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保険治療開業セミナー 

弁護士活用セミナーの開催 
 

イベントを開催します！ 

3 月 3 日  保険治療開業セミナー（学生・新卒者向け） 

3 月 24日 弁護士活用セミナー（現会員、学生・新卒者向け） 

 

この２つのイベントは、新規会員の獲得と現会員の更なる発展のために企画いたしました。 

保険治療開業セミナーでは、開業にまつわる生の体験談と当会の歴史と展望を、熱く語って 

頂きます。 

また、弁護士活用セミナーでは、当会顧問弁護士の宮原哲朗先生をお招きして、どういう時 

に弁護士を活用すれば問題解決できるのか？をシュミレーションして参ります。 

詳しくは、同封のチラシをご覧下さい。 

皆さまのご参加をお待ちしております！お知り合いの方々にも呼び掛けてください。 

【チラシ配布者募集】 

このチラシを国家試験会場で配布し、当会の意義と魅力を未来の治療家に伝えていきませんか？  

 只今、チラシ配布のお手伝い頂ける方を募集しております。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

日時：2月 23日（土）14 時 40分～ 

   2月 24日（日）14 時 40分～ 

集合場所：西巣鴨駅改札 

※お手伝い頂ける方は、事務局までご連絡下さい。お待ちしております！ 

（事務局長・北川楓樹） 
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春風民主鍼灸センター所長 

健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 広報・会計   

                          坂田 哲也 

「適当な治療手段がない」は論理的に異常 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会のみなさま、みなさまとともに、本年も「国民の鍼灸・マッサ

ージを受診する権利」を守る運動に邁進して参ります。 

今年 1 月より「受領委任」が導入されましたが、これに伴い「不正対策」として、厚労省は「半

年ごとの再同意」の文書化を義務化してきましたが、極めて矛盾した内容です。 

 そもそも、「医師による適当な治療手段がない」から「同意書」発行・保険者への提出によって、

保険適用・診療報酬の支給という仕組みになっていますが、まず「適当な治療手段がない」という

ことが論理的に異常です。 

 何を以て「治療手段がない」というのでしょうか。 

 因みに厚労省に質問しても、「医師による適当な治療手段がない」という言葉を繰り返すのみで、

これを説明することができません。同様にその理屈で発行された「同意書」を再度同意することの

矛盾に厚労省は気付かないものでしょうか。 

 医師にとっては、「治療手段がない」から鍼灸の「同意書」を発行してしまえば、その病名(例え

ば腰痛など…)については治療することはなく、当然ながら保険請求もできません。であれば、「再

同意」とは何に同意するのでしょうか。 

 形式的には、以前に同意されたその病名に対するものと考えられているようですが、治療もして

いないのであれば、恐らく経過観察もされておらず、そういった状況で「再同意」することに何の

意味があるのでしょうか。 

      国民の医療の選択権の不当な制限 

 なにより、この同意、再同意がなければ、適正に保険料を納めている国民に保険による鍼灸・マ

ッサージの受診を否定し、自費による治療を強制することになっています。 

 受領委任には移行したものの、この成果をマイナスにしてしまう程の不正対策なる拘束は、国民

の医療の選択権、これを受療する受療権を制限することになります。 

 憲法に基づき、国民の幸福と健康を追及する立場として、これを看過することはできません。 

 このあからさまな、憲法違反と思わしき案件に無関心では居られないのですが、世間的にはまだ

まだ無関心であり、特に憲法に基づく医療の発展を求める個々人においても、周知されていない実

態があります。 

 そもそも保険鍼灸の矛盾は、大変理解困難な案件であり、分かりやすく解説する必要があり、そ

の切り口も含め、大変頭を悩ませるところであります。 

 この困難を乗り越え、広く世間にこの矛盾を理解してもらうためにも、私自身多面的な表現形式

で「中学生でもわかる」くらいに分かりやすくかみ砕いていくことに尽力して参りたいとおもいま

す。みなさまともにがんばりましょう。 
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新年会の報告 
 

1 月 20 日にローズガーデンホテル新宿の別館で、H31 年の鍼灸マッサージ師会の新年会が行わ

れました。清水一雄代表理事から「あ・は・き」の療養費が受領委任に変更されたこと自体は輝か

しい事で、厚労省が「あ・は・き」を医療として認めたということに他なりません。 

但し、保険者すべてが受領委任払いに同意している訳ではない。月毎の受診が困難な患者の口頭

同意も廃止されました。患者の利便性を考えると、事務手続きが煩雑な償還払いをしている保険者

には声を上げることが必要と話されました。 

清水代表も変形徒手矯正術がマッサージに含まれるという解釈につい

て疑問があり、厚労省に『含まれる』を明記した文書を示して欲しいとい

ったところ、担当者は「その文書は不明とのこと」と驚くような返答が返

ってきたエピソードを述べられました。 

 

藤岡東洋雄理事長（協同組合兵庫県保健鍼灸師会）は、69 年ぶりに鍼灸

マッサージが受領委任払いに変わった事と、WHO では西洋医学だけでな

く鍼灸・漢方・漢方理論も取り入れたが、これは歴史的な事だと述べられました。（清水代表理事） 

藤岡氏は通知通達の解釈を正す為に受領委任払いのいきさつを話されました。保発 4 号は昭和

25 年 1 月 19 日に発令され、この時鍼灸マッサージ師には受領委任払い契約が禁止されました。 

昭和 25 年は GHQ の占領下の軍政であり、当時は通知通達が法律と同じだったが本来は違う。

通知通達は省庁の中でしか効力がないもの。今でも通知通達を法律のごとく思っている人が多いの

は残念です。その頃の鍼灸マッサージ団体は、占領軍に管理された政府の通知通達を追認するしか出来

なかったのです。 

口頭同意は昨年 10 月 1 日から廃止になりましたが、これは厚労省と刺し違えても守るべき重要なも

のでした。今回受領委任払いになったのは厚労省が施術者と国民に善意のプレゼントをくれた訳ではあ

りません。 

国会には法律作成を行うだけでなく、不正防止を含めた行政監視の役目があります。H27 年村岡衆議

院議員の紹介で厚労省と話し合いました。その後も各議員を通じて厚労省に申し入れを行いましたが、

厚労族の大串議員の仲介で厚労省と話し合ったときに、私たちは省の担当者にグゥの音も出ないまでに

理詰めで追い詰めたことが、今回の受領委任払いにつながったと思っています。 

「あ・は・き」は償還払いが基本ですが、償還とはつぐなって返すという意味です。国はこれま

では受領委任の契約をさせない状況をつくりだしていました。契約の出来ない人というのは禁治産

者と準禁治産者です。鍼灸マッサージ師は準禁治産者扱いをされていたのです。受領委任契約で 83

年ぶりに柔整と同じ社会的身分になったということです。これは闘って勝ち取ったものです。自由

と権利は闘って勝ち取るものです。 

これまで私たちは業界の枠内で運動を行ってきましたが、最近兵庫の商工会が鍼灸マッサージの

問題を取り上げてくれました。全国中小企業決起集会の関係者にあったとき、私は同意書撤廃・併

給禁止の問題・保険証を提示するだけで鍼灸マッサージが受けられるようにすることや、養成機関
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の修業年限を医科大と同じにすることを話しました。私たちの運動も一段階上がったものになって

きたと思いますと締めくくりました。 

 

小倉衆議院議員の齋藤佳伸秘書からは、自分も鍼灸には掛かっていて、今も円

皮鍼を貼っている。以前にドクターの治療で改善の見られない人に、鍼灸マッサ

ージ師を紹介したことがあると話されました。 

 

（齋藤佳伸 秘書） 

NPO「医療を考える会」山西俊夫理事長は職場の会議に出席する必要から、事務局の山口充子さ

んがメッセージを代読しました。 

山西さんは、今年になって健康には自信があった年下の知人が急逝した。持病のある自分は東洋

医療を通じて体質改善をはかり、病気と折り合いを付けながら仕事に励んでいる。あらためて我々

の運動を前進させる重要性に気付かされたと報告がありました。 

 

千葉医療福祉専門学校学長の井上美幸様からは、この会との関係は 2008 年頃在宅リハビリテー

ションと老年医学の講師をしてからの付き合いです。25 年前、私は大学の付属病院で急性期リハ

ビリを行っていましたが、その頃から在宅リハビリの重要性は意識していました。 

現在は PT 養成校の学長と地域リハビリ事業を中心に活動しています。入院患者の在院日数は短

くなりすぐに自宅に帰されます。本来は医療リハビリが必要であっても介護保険でのリハに移行さ

せられます。医師の中には手術は病院で行っても、術後は伝統手技で疼痛等の管理を勧める、統合

医療に理解のあるドクターも増えてきました。この考えが国民の健康には重要ではないかと思って

います。 

 

最後に当会顧問弁護士の宮原哲朗氏から受領委任払いは非常に大きな出来

事で現物払いの西洋医療と同じに見えます。受領委任払い移行の背景には鍼灸

マッサージに対する国民の要求があり、その基盤に支持されているところに皆

様の運動が功を奏したと思うと話されました。そして疑義解釈の Q＆A につい

て取り上げ、その内容は例えば患者が認知症などで契約が出来ない場合はどう

するか等、法律的にはこの場合原則法定後見人を選ばなければなりません。 

（宮原哲朗弁護士）ですが、一般の患者さんはこういった環境ではないのです。疑義解釈では同意

の出来る人の範疇が明確でありません。H31 年 1 月 1 日から施行されるものを H30 年 12 月 28 日

に発表すると云うのは、異議を受け付けないと言うに等しい。厚労省が通知を出すときは、一般の

人の生活にふさわしくない状況で出してきます。 

皆様の活動の参考にして頂きたいと思い述べますが、私の弁護士としての主な仕事は、被爆者の

救済活動です。その際常に意識しているのは被爆者の利益だけではなく核兵器廃絶につながるよう

に、世界の人々の利益に資するような一段上の流れを考えていくことを常に意識しています。皆様

方も国民にとって鍼灸マッサージはどう云う意味があるのかを広い視野で捉えて活動をしてもら

いたい。この会に新規に入会を決められた人の中に、当会には顧問弁護士がいる事が入会理由の一

つになったと伺いました。人生には仕事以外にいろんな問題が生起してきます。その際は気軽にご
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相談に来て下されば力になれると思っています。 

 以上が来賓の皆様のお話でした。知らない部分、気付かない視点を教えて戴きました。お忙しい 

中でのご参加をあらためて感謝いたします。     （H31 年 1 月 20 日松本泰司） 

【懇親会報告】 

 小原洋一さんの乾杯の音頭で第 2 部が始まった。お酒も入って、

和やかな雰囲気の中、噺家 桂鷹治さんによる、自身の腰痛にま

つわる話から『時そば』の演目などの落語を楽しみました。 

 

続いて、参加者にマイクを回し、参加はご自身の抱負や体験談

などのお話を伺いました。 

まずは、田中榮子相談役より、健康保険は国民一人一人が主人

公であり、まず、理不尽なことをわかっていただく活動が大事とのお話と、明日主婦連合会で養

成講座が催される中で署名活動のお願いに行くとのお話でした。 

 続いて黒川邦日兒さんより、清水代表が話された変形徒手矯正術とマッサージの同部位算定に

ついて経緯の説明がありました。もともと変形徒手矯正術の中にマッサージもあった。子供に行

っていた。医師のリハが減り、昭和 47 年の改定で無くなったなどのお話でした。 

さらに、昨年 12 月に入会された藤井圭介さんより、自宅で訪問治療を中心にやっており、入会

の動機は、動きのあるこの会に魅力を感じたからとのことです。そして、患者の為に何か発信して

動ける施術師でありたい、との抱負がのべられました。 

また、NPO 法人医療を考える会の方でも活動していている、事務局の山口さんより、鍼・灸の良

さを広める社教館祭りのボランティアに参加して地元に根付く活動を 8年間続けてきた。 

また継続した治療をする機会をもうけ、第 3水曜日に体験治療も行っている。若い人がどんどん

参加できる会にして、未病を治す素晴らしい医療を後世に残したいのと保険制度の矛盾、良さを理

解してもらう努力をしたい。力を貸して欲しいとのお話でした。 

 

在宅ケア部の山内恵美子部長より、10年来研修会を行っている。今年 6月には研修会を予定し 

ているので皆さんの参加をお待ちしていますとのお話があり、荒木文雄学術部長より、制度が変わ

り、やりにくくなった、患者をないがしろにしている。今の制度、どん詰まりの状況は国民と共に

反撃しないといけない。患者さんにも声をあげてもらう様に話している。こう言う状況は続かない

と思うのでおかしいことはおかしいと皆で声をあげ、頑張っていきましょう、とお話されました。 

 さらに、神奈川県よりご参加いただいた、

相模原市の手塚高信さん、横浜市の石原則子

さんからご発言がありました。まず手塚さん

より、申請でお世話になっているが皆さんと

顔を合わせられないので、また流れを感じた

くて今日は参加しました、とのお話がありま

した。 

続いて石原さんより、国保 3割の方に神奈
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川県国保連からアンケートが来て、患者さんがびっくりされていた。不正をしているのではないか

疑問を抱く人もいるのではないか？自分で同意書を取れない人もいる、患者も疑問に思う声がある、

などなど、患者さんの声を保険者に直接言ってきた。患者の声をもっと言っていった方が良いと思

う、とのお話がありました。 

さらに、中條利保さんより、この新年会を楽しみにしている。総会にも参加させて頂きます、と

のお話がありました。 

続いて、北川楓樹事務局長より、新会員を増やしたい、そのため、①ホームページを刷新する②

新卒者を対象の新卒者を対象に保険セミナーの開催を 3月 3日に計画しており、それに向けて国家

試験会場にて 2／24セミナーお知らせのチラシ配りをする、会員みなさまご協力ください、とのお

話がありました。 

また、居宅介護支援事業所おおぞらの松本泰司より、いろいろな面で高齢者に優しくない社会だ

と感じます、とのお話がありました。 

さらに清水郁夫さんより、入会して 10年になる。趣味はサーフィン。患者さんも増えたので鴨川

にアパートを借り仕事をしている。患者も大事だが趣味も楽しみながらリフレッシュして頑張って

いきたい。つづいての武井百代さんより、2 月にコスタリカに行く。たまに違う国の情勢を見て、

感じて活かしていきたい。とのお話がありました。 

 

毎年セミナー講師をお願いしている理学療法士の井上美幸先生より、3/28東京ＦＭレインボータ

ウンの番組で高齢者のための支援する話をする機会を得た、とのお話がありました。 

また、小原洋一さんより、自分が一生懸命にやりすぎて失敗した話で、80歳以上の方には治療が

強すぎて刺激が大きかったことがあり、相手の体力を考えて強弱を調整した方が良いと感じた体験

談のお話がありました。 

同じような体験談が岩下幸卯さんより、患者さんの治療中に、お子さんの筋肉痛の治療をした後、

翌日熱を出した。患者(子供)に応じた匙加減が必要と感じた、とのお話がだされました。 

お話しが尽きない状況ではありましたが、閉

会のお時間になりました。 

高橋養藏先生から締めの挨拶として厚労省

が「この薬は飲み続けない方がいい」と実名

公開に踏み切った。これは自らの非を認めた

と言えるとお話があり、新年会は閉会となり

ました。以上 （記録  清水明見） 

 

以下は参加者の声です 

会員皆さんの抱負と新入会員の心強い挨拶があり、励まされました。ただ、参加者が少ないのが気に

なりました。新年会の前に行われた理事会で、事務局の斉藤さんから年末から新年に入って、受領委任

払いの手続きで事務処理が大変な状況という報告がありました。 

新年会の一部に質疑の時間を入れることも考慮すべきだったのかと理事の一人として責任を感じま

した。今年は、受領委任払い制度が定着するまで大変ですが皆さんの協力でのりきりましょう。 

                                  高橋 養蔵 
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昨年、11月に知人の先生の紹介で私は鍼灸マッサージ師会に入会しました。 

まだ、私自身も仕事を立ち上げたばかりで、同業の先生方とお付き合いの無い状態でしたので、

年明けに行われる新年会のお誘い頂いたことは大変嬉しく思いました。 

今回参加させて頂いて一番に感じたことはこの会の先生方は皆、自分の利益よりも業界全体、 

業界の未来を考えてくださっている先生ばかりだと感心させられました。 

今年から施行される受領委任払いなど、業界全体が変わろうとしている中で、柔軟な考えを持ち

ながらも、信念というしっかりとした考えを持ち合わせておられる先生方に私はとても驚かされま

した。 

業界の活性化は、自分達はもちろん、患者さんの為に繋がることなので、微力ながらも一治療家

として先輩方に負けぬように精進しようと改めて思うようになりました。 

普段お話し出来ないような先生方でしたが、とても気さくに声をかけて頂きとても楽しみながら

参加させて頂きました。 

もっと若い世代の先生たちにも参加して頂いて色々な意見交換をしてみたいと思いました。 

藤井 圭介 

 

 

 

申請書の件もあり、事務局におかれましては慌ただしい新年を迎えられたのではないでしょうか。

この度は初めて新年会に参加させて頂きました。 

私は横浜市鶴見区で開業しております。 

神奈川の組合からの転入で東京の鍼灸マッサージ師会様には大変お世話になり感謝の気持ちで

一杯です。 

いつもは、総会だけの出席でしたが少しでも縁に触れ親睦を深めたい思いでローズガーデンホテ

ル新宿に向かいました。 

こちらのホテルは、岩下幸卯先生のお膝元と聞いておりお料理が大変美味しい印象でございます。 

清水一雄代表理事始め理事の方々にお逢いできるのも楽しみにしております。 

 登壇された来賓の先生がたの熱のこもったお話も一生懸命で感動いたしました。 

また、スペシャルゲストとして落語家の先生をお招きして終始笑いの絶えない素敵なひと時でした。

こんな間近で高座を聞いたのは初めてでしたので感動しました。こちらも武井百代先生のご尽力と

伺いました！ 

終了後、カラオケにも参加しました。 

大変な時代になりますが会あっての会員ですし、皆で一丸となり今年一年も健康でより良い会と

なりますようご祈念申し上げたいと存じます。 

ありがとうございました😊 

            いしはら鍼灸治療院     石原 則子 
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         出版物紹介 

図解 一生、薬がいらない体のつくり方 

出版社三笠書房 著者 岡本 裕医学博士（定価 650 円） 

 

 薬の害悪について発言する医師もふえてきました。週刊誌でも

繰り返し取り上げられるようになりました。 

しかし、病院に行けば検査で薬が出され、しかも、毎日、 

毎日、これでもか、これでもかと浴びせられるようなクスリや 

健康食品の宣伝です。薬が健康な身体をつくるかの、間違った考

え方にとらわれるのもしかたないことです。 

しかし、薬に頼り、健康な身体づくりの取り組みが放置された

ままでは、自分の身体の治癒力、自然治癒力は衰えるばかりであ

り、病気を呼び込むことになります。 

健康なからだは、食生活の改善や体に必要な運動を取り入れる

などの生活改善を、また、考え方の改善であせらず、あわてず、

心の安定も重要です。一人ひとりがいろいろな努力とともに、は

り・灸治療、あん摩マッサージ指圧治療も利用が望まれます。 

薬に頼ってはいけないこと、そして、自分に必要な健康法が、

患者さんにもわかるように書かれている本が、岡本裕医師の著作の「図解、一生、薬がいらない体

のつくり方」です。昨年 12 月に三笠書房から出版され、絵図が中心で読みやすい、わかりやすい

本であり、しかも低価格です。 

まず、治療家のみなさんが読んで、健康な体つくりのために必要なものは、薬ではなく、はり・

きゅう治療、あん摩マッサージ指圧治療であることに確信を持ってください。患者さんが行う必要

がある健康法について、患者さんに積極的に語りかけてください。       （ 久下 勝通 ） 

                 

著書のまえがきより抜粋 

「薬がいらない体」とは、「免疫力が高い体」のこと 

「薬を飲めば、たしかに、つらい症状はたちどころに消えるでしょう。しかし、結果的には 

体の免疫力をさげてしまうのです。このように体本来の力を阻害するのが、薬のもっとも恐ろ

しいところです。だからこそ、「薬がいらない体」すなわち「免疫力（自己治癒力）の高い体」 

をつくることが、「元気で長生き」のために絶対不可欠です。 

「今日から『免疫力を高める』生活をはじめよう」 

 「免疫力を高める生活」を習慣にする、これこそが「一生、薬がいらない体」＝「元気で長生 

きできる体をつくる最大の秘訣です。本書では、今現在、薬を飲んでいる方には、実際に 

「薬をやめる方法」もご紹介しながら、「自分で免疫力を高める簡単な方法」を集めました。 
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千駄ヶ谷社教館祭りボランティア治療のご協力ありがとうございました 

  前日の雪が続くのではと心配されたのですが、幸いに、 

寒さは厳しいのですが晴天でたすかりました。 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会、および、NPO法人 

医療を考える会より 14 名のボランティア参加者があり

ました。 

25 名の方々を治療し、27 名の方より署名をいただき

ました。治療を必要とする高齢者の多いことを実感する

一日でした。（山口充子） 

 

 
 

 

 

 
 

 

電磁波            岩下 幸卯 

 はじめに 

 最新家電が続々と登場し、私たちの生活がますます便利になるその一方で、いま「電磁波が人体

に与える影響」が世界中で取りざたされている。 

 最近ではＷＨＯ（世界保健機構）でも、携帯電話の電磁波がもたらす影響について慎重な姿勢 

（予防処置）を心掛けるよう呼びかけているほどです。 

 しかし、この電磁波問題については、断片的情報や噂ばかり先行し、安易に不安を煽るだけの情

報も数多く出回っています。いま騒がれている「電磁波問題」を皆さんと一緒に勉強いたしましょ

う。私たちはパソコンや携帯電話、家電、高圧電線などが発する電磁波の霧（エレクトロスモッグ）

の中で生活しています。 

 電磁波って何❓ 

 電磁波とは、電気と磁気の両方の特性を持つ波のことです。 

 そして、この「波（電磁波）」は電気を使う際に必ず発生するものです。電気が流れると、電気

の影響を受ける「電場」が生まれるのです。プラスチック製の下敷きをこすって髪の毛に近づける

と、逆立ちします。これが電場の影響の一例です。また、磁気が発生すると「磁場」が生まれます。 

磁石を砂鉄の中に置くと一定の広さで模様ができるでしょう。これが磁場の影響です。 
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電磁波に関する海外の状況 

 【フランス】 

 妊産婦は携帯電話本体を腹部から離すように勧告。 

 16 歳未満の子どもは携帯電話の使用を控え、イヤホン使用によって頭部に密着させるのを防ぐ

よう勧告。 子どもへの携帯電話の広告の禁止と販売の規制を含む厳しい処置が立法化された。 

 【ロシア】 

 2002 年に妊婦、16 歳以下の子ども、精神疾患とその他脳神経系に疾患の可能性のある者は、携

帯電話を使うべきでないと勧告。 

 【アメリカ】 

 米国食品医療品局では、携帯電話業界に対して、電波の暴露を最低限にするように要請。最大手

の AT＆T ワイアレス社は、全米の携帯電話使用者にイヤホンマイクの無償提携を行っている。 

 【イギリス】 

 16 歳未満の子どもには携帯電話の使用を控えるよう勧告。 

 【その他の国】 

 イスラエル、ベルギー、ドイツ、インドは子どもの携帯電話使用を制限している。 

 【日本】 

 日本は、国際基準に基づいて通信、放送施設から出る電磁波（電波）を規制していますが、欧米

のように一般市民に対する携帯電話の使用について、具体的な指導や勧告はしていません。 

 むしろ、子どもに携帯電話を持たせることを容認しています。 
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 電磁波を防ぐ方法その１          電磁波を防ぐ方法その２ 

 携帯電話で使われる電磁波はβ波で大きな波、

素粒子エネルギーが発揮する電磁波はδ波で小

さなさざ波。 

 素粒子エネルギーδ波が発揮する生体エネル

ギー・攪拌能力・究極の還元力で、このβ波をδ

波に同調させてβ波を弱めることができる。 

 この素粒子エネルギーを印加したステッカー

が日本人の手で出来上がった。エコストエナジー

ステッカーという名で商品化されている。 

 このエコストエナジーステッカーを電磁波の

発生する機器に貼ることで、その発生を軽減しま

す。 

おわりに 

 電磁波を厳しく規制し過ぎれば、私たちの生活がなりたたないでしょう。 

 しかし、日本は他国に比べて（例えば欧州・アメリカ）電磁波を野放しにし過ぎているという意

見もあります。もしかしたら将来、電磁波が健康に与える影響がもっとよくわかってくるかもしれ

ません。被害は報告されていますが「電磁波が健康に影響を与える」という事が科学的に立証はさ

れていない現状です。しかし、国が規制しないからといって、電磁波が全く健康に問題ないと言い

切ることはできません。 

 現在は「電磁波が健康に悪影響を与えるのでは？」との認識が広まり、住民運動でマンション屋

上に建てられた携帯電話の基地局を動かした例もあります。 

電磁波に危機感を持っている人は、独自に動いています。生活家電の簡単・便利の裏側に隠され

た電磁波は、できるだけ防ぎましょう。 

 

会員各位        平成 31 年 2 月 19 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 1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お願い致します。 

                                  財政事務担当  菅野 
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H31 年 2月                H31年 3 月 

 

1 金   1 金  

2 土  2 土  

3 日 申請書〆切 

NPO 理事会（10:30～12:00）千駄ヶ谷社

教鏡館 

3 日 申請書〆切 

保険治療開業ｾﾐﾅｰ（中野産業振興ｾﾝﾀｰ）

10:00～17:00 

4 月  4 月  

5 火  5 火  

6 水 申請業務 6 水 申請業務 

7 木  7 木  

8 金  8 金  

9 土  9 土  

10 日 社教館祭り（10:00～15:30） 10 日 学術部会（17:00～19:00） 事務所 

11 月 建国記念の日 11 月  

12 火 事務局通信投稿〆切 12 火 事務局通信投稿締め切り 

13 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 13 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 

14 木  14 木  

15 金  15 金  

16 土  16 土  

17 日  17 日 NPO 理事会（10:30～12:30）事務所 

18 月 事務局会議（13：00～15：00） 18 月 事務局会議（13：00～15：00） 

19 火 事務局通信発送 19 火  

20 水 通信編集会議（10:30～11:30） 20 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

体験マッサージ（13:00～17:00） 

21 木  21 木 春分の日 

22 金  22 金  

23 土  ﾁﾗｼ配り（14:40～）西巣鴨改札集合 23 土  

24 日 国民の会会議（西宮）14:00～16:00 

ﾁﾗｼ配り（14:40～）西巣鴨改札集合 

24 日 宮原弁護士活用ｾﾐﾅｰ（上原社教館） 

13:00～15:00  15:00～（個別相談） 

25 月  25 月  

26 火 支給明細などの発送 26 火  

27 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 27 水 支給明細などの発送 

HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 

28 木 療養費の振り込み 28 木  

   29 金 療養費の振り込み 

   30 土  

   31 日 ケアマネ研修会（10:00～12:00）事務所 

 


