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HP リニューアルオープン   

率直なご意見 ご感想を 
                          事務局長 北川 楓樹 

◆皆さまへのお願い 

◆今回リニューアルされるＨＰは「完成品」ではありません。 

公開しながら皆さまのご意見を伺い、デザインを含めた更新を何度も重ねていく 

形を。そこで、皆さまの率直なご意見・ご感想を事務局まで頂ければ幸いです。  

連絡は事務局また f.kitagawa★ichrindou.jp へお願いします。(★を＠に替えてご使用

ください)  公開日：3 月 29日より 6月上旬までテスト公開中 

  URL：https://hoshinren.enet-e.com   

 

 

     「会員サイト」へ登録を 副代表理事 橋本利治 

     新型コロナウイルスの感染拡大で世の中は混乱しております。 

   会員諸氏におかれましては毎日の施術で窮地に追い込まれている方もおら 

   れるのではないでしょうか。 

そこで会員諸氏がそれぞれ情報を共有し、この窮地に対して知恵を出し合 

   って乗り越えたいと思います。みなさん「会員サイト」へ登録をしましょう。 

賛同していただける方は、下記のサイト掲示板にて投稿してください。 

https://www.c-sqr.net/cs77943/BbsLine_display_230482.html 

（登録が必要です、）  

不明な方はメールを kyosei1017@gmail.com、へ送付してください。） 
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「緊急事態」を宣言！     2020/4/7 橋本利治 

 COVID-19（コロナウイルス-2019）感染拡大により本日 4/7 夕方政府より「緊急事態」が宣言さ

れました。記者会見で総理は「人権に配慮したので宣言が遅くなった」というようなことを述べて

いました。またヨーロッパのように「都市封鎖」とかは全くないとも言っていました。 

これまでと異なるのは、 

① 外出自粛要請 ②学校、老人施設などの使用停止要請と指示 ③各種イベントの開催制限  

④予防接種の実施・指示 ⑤臨時医療施設のための土地・建物の使用（同意なし可能）、 

⑥鉄道、運送会社などへの医薬品の運送要請と指示 ⑦医薬品、食品などの売り渡しの要請。 

収容もできる。 

（4/6 付朝日デジタルより）良く見るとやっぱり強制力をもっている例えば③では抗議集会など

も含む可能性がある事が判る。但し罰則規定が無い。 

意地の悪い見方をすれば外出を規制し、施設使用制限し、言論を封じ込め、土地建物を強制収容

ができて、運輸交通を自由にでき、食糧を配給制に出来る世の中、それは戦時体制の現実であり、

そのためのリハーサルと考えるとスムーズに理解できるのは私だけだろうか。 

しかし「今までと変わりないですよ」というが、同じなら敢えて宣言を出さなくとも他に出来る

ことが沢山あろうと思うが、敢えて今宣言するのはどうも不思議でならない。 

 さて前置きが長くなりましたが、遅ればせながら本日 4/7 加藤勝信厚生労働大臣宛に「COVID-19

に対する」要望書を提出しました。これは３月４日に三役会で提案されて、内容について１ヶ月に

わたり検討して作成されたものです。 

私たち業界の当面の問題及び国民全体にも及ぶ幅広い分野に亘り大臣に進言したものになって

います。この非常時にこそ私たちは何をすればよいのかを皆さんで考えていきましょう。これが考

えるきっかけになればと思っています。 以下にその全文を掲載します。 

 

 

   要 望 書 
              

           ２０２０年４月６日   一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 

代表理事 清水一雄 

 今般新型コロナウイルスの感染拡大により、当業界において介護保険施設では出入り禁止、また

訪問患者様の施術抑制が進行しています。その事により、要介護者、患者等に鍼灸師、あん摩マッ

サージ指圧師（あはき師という）の往療施術ができなくなり要介護者、患者の機能退化による病状



3 

 

 

の悪化が懸念されます。 

 今後ますます高齢化社会が訪れる事によって要介護者、患者等が増える一方で、あはき業の縮小

などが強いられている現状を鑑み、要介護者、患者等国民に提案し方針を当鍼灸マサージ師会とし

て緊急声明を発出し改善を望みます。 

１．医師の同意書の簡素化 

  医師の同意書の 1ヶ月間の猶予処置が出されましたが感染終息までは、 医師の 同意書を不

要にする。 また取得困難な場合、特別処置の通達発出を要望します。 

２．「緊急事態宣言」発出は人権制限および経済にも甚大な影響を及ぼします。 

 ＊経済支援をセットで検討すること。 

 ＊人権の制限を行う場合は、各ケースの条件を明確にし、限定的にすること。  

＊病院等医療機関へのあはき師等医療者の立ち入りが禁止されることは、国民があはき 

医療の選択権を奪われることに繋がります。感染拡大防止の範囲内であはき施術の医療行 

為を行えるようにする。 

３．あはき師の特性を医療現場で活かす。 

要介護者等の免疫力を強めることに効果が期待できるあはき治療を活用すべきです。 

４．医師の判断で新型コロナウイルス検査をすべき！ 

素早く検査をしなければ対策はとれません、ＰＣＲ検査数を増やすべき です。 また健康保

険を適用するべきです。 

５．感染防止のための資材供給をする。 

マスク、消毒液などの感染防止器具を医療現場に優先的に供給すべきで す。 

 また感染拡大に対して病床数の確保、医療器具増産を早急に進める。 

６．社会的弱者の生活保障の対策を重視する。 

今回の緊急事態要請等により経済混乱を招いています。 

早急に現金給付の支援策及び消費税を５％に戻すべきです。 

非常勤労働者や仕事ができない人を対象にした救済対策を明確にすべ きです。対策予算の

拡充を求めます。 

7. 感染者と医師・看護師の保護を！ 

感染者は、重・軽症者問わず完全セパレートを実施し、その為に居住施 設、医療施設の確保、

建設及びその予算を計上すべきです。 

 また医療従事者の保護をすべきです。 

以上のことを社会に訴え、厚生労働大臣に要望する。 
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新型コロナ対応事例     北川 楓樹 

 

新型コロナ感染症が私たちの周囲にも迫っています。4 月 5 日現在、私が経営する治療院で起

きている事例をその対処法とともにご紹介します。皆さまのご参考になれば幸いです。 

事例１ 弊社施術者が熱発を起こしたケース 

3 月 22 日 弊社社員から 37,5℃の熱を出したとの一報が入る。体調の聞き取りを行う。翌日は

有給休暇を取るとのこと。3 月 23日 朝、体調の聞き取りを行うと、市販薬を服用し、平熱に戻っ

たとのこと。多少の感冒症状あり。翌日以降の対応をどうしたら良いか？と問われ、各方面に問い

合わせする。 

3月 24日 体調の聞き取りを行う。引き続き平熱、感冒症状も治まったとのこと。とりあえず本

日も休むよう指示。管轄保健所に相談。保健所としての見解は、「新型コロナ感染との確定診断が

出ていたり、高熱等が出ていないのであれば、従業員を休ませるかどうかは会社の自主判断になり

ます」。 

従業員の自主休業（有給休暇行使）、または会社指示による自宅待機（有給）となるとのこと。

弊社は会社指示による自宅待機とする。 

3月 25日 体調の聞き取りにて、平熱・感冒症状無しを確認。本日も自宅待機とし、近くの病院

を受診して診断書をもらうよう指示。ＰＣＲ検査を受けられないためコロナ感染の否定はできない

ものの、現在の症状のみを記載した診断書を取得。万が一新型コロナに感染していた場合に備え、

必要なプロセスを経ていたことを立証するために取得する。 

3 月 26 日 体調を聞き取り、平熱・感冒症状無しを確認し、出勤とする。施術に入る。3 月 26

日以降 特に問題は発生していない。 

 事例２  

弊社患者様に入っていた訪問入浴サービス看護師が陽性と判明したケース 

3月 30日 患者Ｔ様（脳卒中後遺症・末期癌／寝たきり）のご家族より入電。原因不明の痙攣に

より 3月 28日ご入院、現在はＩＣＵにて人工呼吸器を装着しているとのこと。 

4 月 1 日 Ｔ様のケアマネより、訪問入浴サービスＡ社の看護師が新型コロナ陽性と判明、との

一報が入る。Ａ社看護師がＴ様に入ったのは、3 月 14 日一日のみ。14 日以降、弊社社員がＴ様に

入ったのは、計 6 回／4 名。ケアマネはＴ様入院先の病院に対しこの状況を伝え、Ｔ様にも新型コ

ロナ検査を行うよう要望。 

病院側は当初、Ｔ様の容態が安定していることから検査は行わない方針だったが、ご家族とケア

マネの強い要望を踏まえて検査を約束。4月 2日 弊社管轄保健所に電話し、対応策について相談。 
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保健所の回答は「3月 14日訪問入浴サービスを行った時点で、その看護師に発熱があったかどう

か？が焦点となります」とのこと。なお、追跡調査のため、Ａ社の管轄保健所を尋ねられる。 ま

た、帰国者接触者相談センターに相談し、Ｔ様が陽性だった場合、陰性だった場合の対応策につい

て確認。Ｔ様の感染が確定するまでは、弊社施術者は「濃厚接触者」とは言えない。もしＴ様の感

染が確定した場合は、濃厚接触者として健康観察期間 14日間を自宅で取ることを確認。4月 3日ケ

アマネに電話し、ケアマネからＡ社に質問して頂く形で、下記情報を得る。 

その看護師は、3月 14日時点では無症状だった。・その看護師はＡ社には派遣社員として勤務し

ていたが、他にも病院勤務をしており、その病院で職員一斉検査が行われ、陽性が判明。その看護

師は 4月 3日時点でも無症状だが、自宅隔離。Ａ社は現在、業務を停止。電話連絡に対しては転送

電話にて対応可能。以上から、弊社施術者は通常勤務を継続する。4月 6日ケアマネから連絡があ 

り検査の結果、Ｔ様は陰性だったとの報告を受ける。--------------------------------- 

-今回のケースで学んだことは、①詳細な記録を残すことが重要。 ➁自分たちだけで判断

せず、周囲に対応を相談することが大切ということです。周囲に感染者が出た場合のシュ

ミレーションを事前にしておくことで、慌てずに済むのだと実感しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野郁雄様より 
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仙台の隠れ家鍼灸院長の独り言  

世界中新型コロナウィルス騒動の渦中    

土田 仁 

こんにちは。皆さん様々な場面で新型コロナウィルスの騒動が益々深刻になって来ており、大変

な事態と遭遇しておられる事と思います。そんな中いかがお過ごしですか？ 

 私の治療院も毎月 10～20 人強、夏場の調子の良い月で 30 人強の新患さんがお越しになります

が、3 月は僅か１人でした。そんな月はあまりありませんね。 

それだけ世の中自粛ムードなのだと思います。当然だと思います。今は来院数よりも感染者を如

何に減らすかの方が重要です。咳や発熱のある方はお断りしております。 

昨年、消費税を 10％に上げた時の 10 月も来院数が大変少なかったですね。しかし、次の月には

落ち着き、更に今年に入って調子を取り戻しつつあるところにこの新型肺炎によるパンデミックで

す。私はある程度緊急事態は想定して経営をしてきております。 

しかし、今回は世界規模でこの様な事態になるとはまさかと言う気持ちです。 

東日本大震災の時もかなり大変でした。あれも 3 月でした。 

しかし、今回の騒動は「先が読めず、見通しが立たずに世界中の人々がパニックになっている」

と言う点が怖いですね。そして世界的な経済恐慌に陥る可能性の方が高く、今後世界経済が色々

な意味で大きく転換せざるを得ない事を示唆しております。 

また、オリンピックが延期だなんて前代未聞です。歴史的な事態に遭遇しております 

そしてマスクやエタノールの買い占めから始まり、トイレットペーパ

ーやティッシュペーパーの買い占め、そして食料の備蓄も始まっており

ます。完全に非常事態ですね。 

また、電車や人のいる中でうかつに咳やくしゃみ、鼻をすする音を出

したり、風邪引き声では人前に出られない状態ですよね。 

風邪を引けないという様な・・・かなり気を遣っているかと思います。

マスクが無いと電車に乗る事が出来ないですよね。 

これはヒステリックな状態です。この様な中、私も杜の都仙台で頑張って居ります。皆様もそれ

ぞれの立場で常に戦っておられると思います。 

私も皆さんと全く一緒です。同じ気持ちです。嵐は必ず晴れる事になっております。私はそう思

います。心が折れそうな時も挫けず、皆励ましあいながら一緒に頑張って行きましょうね！ 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1585723428/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFOCVBMSU5NyVFOCVBNyU5Mj9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=%5eADBm7_rEKbAS_PqpMuZmoL5KQWRKF4-;_ylt=A2RinF6k5oJepRIAXwsdOfx7
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変形徒手矯正術と温罨の併給問題 
                         令和２年３月 10日 清水一雄 

変形徒手矯正術と温罨の併給ができない理由での返戻を正す 

神奈川県後期高齢者医療連合会から返戻がり、保険者に返戻理由を聞きました。 

担当者は私の質問に答えられず、しばらくしてから返事がありました。通知等の文章もなく「厚

労省から言われているので」というのが回答でした。矛盾点を担当者に話しましたが反論はありま

せん。「これがまかり通るとは酷いですね」と言いました。 

今回ましなのは半年ほどためてから返戻してきたのではなく、第 1回目の申請の返戻を早急にし

てきたことです。これだけは皮肉を込めて褒めてやりました。以下は、返戻は納得できないとして、

保険者に提出した文章です。 

神奈川県後期高齢者医療広域連合 殿 

東京都町田市南成瀬 4－23－2マーチ南成瀬 1F 治療室らくらく 清水一雄 

 

神奈川県後期高齢者医療広域連合からマッサージ返戻 

【マッサージ支給申請書で被保険者 K様（坐骨神経痛）の変形徒手矯正術のみの場合は温

罨等の加算はできない】理由での返戻の件 

１．返戻内容に不可解と不信 

医師の同意部位が下肢 2部位の変形徒手矯正術とマッサージになっていたので、変形徒手矯正術

と温罨等で申請するが、返戻理由を知りたくて貴医療広域連合に問い合わせるが納得いく回答が得

られず残念です。私の質問の答えになっていなかったからです。 

変形徒手矯正術を X、マッサージを Y、温罨等を Zとした場合 

① 納得できるのは X＝X 

② 納得できないのは X＝X＋Y＋Z、X＝X＋Y、X＝X＋Z  

つまり X の場合 Y、Z をやろうがやるまいが同じということになります。このようなことがまかり

通っていることが不可解であり、通知に記載されてないことを保険者が談合して堂々と実行し患者

の不利益を推進している。 

２．患者のためになることを実行していただきたい。 

この度の返戻は酷い扱いです。K 様が歩こうとすると激痛が走り歩けなくなるので本来ならば往

療になりますが、多忙の娘さんが当治療室まで送り迎えしています。このようなことがまかり通る

健康保険は国民のための医療行政とはとても思える代物ではありません。   

健康保険ご希望の K様にはマッサージ 5部位と変形徒手矯正術４肢を医師からもらうように依頼

しましたが、下肢 2 部位のマッサージと変形徒手矯正術でした。2 部位で良くなるからと医師が判

断したからなのでしょうか？  

 下肢 2部位で良くしていくことは不可能と判断しているので、良くしていくためには全身のバラ

ンスの狂いを正していかなければなりません。マッサージ 5部位と変形徒手矯正術４肢等です。 
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痛む場所だけやっても意味はないのですが、あんまマッサージ指圧を理解している医師が少ないの

が現状であり、医師に部位指定などさせる厚労省の決め方が間違っています。  

 下肢がかなり冷えで辛い状態であり、治療効果を上げるために温罨等は不可欠です。 

それでも保険者として変形徒手矯正術の下肢 2部位が妥当になり、患者が良くなろうがなるまいが

関係ないのですね。誤りを正していくことを切に要望します。           以上 

 

在宅ケア研修会報告  「腰痛と筋力増強」  鈴木淑恵  

 

在宅部主催の研修会 2020 年度第一回目 3月 8日(日曜日)13:30～16:30まで中野産業振興会館 

3 階 和室にて、元プロ野球選手トレーナー、小原洋一氏に講演をお願い致し

ました。先生は、テ-ピングでも経験豊富でご教授頂けました。 

腰は常に重い体を支えており、日常的によく使う場所でもあるため痛みが起

こりやすい場所です。 

年齢を重ねるごとくに骨が弱くなり筋肉量が減少していくため、腰にかかる

負担がいっそう大きくなって腰痛を起こしやすくなります。腰痛を予防するに

はまずは腰やお腹の筋肉量を増やして背骨を支えることが大切です。   

＊問診                                （小原洋一講師） 

生年月日、身長、体重、視力、 糖尿病 HbA1e (家族歴)、血液検査での注意項目 

  骨折、捻挫、脱臼の 有無 

  疾病歴 : 神経か筋肉のトラブル或いは骨の病巣を反映している可能性の有無              

  障害歴 ：機能的障害、器質的障害かの有無 

  仕事(デスクワーク or身体を使う仕事) : 心のケア- ,筋力の使い方、胸椎、頸椎、 

  疲労度を聞く。 

＊治療 

  症状把握しながら触診、脊髄に沿って陥没や硬結、歪みや、痛み、筋肉の張り方、椎間板の 

圧迫感、や起立筋の張り具合、糖尿病あるかないか、前屈、後屈、側彎症状があるかないか、 

その他身体全体を通して血液の循環が悪い所や、筋膜の問題がありそうなところをもみほぐす、 

ハムストリングを効果的にマッサージする。 

＊腰部を含めての筋力強化トレーニング、ストレッチ(実技) 

  仙腸関節の負担を軽減するエクササイズです。 

 骨盤を支えるコルセットのような働きをする「腹横 

筋」という筋肉をうまく使えるようにするため 

「ドローイン」。 

仰向けになり、Ⅰメートル先の壁に向かって息を吹きか

けるようなイメージで、ゆっくり息を吐いていきます。

すると腹横筋が収縮して鍛えられます。 
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＊もうひとつは、太ももの裏にある筋肉「ハムストリング」のストレッチです。                                              

腸骨を後ろから支えるハムストリンク`が硬くなっていると、体を前傾したときに腸骨が十分前

に倒れないために仙骨だけがさらに前に出て、仙腸関節に痛みが出てしまうのです。 

このハムストリングを伸ばすストレッチは、まず膝を伸ばし、骨盤を立てて、背筋を伸ばして床

にすわります。そして腕を前に伸ばし、骨盤から倒しながら前傾していきます。 

 このエクササイズを毎日続けた A さん。わずか 1 か月で 30 年近く悩んでいた腰痛が、嘘のよう

になくなったそうです。  

＊筋肉を増やすために「よく食べる」ことも欠かせないことです。筋トレなどの無酸素運動は、 

筋肉がつくほど基礎代謝量が増え内臓脂肪を減らせることもあり、エネルギーをたくさん消費する

体につくりかえることができるのです。「英語にも Use it、or 

lose it」(使わなければダメになる)普段から歩いたり、階段

の上り下り、散歩すれば、皮膚でのビタミン Dの合成促進され、

骨を丈夫にするだけでなく、筋肉も活性化してくれます。 

テーピングの目的                                       

1) 予防するスポーツの種類によってケガや障害の起こり

やすい部位が異なります。 

テーピングはこうした部位の補強をします。 

2) 再発を防ぐケガや障害を起こした部位は、再発しやすくなっています。テーピングはこうし

た部位を補強し、保護する効果があります。 

3) 応急処置医療機関を受診するまでの応急処置としてテーピングを行う場合もあります。 

症状の悪化を最小限におさえるための処置です。 

4）先生からのアドバイス、身体の線に沿わせて、無理なくテープの流れに素直に巻くとシワや

たるみは出来ません。   

※ アンケート 〇小原先生の研修再度お願いしたい、 

〇使える手技を取り入れたい、〇テーピング参考になりました、そ

の他、好評でした。今回は新型コロナウイルスの影響を受けて、い

ろいろな団体のイベントが中止になったり、縮小されたり影響が大

変ななかで、当研修会にご参加くださいました皆様ありがとうござ

いました。講師の先生や、ご協力してくださいましたスタッフの皆

様方には感謝申し上げます。 

 

              

                                        

           

 

ゆっくり花をながめることもないまま 

季節がすぎていきました。 

３月２６日 善福寺公園 
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学生・新卒者向け・保険治療開業セミナーを開催 
                                     佐渡 智也 

３月１５日（日）中野区産業振興センターにおいて、昨年に続き、学生・新卒者向け保険治療開

業セミナーを開催しました。 

  雪の舞った前日と一転し、春の日差しの差し込む中、４名の方が参加されました。 

 清水代表からの新卒者に向けた激励の挨拶。 

第１部は北川事務局長から「独立開業に必要なもの～技術以外に必要なスキルとは？～」と題し

てお話しいただきました。 

 まず、北川先生ご自身が資格取得後、同業他社に勤める中で学んだことや、保険を使った訪問施

術で開業するメリッやデメリットについて語られました。 

 保険を使った往療をする上で望ましいスキルの一つとして、ケアマネージャーなどに直接営業を

する際に、その人となりがわかる様に自分を伝えられると、ＨＰ等のデジタル集客とは違った強味

となる。そのために 

●なぜこの仕事をしているか、これから何をしていきたいか「ストーリー」を語れること。熱意

が相手を動かす。 

●自分がどんなことをケアマネージャーや患者さんに提供できるのかを明確にしておく。そうし

ないと同業他社に勝てない。 

との指摘がされました。 

 さらに技術以外に必要なものとして、 

１ いかに厳しいことを言ってくれる人を自分のそばにおいておけるか。 

信頼できるアドバイザーを置く。 

２ 同時に、応援してくれる人をいかに増やすか。 

３ 誠実な業界団体。昨今色々な業界団体があるが、相手の最終的な意図がよくわからない人、

それを見せてこない人に近づくと金銭を失う。 

と経験者でなければ語れない内容のおはなしでした。 

 

 第２部は「保険治療の現状と今後」と題して、橋本副代表がスライドを使って説明されました。 

コロナウイルス感染拡大の中、難しい選択でしたが、開催を決定したとのことでした。 

 問題が山積みの保険請求制度ではありますが、その魅力を新卒者に説明するため、健康保険の仕

組みから、健康保険を使った施術のメリットとデメリット、さらに損得だけでは測れない部分まで

説明されていました。 

 スライドでは療養費の推移や保険給付の仕組み、保険請求の実際など、現実的な数字が示され、

初めての方でもわかりやすいよう構成されていました。受領委任と代理受領の違いも、図によって

見やすく整理されていました。 

 第 3部は個別相談会として、ＨＰの活用、ケアマネへの営業、往診の実際、保険請求の仕方など

各テーマに分かれて個別相談ブースを設け、相談を受けました。 

 参加者は各ブースをまわってアドバイスを受け、盛り上がった様子でした。 
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ホームページ リニューアルオープン   事務局長 北川楓樹 

URL：https://hoshinren.enet-e.com  公開日：3月 29日より 6月上旬までテスト公開中 

※今までのホームページ（以下、ＨＰ）とはアドレス（URL）が異なります。今までのＨＰは 6 月

上旬まで活用し、その後今までのアドレスを残したまま内容を差し替える予定です。 1年半前、有

志でホームページリニューアル委員会を発足しました。 

目的はズバリ「新規会員の獲得」。 現在のＨＰは多くの情報を定期的に発信し、その役割を十

分果たしてきました。しかし、時代とともに、求められるＨＰの内容や質が変わり、ＨＰを製作す

るソフト自体も古いものとなり、新たに業界団体を探している学生・あはき師が Google などの検

索エンジンから「鍼灸マッサージ 業界団体」と検索しても、当会が検索結果の上位に反映されな

くなっていました。  

課題は沢山あります。例えば、●当会の正式名称で検索しても、検索結果の表示は上から 4番目

当会と似かよった他の業界団体が先に表示されてしまう。●トップページの写真が「花」でイ

ンパクトが弱い。何をしたい業界団体なのか？がひと目でわかＨＰを打ち出したい。●業界団

体を探している人が求めている情報を、中心に構成したい。●人の写真が少なく、どんな人が

やっている会なのか？わかづらい。●文字が多い。文字で細かな情報を伝えるＨＰにするのか？ 

欲しい情報に直感的に辿り着きや

すいＨＰにするのか？ 等々。 

 そこでＨＰ委員会では、最近入会した

Ｆ先生（30代・男性）をモデルにイン

タビューし、どういう経緯で当会に入会

したのか？ 今、仕事ではどんなことに

困っているのか？ インターネットで

はどんなＨＰを好んで見ているのか？

など突っ込んだ内容を伺い、新ＨＰの方

向性を探りました。 その後、委員会で

は何度も協議を重ね、今回リニューアル

オープンに漕ぎつけました。 

 ◆皆さまへのお願い◆ 今回リニュー

アルされるＨＰは「完成品」ではありま

せん。テスト公開をしながら皆さまのご

意見を伺い、デザインを含めた更新を何

度か重ねていく形とります。そこで、皆さまの率直なご意見・ご感想を頂ければ幸いです。ご意見

は、事務局または f.kitagawa★ichirindou.jp（★を@に替えてご使用下さい）までお願い致します。 

https://hoshinren.enet-e.com/
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制度の活用を 

事態は重大であり院内感染次々とあきらかにされ、医療崩壊が心配される状況です。 

外出自粛や営業の休業要請が強まらざるを得ない状況であり、弱者への配慮、国民の権利への配

慮から、自粛要請と経済補償はセットでの政策の実行が求められます。 

生活、営業をまもるため、支援の制度を知って利用できるものは利用していく必要があります。 

 東京新聞（４月１６日）で制度の活用のための案内が掲載されていましたので転載します。（久下） 
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休校への休業補償。住居確保補給金。生活福祉資金貸付 
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 R02 年 4 月                R02年 5 月 

 

 

 

会議や部会、セミナーなどの日程は、メールにて編集委員会までご連絡ください。必ずメールにて

のご連絡をお願いいたします。E-mail zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

1 水   1 金  

2 木   2 土  

3 金 申請書〆切       3 日 申請書〆切    憲法記念日   

4 土  4 月 みどりの日 

5 日  5 火 こどもの日 

6 月        6 水 振り替え休日 

7 火 申請業務  7 木 申請業務 

8 水  8 金  

9 木  9 土  

10 金 事務局通信投稿締め切り 10 日  

11 土  11 月 事務局通信投稿締め切り 

12 日  12 火  

13 月  13 水  

14 火  14 木  

15 水  15 金  

16 木  16 土  

17 金  17 日  

18 土  18 月  

19 日  19 火  

20 月  20 水  

21 火  21 木  

22 水  22 金  

23 木  23 土  

24 金  24 日  

25 土  25 月  

26 日  26 火  

27 月  27 水 支給明細などの発送 

28 火 支給明細などの発送 28 木  

29 水 昭和の日 29 金 療養費の振り込み 

30 木 療養費の振り込み 30 土  

   31 日  

mailto:zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp

