橋養藏・相葉計佳・久下勝通・清水一雄・馬場雄治・松尾洋子 

山口充子・松原幸靖・真船洋二・田中榮子・菊池 哲・土屋幸弘・

石井文子・須藤三郎・岩下幸卯・荒木晶子・（故）平尾達夫 

（故）前川榮一 
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 お酒も入り和やかな雰囲気の中で、第二部の締め括りとして、ラテンバンド「しまあじ」による

生演奏のミュージックコンサートが始まり盛況の内に終了致しました。 

 

 

 

 

 

（ 

（ラテンバンド しまあじ）              （西川・林・渡辺・各先生） 

 

 

 

 

 

 

 

（上石在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾏｯｻｰｼﾞ部・部長と夫人）       （久下監事・佐々木板橋区三療師会会長） 

 

 

 

法人設立 10 周年記念式典挨拶 

代表理事 高橋養藏 

法人格を得て 10 周年の式典に、来賓の皆さん、会員の皆さん、お忙し

い中ご出席いただき有難うございます。任意団体の時期を含めると 28 年

になります。 

この間、多くの方の努力と、ご協力で、この日を迎えることが出来まし

た。真に有難うございます。そして、この式典を準備された実行委員会と

事務局の皆さんに感謝します。後ほど事務局長から報告がありますが、10

周年の記念誌発行も準備しています。今日の記念写真も載せて皆さんに届

けます。 
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この機会に、厚生労働省が鍼灸治療を認めない理由として持ち出す「科学的な根拠がない」とい

うことについて、検討してみたいと思います。 

それには、日本で明治初期まで医療の中心だった伝統医療が何故、排除されたのか検討しなけれ

ばなりません。当時、伝統病がはやりこれを克服するのに西洋医学が必要だったことは理解できま

すが、排除する理由にはなりません。 

歴史の記録を見ると、西洋医療制度が制定されたのが明治 7 年、同年、日本は、台湾を制圧する

戦争を始めます。理由は軍陣医療に、伝統医療があわなかったようです。従って伝統医療が「科学

的な根拠がない」という理由で排除されたわけではありません。 

日本に、伝統医療が入ってきて、1400 年以上になると言われています。明治政府が排除しました

が大正から昭和にかけて復興運動が起こり、戦後昭和 22 年にはり師、きゅう師、あん摩マッサージ

指圧師法が制定されて、身分も確立され現代にいたっています。 

さて、科学的根拠に基づき行われている西洋医療はどうでしょうか、2008 年の新聞記事で「医療

事故死は、2006 年の厚生労働省研究班調査で、年間 2 万 4000 人と推定されています。」と書かれて

います。 

科学的根拠とは、いったいなんでしょう。伝統医療は、中国の歴史を含めると 3000 年以上の歴史

があり、人間の体に直接治療しその効果が認められ脈々とつづいてきました、言い換えれば 3000 年

以上前から人体実験を行い治療効果が認められてきたことになります。このことが科学的証明にな

らないのでしょうか。 

伝統医療も医療事故ゼロではないでしょうが、3000 年以上の歴史で、治療によって多くの人が亡

くなったという話は聞いたことがありません。私たちは、厚生労働省にだまされてきたのではない

でしょうか、これからは、3000 年以上の人体実験でためされた伝統医療を、気軽に使えるよう健康

保険法を改正し国民の医療として活用させる為に 100 万署名の世論をバックに国会議員に働いてい

ただきましょう。 

 

 

NPO 医療を考える会 患者代表  山西俊夫 

 医療を考える会の山西です。10周年記念式典おめでとうございます。私

が患者の立場から NPO活動に参加してから 5年間、その間節目と感じるこ

とを経験しました。 

 2012 年 11 月厚生労働省での社会保障審査会公開審査で岩下先生が併給

拒否の再審査請求が認められて、本庁 18F での公開審理に高橋先生とオブザーバーとして参加しま

した。 

 その時の空気は、審理委員が自らの針灸治療の体験から、なぜ併給がいけないのか、と鋭く保険

協会員に質問していました。若い協会員は只先例がないだけの回答を繰り返すだけでした。 

 事前の予想に反する東洋医療への追い風に触れて、請求が認められるのではないかと錯覚するほ

どでしたが、後から送られてきた回答書では、微妙な言い回しでしたが却下でした。 

その時に感じたのは行政側による公開審理は、行政側の茶番劇ではないのかということです。 

 また、都庁に自民党都連・吉原前幹事長を訪ねた時がありましたが、その時に質問されたのは、
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運動の全国組織はないのですか？という意見でした。 

 そして藤岡先生をはじめ関西の同志のご努力により 2013 年 6 月国民の会の結成に我々の社団と

NPO両組織の合流が実現したことです。関東支部も発足します。地域運動が全国規模の運動に発展し

ます。 

 ここで強調したいのはみなさまも NPO の会員であることを再認識していただきたい。百万人署名

運動は患者が表に出て戦う必要があります。日頃患者と接する中で是非患者会員の発掘にご尽力を

お願いします。 

 11月 16日の第 10回定期総会に一人でも多く出席して NPOの活動も盛り上げて戴きたい。 

 

 

 

ここからは 10 周年記念式典に参加された会員各位の感想です 

 

社会環境の変化に対応するために 

須々木斐子 

去る平成 26 年 9 月 28 日（日）、一般社団法人・鍼灸マッサージ師会 10 周年記念式典並びに祝賀

会が開催され、盛会のうちに幕を閉じました。 

 一会員として、誇らしく又嬉しく参加させて頂きました。関係者の方々は殊更感慨 

無量でいらっしゃったことと思います。 

 発会当初の御苦労は筆舌に尽くせないものであり、よく 10 年と云う風雪にたえて

来られたと感嘆して居る次第です。 

 以前、事務所を訪れた折、山口、久下両氏が保険組合と電話で丁々発止と渡り合って居られるの

を耳にし、会員達の為に粉骨砕身されておられることに感動致しました。 

 一般社団法人に昇格した時の、関係者諸氏の喜んで居られた御様子は、今でも忘れられません。

此の度の 10 周年の祝賀は、10 年という節目にお互いの健闘を祝い合い、未来への更なる発展を誓

い合う、またとない機会でした。 

 私達を取り巻く社会環境の変化の速さに対応してゆく

為には、この会の発展に頼る以外、方法はないと思います。

初心に帰り頑張りましょう。 
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この 10 年の自分史を振り返って 

保険部長 清水郁夫 

 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会様、10 周年おめでとうございます。 

私がこの会に入ったきっかけは、40 歳を過ぎて国家資格取得後、生活は昼間

老人ホームでアルバイト、夜はホテルでマッサージのアルバイトをし、どの様に

独立するか模索している時、『医道の日本』に掲載された、鍼灸マッサージ師会

の勉強会に参加したことに始まります。 

勉強会の会場は代々木の昔の事務所で、参加者は今理事をしている小川さんと僕の２人でした。

講師の先生は清水事務局長と山口さんと久下さんがいたと、記憶しています。 

勉強の内容は大変濃いもので、凄く勉強になりました。それからは、会主催の行事にはだいたい

参加させて戴きました。 

新年会、学術勉強会、議員への陳情等、いろいろ参加して、高橋理事長、神奈川の山口理事長、

相葉先生、色々な先生がたと知り合えて、本当に勉強になり、僕自身の仕事も先生方のアドバイス

をもらいながら少しずつですが、生活出来る様になりました。 

まだまだ未熟ですが、本当にすばらしい先生方、事務局の方達と出会えて、会に入って良かった

と思っています。 

10 周年の会、前半の会の歩みの中で、来賓の先生方の話では、顧問弁護士の宮原先生の岸イヨさ

んの裁判の話など大変勉強になりました。中には話の長い先生方もいましたが、その会場でしか聞

く事の出来ない内容も有り、大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。 

第Ⅱ部のパーテイーでは、キューバ観光大使も務めている、サルサバンドのしまあじによる、演

奏と歌があり、料理も美味しく、お酒もビール、ワイン、スコッチウイスキー、など何でも有りで、

みんながノリノリで楽しい宴でした。（岩下先生・上石先生ありがとう） 

最後に荒木先生の締めのお話で終わりましたが、これからは、どんどん若い先生方と共に歩んで

いかないと、この会は消滅してしまいます。 

過去の昔話も大事ですが、これからの魅力ある鍼灸マッサージ師会になるには、若い先生方も含

めみんなで一丸となって頑張って行きましょう。 

 

 

新規加入の会員の立場から 

こうしん㈱ 小原恵輔 

 

今回は一般社団法人鍼灸マッサージ師会・10周年記念式典に参加させていただきまして誠に有難

うございます。 

著名な先生方の医療、鍼灸あん摩マッサージ、保険診療に対する情熱や今鍼灸あん摩マッサージ

や医療業界が直面する問題を聞かせていただきました。 

どのお話も患者様が今よりも更により良い治療を受けられ、質の良い生活を送れるには私達がど

のようにしていかなければならないのか考えさせらせるお話ばかりでした。 
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この業界はどうしても閉鎖的になりやすく、身内ばかりでまとまりがちのように感じます。 

私も今回この記念式典に参加させていただいて色々な方々のお話を聞く事で色々な面で視野を広げ

る事ができました。 

個人では思いつかない事も、同じ信念を持つ者が集まる事で、大きな変化をもたらすことの出来

るアイディアが生まれ、そしてそれを実行する事が出来ると感じました。 

これから自分一人では色々な壁にぶつかると思いますが、皆様と一緒に患者様第一で治療に当た

れるよう精進していきます。 

 

10 周年記念式典に参加して 

ヒロ指圧マッサージ院 増田浩司 

この会の 10 周年の歩みの映像を観たり話を聞いたりして、保険証で気軽にマッサージを受けられ

ることの必要性を改めて感じました。 

今後は、会の先輩方と微力ながら一緒に保険治療を、今以上に広げていきたいと思いました。 

懇親会では、多数の先輩方と会話をすることが出来ました。今後も宜しくお願いします。 

 

人生の七三（なみ）に乗ろう！ 

理事 真船洋二（真船峰華） 

先月末の本会「十周年記念式典」は非常に充実した式典でした。会の節目の大事な式典に参加で

きてよかったです。この式典を企画された実行委員、運営された役員、係りの方々、どうもご苦労

様でした。 

さて、人生よく七三（なみ）といいますが、波としての Up（好調）、そし

て Down（不調）以外に、仕事七分、趣味三分という意味の七三があります。

本稿は後者についてひとこと。 

長い人生、会社や組織において、終始“頑張ろう”、“頑張ろう”の一辺倒

では、余裕がなく疲れてしまいます。仕事以外の余暇の時間を、趣味等に打

ち込む事によって、精神がリラックスして落着きのある芯をつくることがで

きます。 

何でもよいから、自分がほっとできるものを持っている人は幸せです。歌でも楽器でも、絵でも

なんでもいいのです。それを極める道程において、奥行きの深い自分自身をつくることが出来ます。

自らの独自の精神世界をもつことにより、無限の能力の可能性と充足感を五体にみなぎらせる事が

できるのです。 

私は、「踊り」を始めて、来年で十年の佳節を迎えます。最近、つくづくとそのようなことを感じ

ます。まさに「継続は力なり」です。人生は七三、皆様も上手に乗りこなしていこうではありませ

んか！私の演じた舞いが、少しでもこの式典に華を添えることが出来たなら幸いです。 
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法人設立 10 周年記念式典へ出席したこと 

理事 丹下 佐隆 

 

さわやかな秋晴れのなか、上記式典に出席いたしました。当会設立に携わり、貢献していただいた会員

の方々への表彰式がありました。私が加入させていただいたのは後のことですが、鍼灸あマ指保険受療を

推進して下さった先生方には今一度感謝申し上げます。 

また顧問の宮原哲郎弁護士、いつも激励下さる井上英夫先生、共に運動下さる患者様方、各地関係者の

皆様との交流によって当会が現在在ると実感いたしました。厚くお礼申し上げます。 

また楽しみにしていたのは、懇親会での同業の先生方との交流です。そこでは用意していた施術やその

他日々の営業における質問をそことはなく投げかけ、いつもながらに多くのヒントや刺激をいただきまし

た。今回の式典では、社会主義国家キューバにバックボーンがあるラテンバンドの演奏がありましたが、

その情熱的な音楽が非日常性に拍車をかけました。 

個人的にいつも思い至るのは、思考し行動する必要性です。患者様への施術でも営業施策でも、考える

必要があり、考えずに感じる必要がありと常に難解な二面性ですが、私なりにこれからも活動していきた

いと思いました。 

 今後も施術者、患者等立場を問わずに医療の一端に関して様々な意見が交流していく場とし行動するこ

とで当会が発展していくのではと改めて可能性を感じました。運動の歴史を知り、新たなフェイズへと向

かう節目に立ち会えることは私には得難い経験となっています。 

また皆様方とお会いできることを楽しみにしております。 

 

 

追悼! ! 山井静男先生 

鍼灸マッサージ会相談役 田中榮子 

 

 会員の山井静男先生が 8 月 20 日、お亡くなりになりました。心より、哀悼の気持ち 

をお伝えします。 

 先生は、東洋医学を深く学び、古典を重んずる「豊田白詩研究会」の責任者をされ

ていました。私達も 4 年前、山井先生の治療院へうかがい、鍼灸古典の講義を受け、

豪快な鍼治療を学ばせていただきました。 

 最近は、健康を害され、岩下幸卯氏の治療を受けていました。その後、療養に専念するため治療

院を閉じ、自宅に帰られていました。 

 私は、30 年位前、山井先生と、他の研究会で知り合いました。先生は、東洋医学を語る時は、自

信にあふれ、社会を見る視点も、スケールが大きく、世の悪事を許さない、正義感の強い人でした。

私の知人を治療依頼したり、多くのことを学ばせていただきました。 
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 10 年前、この会の発足総会時、山井先生は、出席して下さいましたが、私達が、何の経過を説明

する暇もないうちに、会場へ妨害者が現われ、少し混乱したものですから事情がのみこめない様子

でした。 

 そこで、数日後に、清水事務局長と、山井氏の仕事場へ、説明にうかがいました。 

 私達が全国保鍼連をはなれ、「新たな会」をなぜ作ったのか。それは「全国

の会」のあまりに横暴な、非民主的運営があったため等をお話しすると、山井

氏は、よく理解して下さいました。 

 そして、私達の「一般社団、鍼灸マッサージ師会」を、温かく見守り、協力

をおしみませんでした。山井先生から届いた最後のお手紙は、7 月 1 日でした。 

 あんなにも東洋医学を愛し、治療にも心血を注いだ山井先生！又、お元気に

なって、どんなにか力を発揮したかった事でしょう。 

 私達は山井先生の思いを、受け継いでいきたいと思います。山井先生ありが

とうございました。どうぞ安らかにお休みください。 

（2009/10/4 撮影） 

（故山井 先生） 

 

 

＊申請書の送付１１月の締め切り ３日（月）の必着でお送

り下さい。 

11 月 2日（日）・11月 3日（月）とも、カレンダーでは休日

ですが、事務局は就業日です。 

 

 

速達とレターパックは土、日、祭日も配達さ

れますが、普通郵便は配達されません。ご注

意ください。 
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喘息患者の医療費全額支援を中止 

医療保障は国の責任 
 東京都の気管支ぜん息と認定された患者の

医療費を助成する制度が、2007年より実施され

てきましたが、新規の認定の申請を２０１４年

度末で打ち切ることが、都議会で 10 月 3 日に

可決されました。 

新たな患者の認定を打ち切るとともに、現在

認定されている患者の助成も３分１に縮小す

るということです。約 8 万人の患者が認定され

ているのですが、完治の難しい喘息は長期にわ

たる治療で、低所得の患者ほどこの制度を頼り

にしているのではないでしょうか。 

このぜんそく患者の医療費を助成する制度

は、大気汚染のため気管支ぜんそくで苦しむ患

者の運動により実施されました。 

都内の気管支ぜんそく患者が、大気汚染が原

因で健康被害を受けた損害賠償、汚染物質の排

出差し止めを、国や東京都、旧首都高速道路公

団（現首都高速道路会社）、自動車メーカー７

社に求めて 1996年から訴訟に踏み切りました。 

東京地裁は、気管支ぜんそく患者の一部に因

果関係を認め、国、都、公団に賠償を命じる判

決でしたが、原告、被告双方が控訴し、東京高

裁は、医療費助成制度の創設や大気汚染対策の

強化、メーカーが１２億円の解決金を支払うこ

となどを柱とした和解案を提示し、２００７年

に和解が成立しました。 

 この和解にもとづき、現在のぜんそく患者の

医療費助成がおこなわれてきたのですが、都と

ともに、費用を分担するべき国や自動車メーカ

ーは、新たな負担を拒否しており、都は財源不

足を理由に打ち切りを決めています。 

 本来、国が、東京の喘息患者だけの問題で

なく、全国都市のぜんそく患者救済の制度をつ

くる役割をになうべきではないでしょうか。 

 東京大気汚染訴訟を担当した原希世巳弁護

士は「年間１００億円あれば、全国版の無料制

度ができる」といっています。 

国は消費税の値上げにより、社会保障充実を

目的に年 8兆円の財源の負担を国民に求めたの

です。大気汚染の犠牲者である喘息患者の医療

費助成の費用負担を拒否する国の対応はゆる

されません。 

6 月に「医療・介護総合法」が可決され、政

府の医療、介護制度の計画が明らかになるに従

い、弱者に冷たい政治の実態に驚きます。 

患者の入院給食費の自己負担額引き上げの

法案が、来年の国会に出されるというのですが、 

１食あたり原則２６０円の自己負担額を４６

０円に、一食 200円負担増額、一か月では 2万

円の負担増になります。 

 そのほか、高齢者の高額療養費上限額の引き

上げや窓口負担のさらなる引き上げなど、医療

費の負担増が検討されているという報道です。

はり・灸やマッサージ療養費削減の圧力も強ま

ることが予想されます。 

負担増と合わせて、来年度から都道府県に

「地域医療ビジョン」を策定させ、病床数の削

減や介護制度の利用制限をすすめる計画です

から、行き場のない高齢者が医療難民・介護難

民となる姿も予想される事態です。 

 社会保障について、国民の「自助・自立」を

言い立てる政府により、国民だれにも平等に医

療を保障する目的の健康保険法は壊され、お金

しだいの医療となりつつありますが、医療の保

障は国の責任です。 

（平成 26年 10月 9日久下勝通） 
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ＮＰＯ医療を考える会 総会と講演会 

11月 16日（日）午後 13時 30分～16時 

千駄ヶ谷社会教育会館 会議室 

講演 畑中大悟 代々木病院ケアマネジャ－ 

   高齢者を支える介護、医療をめざして 

 

    ＮＰＯ医療を考える会総会へみなさまの 

ご出席をお願致します。    

消費税増税、保険料引き上げや利   

用料値上げと、われわれの負                        

担はどんどん増えています。 

しかも、負担が大きくなる一方 

                        で、入院の制限や介護保険事業の 

利用を制限する計画がすすんでお 

り、不安や心配はふくらむばかり 

です。 

健康保険も、介護保険も国民が 

                        しっかり注目し、発言することがな 

                        ければ、壊されてしまうでしょう。 

                         講演会の講師は、渋谷や新宿を 

中心に地域の医療、介護の事業で 

大きな役割を担う代々木病院のケ 

アマネジャー畑中大悟氏にお願い 

いたしました。 

地域高齢者の状況、今後の介護 

                        や医療の方向につきお話いただくと 

ともに、鍼灸師、あん摩マッサージ 

指圧師の要望をご理解いただく機会 

としたいと思います。 

ＮＰＯ医療を考える会 

理事長 相葉 計佳 

 

交通：JR「千駄ヶ谷駅」徒歩 5分、 

地下鉄大江戸線「国立競技場駅」徒歩 5分 

住所：千駄ヶ谷 1-6-5                   
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H26 年 10月                   11月 

1 水   1 土  

2 木  2 日  

3 金 申請書〆切 3 月 申請書〆切 

4 土  4 火  

5 日  5 水  

6 月   申請業務 6 木   申請業務 

7 火  7 金  

8 水 通信編集会議（10：00～11：00） 8 土  

9 木  9 日  

10 金 事務局通信投稿〆切 10 月 事務局通信投稿〆切 

11 土  11 火  

12 日 在宅ｹｱ研修会（千駄ヶ谷社教・

13：30～16：30） 

12 水 通信編集会議 

（10：00～11：00） 

13 月 体育の日 13 木  

14 火  14 金  

15 水  15 土  

16 木  16 日 NPO総会（13：30～16：00） 

千駄ヶ谷社会教育会館 

17 金 通信・ＵＳＢ等の発送 17 月 通信・ＵＳＢ等の発送 

事務局会議（13：00～14：00） 

18 土  18 火  

19 日 理事会（13：00～16：00） 19 水  

20 月 事務局会議（13：00～14：00） 20 木  

21 火  21 金  

22 水  22 土  

23 木  23 日  

24 金  24 月  

25 土  25 火  

26 日  26 水  

27 月  27 木 支給明細などの発送 

28 火 支給明細などの発送 28 金 療養費の振り込み 

29 水  29 土  

30 木  30 日  

31 金 療養費の振り込み    

 

申請業務  休業日 

 


