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新年のご挨拶 
代表理事 清水一雄 

平成 31年明けましておめでとうございます。 

今年は平成最後の年となり、新たな年号のスタートとなる年でもあり私が代表理事として最初に

新年を迎える年でもあります。 

 はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧（あはきという）医療は昨年から大きく変わろうとしてい

ます。あはき療養費の支給を昭和 25 年以来償還払いしか認めてこなかったのがついに受領委任払

いが今年１月より保険者によって時期は異なりますが、導入されることになりました。 

あはきを医療としての差別問題に声を挙げようと 1986 年に当会が発足してから国、保険者等へ

交渉を積み重ね国民の声に応えてきた活動が受領委任に導いたと確信しています。本来ならば法律

に組み込まれた療養の給付としての運用であるべきですが、最低でも当然あるべきはずの受領委任

に 69年もかかってしまい国民に大きな不利益をもたらしてきました。 

しかし健康保険証提示のみとはいかず、医師の口頭同意が無くなり最長で半年毎の医師の診察を

受けての同意書添付が義務付けられ、昨年 10 月から医師への施術報告書の添付が付け加えられま

した。 

受領委任へ移行後は往療内訳表、総括表等

事務の煩雑さが一層増えることになり、患者

にも保険者等からニーズとかけ離れた調査

が行われたりします。 

保険申請して問題を感じた場合は保険者、

厚労省におかしいものはおかしいと声を挙

げることが重要です。 

それには会として協力しますので皆さん

一緒に頑張っていく年にしたいと思います。 
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あけましておめでとうございます 
                                        鍼灸マッサージ師会副代表理事     橋本利治 

 2019 年の年頭に当たって 

今年は平成最後の年であり、天皇陛下が交代します。 

そして現在も続いていますが、常識では考えられない沖縄差別、県民の意思を無視しての辺野古への

基地移転（移転ではなく新設）の強要、通常の民主国家ではありえないことではないでしょうか。 

12 月 19 日のニュース、米国ハワイ州在住沖縄系日系 4 世ロブ・カジワラさんがホワイトハウスの請

願サイト「ＷＥ ｔｈｅ ＰＥＯＰＬＥ」への署名を呼びかけました。これは 1 か月以内に 10 万人の

署名が集まればホワイトハウスは何らかのコメントをする、というもので１２月８日にスタートさせ 12

月 19 日には 10 万名の署名が集まり期限の 1 月 7 日までに 20 万人にしようと盛り上がっています。 

（人気モデルのローラさんも呼びかけたとか・・わたしは彼女のことを全く知らないのですが）嘆願

書の表題は「沖縄での県民投票実施（2 月 24 日）まで、辺野古・大浦湾の埋め立て停止を」というも

のです、さてその 2 か月後の 3 月 8 日までにホワイトハウスはどのようなコメントを出してくるか楽し

みです。皆さんも注目していてください。世論が政治を動かすことができるか、民主主義は妄想だった

のか、政治が試される歴史の転換点を見届けましょう。 

鍼灸マッサージの治療が受けられる」制度こそが効率の良い医療制度 

さてわたしは新年会への「呼びかけ」で鍼灸マッサージ療養費制度の改革を述べました。 

この「療養費支給制度改革」のもたらすものは一見「前進」ではありますが、その見返りに煩雑な同

意書の取得、報告書の義務化、など非常に扱いづらいものにされてしまいました。 

そのようにして健康保険を使いづらい方向へ導いて居るように思えます。それは「社会保障費」削減

の一環だと思っています。変わって鍼灸マッサージ業界はどうでしょうか、無免許のマッサージ師（エ

ステシャンなど）の方が給料が高いですよね、そのような「貧困」専門職種になっています。 

わたしは「だれでもが、安心して鍼灸マッサー

ジの治療が受けられる」制度の創設こそが効率の

良い医療制度であり、本当の意味で経費削減につ

ながると思っています。 

それは公的保険という名の「税金」の使い道を

納税者が決めるという民主主義の根幹の問題なの

ではないでしょうか。是非実現させましょう、み

んなで夢を語り合いましょう。 

 

国民が求める医療、誇りと自信をもって困難に立ち向いましょう 

在宅ケア部部長山内惠美子 

新年あけましておめでとうございます。 

在宅ケア部は、昨年も恒例の研修会を開催できました。これも、ひとえに会員の皆様また在宅ケア部

の研修会に参加してくださる方々のおかげと心から感謝しております。 
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当部会の活動は、田中栄子先生のご努力により続けられ、山内が引継ぎ 10 年を超えております。部

員も数名、田中先生、鈴木先生、佐渡先生、山内と決して多くはない中、一丸となって会員の皆様に喜

んでいただけるよう努めてまいりました。当会の久下先生、松本先生、事務局の方々のご尽力も申し上

げるまでもありません。 

１０年強の間の研修内容は色々あり、これらを整理整頓するだけでも多難が想像されます。しかし、

どれも講師の先生方の熱心な、在宅ケアに有用なものです。これらを再度、会員の皆様の治療の参考に

供せないものかと思案しております。再度、研修会を行うか、資料を提供するかなどなど。 

供するかなどなど。面倒なことも考えられます。これからも当部部会員と検討を重ねてまいりたいと

思う次第です。まだまだ目標までは道遠しですが、ご提案など、当部までご一報いただけましたら幸甚

に存じます。今年も、会員の皆様のご要望に添った研修内容にして参りたいと念じております。お気軽

にご意見ご要望をお聞かせ下さい。 

 

今年新年に、近所の治療院から配布されたＡ４サイズの「○○新聞」を見ることができ、嬉しくなり

ました。その治療院は若い男性の数名の治療家が経営しておられるらしく、巻頭記事は膝痛の原因と対

策でした。患者さんの目線で記事を書かれておられ、治療もその目線でされておられるのかなと思いま

した。今年は、受領委任制度の導入とその対応に慌ただしい年明けだったと思います。 

今回、政府厚労省が、導入を認めたことは、はり灸治療が申請件数も莫大となり、国民の東洋医学へ

の要望を無視できなくなっていることの証です。私たち東洋医学の治療家は、国民の多くが求めておら

れる医療を提供するものとして、誇りと自信をもって、今年も想像される困難に立ち向かって参りまし

ょう。 

本年も在宅ケア部の研修会に、ご参加を心よりお願い致しまして、新年のご挨拶とさせていただきま

す。また皆様のご活躍をお祈り申し上げます。映像は皆無に近く、

資料の所有権や、お求めがあった時の資料の価格や許可等など、

かなり面倒なことも考えられます。 

これからも当部部会員と検討を重ねてまいりたいと思う次第

です。まだまだ目標までは道遠しですが、ご提案など、当部まで

ご一報いただけましたら幸甚に存じます。今年も、会員の皆様の

ご要望に添った研修内容にして参りたいと念じております。お気

軽にご意見ご要望をお聞かせ下さい。 

 

理想の治療をめざしてさらに精進を 

昨年の７月に、鍼灸マッサージ会に入会させていただきました、林行彦と申します。 

まずは、簡単に自己紹介させて下さい。 

私は、１９７２年に大田区で生まれました。 高校生から空手に夢中になり、その怪我の治療を受

けていく内に、鍼灸師を志すようになりました。 

２８歳の時に、地元で開業しまして、今年で１８周年になります。 

 

それでは、新年の抱負を述べさせていただきます。 
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今年は、と言うよりも、今年もですが、 

更なる技術の向上を目指して行きたいと思います。 セミナーなどの勉強会を増やして、技術の向

上を図りたいと思います。 

まだまだ理想の治療には程遠く、さらに精進して理想の治療に近づきたいと思います。 

 

鍼灸マッサージ会に、入会させていただき良かった事は、 

保険の制度などを丁寧にご指導いただけた事、 

煩雑な手続きをしていただけた事です。 

特に、昨年は保険の改定が、何度もあり、本当に助かりました。 

自分１人では、頭を抱えていたような状態だったと思うのです

が、相談に乗っていただける人がいると言うのは、本当に心強

いです。 

これからも、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。 

                                                    林 行彦 

 

 

新年明けましておめでとうございます 

 

平成３１年の３が日、東京は良い天候に恵まれました。 

一年の計は元旦に有りと言いますが、皆様この一年の目標はどの様に決めましたでしょうか。 

明確な目標設定により潜在意識が動き出すそうです。ぼんやりとこんな具合になればと思ってい

ると、あっという間に一年間が過ぎ１２月を迎えてしまいます。私は取りあえず今目の前の事に

追われ、ただ忙しい生活になってしまっています。 

 

ふと鍼灸マッサージ師会の理事だった相葉計佳先生の言葉が思い

出されました。 

「なあ松尾ちゃんよ、アマとプロの違いが判るかい？ 

同じ魚と刺身包丁を渡して刺身を作ってもらうと、両方とも同じよ

うに刺身は作るんだけど、でも味が全然違うんだよ、 

魚の繊維に対してどの角度で包丁を入れるかで味が変わるんだよ。

計算された熟練の技ってもんだな」 

こんな事を話していました。 

今年は色々変化に富んだ年です、流れに押し流されない様

に自分の目標をきちっと決めた年明けです。今年もどうぞ宜しくお

願いいたします。         松尾 洋子 
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新年を迎えて 

皆さん、明けましておめでとうございます。平成も残り 4 か月となりました。その平成最後の年に大

きな転換期を迎えました。今までの制度は「代理受領」による委任払いでした。 

それが「受領委任」という制度に移行しました。 

当会ではご存知の通り事務局スタッフがこの制度の移行に関して、一人も手続き漏れがないように万

全の体制で準備をしてくださいました。おかげさまで私のような事務系の苦手な者にとって大変助かり

ました。 

個人で保険請求している、鍼灸マッサージ師はかなり苦戦しているという噂も聞きました。 

改めてこの「一般社団法人鍼灸マッサージ師会」に所属して良かったと感じています。 

 

今回の「受領委任」の手続きで改めて会の良さを再確認しまし

た。 

また、手続きが複雑になりただでさえ申請書の訂正が多いので、

国にはもっと簡潔な手続きで「受領委任」の申請を希望します。具

体的には従来から進めている、「同意書をなくす運動」であります。 

今後も会員の皆様とこの運動を推進していきたいと思います。皆

様よろしくお願いします。 

                       清水鏡晴 

 

あけましておめでとうございます。 

昨年６月より事務局長を拝命し約半年、ようやく会運営のイロハがわかって参りました。 

まだまだ至らぬこと多く手探りで進めておりますゆえ、本年も皆さまのお力添えを賜りたく、切に

お願い申し上げます。 

今年事務局長として取り組むことは、主に以下の３つ

です。 

1、事務局のバックアップ態勢をつくる 

2、ホームページリニューアルによる新規会員獲得 

3、新卒者向けイベントの開催による新規会員獲得 

 

これら３つのうち既に着手しているものもあります。 

ご興味ある会員は、スタッフとしてともに関わってい 

ただければ幸いです！ 

本年も引き続き、清水一雄代表を支えながら会の運動を推進して参ります。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

      事務局長 北川楓樹 
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明けましておめでとうございます。 

昨年より事務局次長を務めています佐渡智哉です。 

昨年は北川事務局長と共に、職員の人事引継ぎや受領委任制度対応の説明会開催など会員への周

知に取り組んできました。 

 

今年は会の内部については引き続き事務職員のみなさんが効率的に働けるよう職場環境を整え

ること、外部に向けてはホームページの刷新、新卒向けのセミナー開催など、 

会が今まで国民のための健康保険制度に果たしてきた役割をきちんと伝え、新規会員獲得を目指

していきます。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。     事務局次長  佐渡智哉 

 

新年明けましておめでとうございます 

昨年 6 月に鍼灸マッサージ師会に入会させて頂きました冨田いづみと申します。兵庫県高砂市で

鍼灸院を開業しており、主に女性と子どもの疾患を中心に施術させていただいています。 

以前従事しておりました仕事を通して、人間関係が希薄で移り変わりの激しいこの時代、インタ

ーネットで懸命に情報を集めながら子育てをし

ている保護者が多いことを知りました。 

鍼灸師としてはまだまだ知識も乏しく技術も

未熟ですが、親子が心身ともに健康で笑顔で過

ごせるようにサポートしたい、少しでもその思

いが現実になるよう努力していきたいと思いま

す。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

はりとおきゅう ねっこ……..冨田 いづみ 
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 （清水 昭）

 あけましておめでとうございます。 

今年 4月から新年号となりますが、鍼灸あん摩マッサージ指圧の医療としての臨床的有効性が認

められるような年になればと望んでいます。 

 伝統手技療法臨床部会主催による清水一雄先生の講座に参加してまいりましたので感想文を書

かせていただきます。 

 今回は、「ぎっくり腰」をテーマにした臨床実技講座です。自身施術経験上ぎっくり腰の患者さ

んは、鍼灸をメインにしているのですが。手技ではどのようにされているのか楽しみに参加させて

いただきました。 

「ぎっくり腰」について 

 前置きが長いのですが。講座の内容の前に、「ぎっくり腰」について簡単にまとめてみます。 

 急性炎症性の椎間関節捻挫（腰臀部）、急性期の筋・筋膜性腰痛その他分類あり。 

憎悪因子としてはアルコールなど。また、既往歴・家族歴や内臓性の腰痛など適不適の判定、予後

の推定、患者対応、経過観察、生活指導も治療と同時に重要な要素とされています。 

上記に関しては、施術中やその会話の中で、同時進行してるパターンも多いかとも思います。 

 それでは、本題の今回の講座内容です。 

全体的に平たく言いますと、骨盤（仙腸関節、股関節）の歪み、脊椎（頚椎、胸椎、腰椎）の歪

み椎骨周囲一つ一つ又は側彎、腰椎前彎増強、後彎、円背など全体像を視診・触診にて治療ポイン

トを掴むですが。特に、ぎっくり腰になると骨盤周囲筋が異常なほど硬直し、股関節、腰椎椎間関

節の関節拘縮が一段と目につき、わずかな動作で激痛が走る。 

 実際のぎっくり腰の治療法。 

 １つは、股関節内外旋・内外転等またはその複合手技にて、

関節可動域の限界点（激痛を起させない）に達した心地良い

絶妙な角度に持っていく。これは、清水先生もおっしゃって

いましたが、１mm単位での勝負で決めないといけないので、

今回はぎっくり腰がテーマなのでより慎重さが必要です。 

また、この手技は、経過観察と治療の要素両方含みます。 

 自分が受けて感じたのは、調度、仙腸関節にピンポイント

に響きました。 もう１つは実際に脊椎、骨盤を触診し、仙腸関節、股関節、椎間関節やその周囲

を一つ一つ診ていきながら治療をする手技。 

 そして、もう１つは、発泡スチロールや木材を材料に作られた道具を使って前述の場所の患部に

当てるのですが。鍼に例えると置鍼かもしれません。 

 最後に、テーピングで動作時激痛保護と筋肉のマッサージ効果を目的に仕上げです。 

 この道具を使った治療は現在、鍼灸で自分の治療して、届かないところにも使えるのと市販の健

康グッズよりも心地良いのでまずはじめに自分に使い。それで応用可能になってから患者さんにも

使わせていただこうかと思います。 
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2018 年ノーベル平和賞弱い立場の人たちに光が当てられた 

 

2018 年ノーベル平和賞は戦時性暴力と闘う

コンゴーの医師デニ・ムクウェゲさんとイラク

のナディア・ムラドさんのお二人におくられま

した。弱い立場の人たちに光が当てられ意義深

いことです。 

ムクウェゲさんは、内線状態が続くコンゴ東

部で兵士等の性暴力を受けた被害者。5 万人余

りの女性たちの心と体の治療を行ってきまし

た。 

 ムクウェゲさんは、「紛争地ではレイプが地

域社会を破壊する兵器として使われています。 

これをなんとか止めなくてはいけません」と

訴えています。昨年 12月の朝日新聞によると、

ムクウェゲさんは、「性器にナイフと針が突き

刺さっていた、7 歳と 6 歳の少女の手術、治療

を受け持った時も、とてもつらい気持ちになっ

た」話されていたとのことです。 

ムラドさんは、イラクのヤビリー教徒で過激

派組織「ISI」におそわれ拉致され、3ヶ月間「性

奴隷」と

して言語

に絶する

レイプや

暴力を受

けました。 

奇跡的

に助かり、

その後、

国連親善

大使とし

て、証言

や被害者

支援活動 

（ナディア・ムラドさん）  をしています。 

（私は無数の人々の声になる）   世界各地 

 

 

にこのような性暴力による被害者がいます。 

ノーベル平和賞選考委員長ライス・アンデシ

ェンさんは、「二人の行動が戦時下の性暴力を

明らかにし、犯罪者の責任追及を可能にした。 

また、紛争下での女性の基本的権利と安全が 

守られない限り、より平和な社会は実現されな

い」と述べていました。 

日本の起こしたアジア太平洋戦争時、日本政

府は世界に類を見ない「慰安婦制度」をつくり

ました。ある日突然だまされ、強制的に「慰安

婦」にされた数え切れ女性たちは、無念の死を

とげたり、一生を台無しにされてきました。 

私は 25 年前より、日本に裁判や証言で来日

した被害者の女性の医療ケアを、ささやかです

が 60 人ぐらい受け持ってきました。そして、

沢山のことを被害女性のみなさんから学ばせ

ていただきました。 

「元慰安婦」の皆さんの人権回復はまだ実現

していないのです。被害者の意にそう解決を一

日も早く成し遂げていきたいと思います。 

戦争の事実を取り上げるのは、希望ある未来

を築くため、次世代に真実を伝えることが大切

なことだからです。 

私たちの要望、国民が安心して鍼灸・マッサ

ージにかかれるような制度つくり。 

「東洋医療にも健康保険で気兼ねなくかか

りたい」という国民の願いは、基本的人権から

いいますと当然のことと思います。 

この人権を国側にいかに守らせていくか、 

社会の状況を客観的にみて、方針を立て、皆

さまといっしょにおおらかに進めていかれた

らと思います。 

本年が会員の皆さまにとって明るい一年と

なりますようお祈りいたします。 

 （相談役 田中榮子） 
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千駄ヶ谷社教館まつり成功へご協力を 
地域のみなさんに、あん摩・マッサージ・指圧治療を体験してもらうとともに、患者の判断では

り・きゅう治療、あん摩マッサージ指圧治療を受けることのできる、健康保険改善の運動への理解

を広げるため、毎年開催される渋谷区千駄ヶ谷社教館祭り参加を続けてきました。 

高齢化が進むなかで、高齢者の健康維持や介護の充実問題への関心は深まるばかりです。病気の

予防、老化の予防について、はり・きゅう治療、あん摩マッサージ指圧治療の活用を積極的に呼び

かけていきましょう。 

千駄ヶ谷社教館祭は、地域のサークル２８団体参加者や地域住民が参加して行われる、１年に一

回の発表、交流の集いです。ＮＰＯ医療を考える会と協力してマッサージ体験コーナーを開催、あ

ん摩マッサージ指圧治療の体験、健康相談、健康保険制度改善の署名を行ってきました。 

みなさまのご協力により、今年度の参加ですでに 12 回目となりますが、われわれの治療への理

解を広げ、また、ご意見をうかがう場として大切にして行きたいと思います。 

 ボランテイア治療へご参加を 

ボランテイア治療へのご参加をお願い致します。昼食は事務局で用意いたします。ボランティア

活動には規定によりボランテイア日当が支払われます。ご参加できる方は、事前に事務局までご連

絡をお願いいたします。一日参加（10時～16時）ですが、困難な場合は、半日参加（3時間）が可

能な方もご協力をお願いいたします。 

千駄ヶ谷社教館祭り 

日時 ２０１９年２月１０日（日） 

（10 時～16 時） 

会場 千駄ヶ谷 

社会教育会館１Ｆ 
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高齢者の生活水準を引き下げる小さな政府について考える 

おおぞら管理者 松本 泰司 

今回はケアマネの立場から介護業界の事について述べさせて戴きます。 

かなり前にも軽度者（要介護 2 以下）に対する生活援助（家事援助）サービスを事業所に依頼し

ても断られる問題を事務局通信でお知らせしましたが、まずそのことについて現状をお知らせしま

す。 

認定調査を受けないで介護サービスを利用する事業対象者や要支援 1や要支援 2の方でディサー

ビスやヘルパーを利用する高齢者は介護保険の対象から、日常生活支援総合事業（以下総合事業）

に移行されています。 

平成 27 年迄は介護保険からの直接給付だったので、都市か地方によって地域差（地域加算）は

ありましたが料金は全国一律でした。総合事業は市区町村が主体となるため、財政が比較的豊かな

町とそうでない町ではサービス事業者に対する給付額に差が出てきました。すでに減額方針になっ

ていた生活援助の単位数も更に削減されています。 

その結果なにが起こったかというと、採算が合わないという理由で大手の訪問介護事業所（ヘル

パー事業所）が軽度者へのサービスを打ち切ってしまう状況になっています。 

例えば要介護 1 で週に 4 回生活援助サービスを受けていた利用者が、更新認定で要支援になった

途端ヘルパーの派遣を中止してしまうのです。 

それまで担当していたケアマネは、包括と一緒になって他のサービス事業者をすぐに探さなけれ

ばなりません。要介護の区分変更を申請してもすぐに介護度は決定しませんので、その間、利用者

が家事に不得手な独居男性であった場合や、認知症が多少進行して自立生活できない利用者の場合、

足りないサービスは自費になりこれまでの生活が維持できなくなります。 

 

こうした小泉政権から始まり安倍政権が引き継いだ、規制緩和をして競争を促し小さな政府を目

指す政策は、弱者の生活基盤を脅かす状況になっています。 

情報ツールが急速に進行して連絡の中心がメールの送受信になってきています。電話案内も人か

ら自動音声になってしまいました。不在者連絡票の再配達の電話操作方法や行政からくる書類が何

を書いてあるのか理解できない高齢者が急増しています。一人暮らしの情報弱者に対する支援は誰

がするのですか？これも自助努力の範疇でしょうか。 

自助を声高に言い続け効率化のため対人コミュニケーションを省く社会は人に優しいのでしょ

うか。都市では地域の人間関係が希薄になり、住んでいるアパートの住民には外国人も多くなって

います。 

 相談相手のいない独居高齢者に、悪意を持った言葉かけの優しい青年が営業をかけると何が起こ

ると思いますか。当事業所のある S 区の振り込め詐欺は警察の努力にも関わらず伸び続けています。 

 大きい政府のどこが問題なのでしょうか？経世済民を行き渡らすためには行政の肥大化は必要

です。その費用は税金の無駄遣いの摘発と法人税の課税強化、高額所得者の累進課税強化が本筋で

はないでしょうか。 

 憂国の雰囲気だけを漂わせ、内実は経団連とグローバル企業の露払いをしている現政権を是正で

きるまともな人材はどこを探せば見つかるのでしょうか。 
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          事務局通信への投稿、ご意見を 

  受領委任とともに不必要とも思える煩雑な取り扱い事務が持ち込まれ、治療を必要と 

する患者さんが受けられなく事態となることが心配されます。 

 必要な治療を選ぶのは患者さんの権利であるという、患者さんの立場にしっかり立って、 

患者さんを励まし、保険者と話し合う、我々の活動が非常に重要な状況です。 

 不必要なクスリの副作用について発言する医師が増え、週刊誌でも繰り返し取り上げて 

います。厚生労働省も「高齢者の医薬品正使用の指針」を発表し、多剤服用の副作用につい 

て見解を明らかにしました。 

 5種類 6種類とクスリという化学物質がどのような影響を体に及ぼすかまだ十分検討され 

ていない問題です。「指針」の中でも非薬物療法を優先することに触れています。 

漢方治療や、はり・灸治療、あん摩マッサージ指圧治療は積極的に利用が望まれます。 

煩雑な取扱事務や同意書問題で患者さんや会員のみなさんがぶつかる、いろいろな問題 

  について実情、ご意見をお聞かせください。受領委任の煩雑な取り扱い事務につき患者の 

立場から改善を求めることが重要と思います。保険者などとの話し合いの場合にはわれわれの 

要望をまとめておくことが重要ですので、ご協力をお願いいたします。 

                       （編集委員  久下勝通） 

 

 

 

会員各位 

                     平成 31 年 1 月 18 日 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会 

            代表理事 清水一雄  財政部長 松尾洋子 

    平成 31 年度 年会費納入のご案内 
厳しい寒さが続きますが、みなさまお元気にご活躍のことと思います。 

 今年度もあと二ヶ月余りとなり、平成 31年度分の会費納入のご案内をさせて 

いただきます。よろしくお願いいたします。 

   会費 （平成 31 年４月１日～平成 32年 3月 31日分） 

  正会員  20,000 円   団体会員  4,000 円 

１． 口座振替の方（既にゆうちょ銀行にて自動払込利用の手続きをしている方） 

（口座振替日……3月 11日   通帳残高のご確認をお願いします） 

    ２ それ以外の方・・同封のゆうちょ銀行の払込取扱票にて（2月に配布） 

 

                                       財政事務担当  菅野 
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H30 年 1月                H31年 2 月 

 

1 火   1 金  

2 水 年末年始休暇（12/29～1/3 迄） 2 土  

3 木 申請書〆切 3 日 申請書〆切 

NPO 理事会（10:30～12:00）千駄ヶ谷社教 

4 金  4 月  

5 土  5 火  

6 日 申請業務 6 水 申請業務 

7 月  7 木  

8 火  8 金  

9 水  9 土  

10 木  10 日 社教館祭り（10:00～15:30） 

11 金 事務局通信投稿〆切 11 月 建国記念の日 

12 土  12 火 事務局通信投稿締め切り 

13 日  13 水  

14 月 ｹｱﾏﾈ研修会（14:30～16:30） 14 木  

15 火  15 金  

16 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

NPO 体験治療（13:30～16:30） 

16 土  

17 木  17 日  

18 金  18 月 事務局会議（13：00～15：00） 

19 土  19 火  

20 日 新年会（13:30～17:00） 20 水  

21 月 事務局会議（13：00～15：00） 21 木  

22 火  22 金  

23 水  23 土  

24 木  24 日  

25 金  25 月  

26 土  26 火 支給明細などの発送 

27 日  27 水  

28 月  28 木 療養費の振り込み 

29 火 支給明細などの発送    

30 水     

31 木 療養費の振り込み    

 


