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日整最高栄誉賞を受賞

柔道整復師業界の発展に著しく寄与した会員に贈られる公益社団法
人日本柔道整復師会の最高栄誉賞とされる「帰一賞」が、公益社団法
人茨城県柔道整復師会の市川善章会長に贈られました。
「この賞は本会
の会員とともに受賞したものと認識し、受賞の楯は、最初、本会の事務
所に飾りました」
。会員の絶大なる信頼とリーダーシップを発揮し本県
柔道整復師会の発展に全力で取り組んでいる大変お忙しい市川会長に
時間を割いていただき受賞の喜びなどをお話ししていただきました。
【公益社団として十分に機能していることが認められた】
帰一賞は茨城県柔道整復師会が公益社団として十
分に機能していることが認められたからこそ得られた
賞だと思っております。私どもの目的としている「柔
道整復学及び柔道整復術の進歩と発展と柔道整復師
の資質向上を図るとともに、保健・医療・介護に関す
る諸制度の円滑な運営と健全な発展に寄与して、公
衆衛生に貢献する」ということがきちんと遂行されて
いるという証明でもあります。それも内外ともに日々
の活動が認められたことが大きな理由だと思います。
これも、本会の会員ならびに事務方を含め私をサポ
ートしてくれた皆様や市川整骨院のスタッフ、内助の
功として日々の活動を陰で支えてくれた妻（絹枝）に
は感謝をしております。これらが一つの大きな輪とな
ってすべてをサポートしてくれたからこそ帰一賞をい
ただけたと思っています。ですから、今回の受賞は私
個人ではなく「みんなに贈られたもの」として認識し
ております。オリンピック競技に例えれば個人ではな
く団体で賞をいただいたものです。それだけに、皆さ
んの理解と協力には心より深く感謝をしております。
【会員は透明性を確保し
コンプライアンスを重視して社会的信頼を】
今回の受賞は本会にとって単なる通過点にしか過
ぎません。医療従事者としての地域に密着した社会
貢献はもとより患者さんにとって役立つ施術と適切な
アドバイス。日進月歩の医療技術の習得に努め日々の
研鑽を怠らないという自助努力は欠かせません。それ
が医療分野での私どもの社会貢献へと導かれるもの
と思っております。会員は透明性を確保しコンプライ
アンスを重視して、社会から信頼を得ることにより恥ず
かしくない活動を行うことが、私どもに課せられた使
命であると常に肝に銘じていかなければなりません。
私たちの仕事にはこれで良しということはありませ

帰一賞は「みんなの支えにより贈られ
たもの」と語る市川善章会長

ん。常に温故知新の気持ちを持って勉強することが
求められます。私たちは常に患者さんの身になって施
術に臨まなければなりません。そこには高慢な驕りは
禁物です。患者さんを包括的に診させていただくとい
う基本を忘れてはいけません。
【健康面ではすこぶる快調!!
栄養士の資格を持つ妻が食事面でサポート】
皆さんの理解のもと施術や公務に追われる日々を
送っていますが、幸い健康面ではすこぶる快調です。
若い頃から柔道とベンチプレスで体を鍛えたご褒美
みたいなものです。茨城ベンチプレス大会で優勝を
したこともあります。ややもすると暴飲暴食に走りが
ちな食生活をサポートしてくれるのが栄養士の資格を
持つ妻です。日々の食事面での管理をしてくれるので
多いに助かっております。この点に関しては頭の上が
らないところです。
本会の会員には今後とも強固な「和と絆」を持っ
て会の運営に協力していただきたいと願っています。
幸い若い人も育っています。私どもベテランは若い人
に惜しみないアドバイスと相談に答える義務がありま
す。遠慮せずに悩みがあればドアを開けてほしいと思
います。
「敬上慈下」の心をもっていつでもドアはオ
ープンにしております。
最後に、今回の受賞に際しては関係各位から過分
なお祝いの品々をいただき有り難うございました。こ
の場をお借りしてお礼を申し上げます。今後とも会員、
職員ともども頑張ってまいりますのでよろしくお願いし
ます。
（インタビュー・広報副部長 髙儀和広）
「帰一賞」とは
講道館柔道の創始者である嘉納治五郎先生の雅号「帰一斉」と、
『整骨新書』の著者であり、江戸時代の整骨医の中で学識人格
共に優れた各務文献先生の雅号「帰一堂」の双方に因んで命名
され、柔道整復師界の発展に著しく寄与した会員に贈られる日
整最高栄誉賞として、昭和46年に制定された。
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（公社）茨城県柔道整復師会が初優勝
「第43回日整親善ゴルフ茨城県大会」を盛大に開催
公益社団法人茨城県柔道整復
師会（市川善章会長）主管の「第
43回日整親善ゴルフ茨城県大
会 」 が9月11日（ 日 ）、 千 代 田
カントリークラブ（かすみがう
ら市上佐谷）で開催され、西は
福岡から東は宮城まで203名が
参加して盛大に行われました。
団体戦では大会主管の（公社）
茨城県柔道整復師会が念願の初
優勝をはたしました。
43回目を迎える日整親善ゴルフ
茨城県大会は、曇り空の中、時々
薄日がグリーンにこぼれ、残暑も
やわらぎ心地良い秋風もなびくと
いう絶好のゴルフ日和となりまし
念願の初優勝をはたし優勝カップを手にする市川会長と茨城チーム
た。西コース、中コース、東コー
団体戦
スの３コースに分かれ午前7時30分より順次スター
順位
県 名
プレイヤー名 グロス計 HD 計 NET 計
優 勝 （公社）茨城県 湯本光晴 325 38.40 286.60
ト。参加者はそれぞれの闘志を胸にいだきカラフル
柔道整復師会
富永秀明
なゴルフウェアーでプレーを楽しまれました。
髙橋和也
長野靖志
競技方法は、18ホール・ストロークプレー（新ペ
準優勝 （公社）群馬県
343 56.40 286.60
リア方式）
（トリプルカット・MAX36)。団体戦は
柔道整復師会
３ 位 （公社）栃木県
324 33.60 290.40
各都道府県上位4名のトータルネット成績。個人戦
柔道整復師会
はネットの部、グロスの部（シニア70歳以上・年長
４ 位 （公社）岡山県
341 49.20 291.80
柔道整復師会
55歳以上・年少55歳未満・女子）で競技をしました。
５ 位（公社）富山県
335 43.20 291.80
その結果、団体戦、個人戦の成績は別表の通りです。
柔道整復師会
前日（10日）のホテルマロウド筑波（土浦市）
個人戦
で開かれた夕食会で、来賓の橋本昌茨城県知事が祝
順位 プレイヤー名 アウト イン GROSS HDCP NET
優 勝 鴻巣憲寿
47
45
92
24.0 68.0
辞を述べられ「これまで、茨城県は団体優勝が一度
準優勝 今泉信次
41
42
83
14.4 68.6
もない。今回は地元開催ということで是非、優勝を
3 位 森 暁夫
33
36
69
+1.2 70.2
目指して頑張ってくだい」とエールを送られ茨城チ
シニア
ームはその期待にこたえ念願の初優勝をはたすこと
順位 プレイヤー名 アウト イン GROSS NET
優 勝 阿久津征一
41
39
80
80.0
ができました。市川会長は「橋本知事との約束をは
準優勝 髙橋和也
41
40
81
81.0
たし、
心躍る思い」と、
初優勝の喜びを語っていました。
３ 位 藤井 豊
41
42
83
83.0
また、この大会で神奈川県の森暁夫先生（69歳）
年 長
順位 プレイヤー名 アウト イン GROSS NET
がシニアのゴルファーにとってひとつの大きな目標
優 勝 森 暁夫
33
36
69
69.0
であるエージシュートという偉業を達成されました。
準優勝 井出啓男
37
38
75
75.0
森暁夫先生おめでとうございます。
３ 位 和田育穂
38
37
75
75.0
最後に、今回のゴルフ大会開催においてたくさん
年 少
順位 プレイヤー名 アウト イン GROSS NET
の商品を提供していただいた協賛や団体には深く感
優 勝 田口 敦
40
36
76
76.0
謝とお礼を申し上げます。有り難うございました。
準優勝 高田博美
37
39
76
76.0
３ 位 浅川 透
39
38
77
（広報部長 荒井健吉）
77.0
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実力の岡本栄治選手
新鋭の渡辺昇平選手が

代表権を獲得

第40回日整全国柔道大会中関東地区予選会（山
梨・埼玉・茨城の3県）が7月3日、桃の産地として

（3）

日整全国少年柔道大会の
本県代表選手が決まる
2020年東京オリンピック大会出場を目指して

有名な山梨県笛吹市の石和清流館で開催されました。
当日は盆地特有の蒸し暑い厳しい条件の館内で熱戦
が繰り広げられました。
一ツ柳明監督率いる茨城県勢は20代・上野良知・
渡辺昇平、30代・岡本栄治・青木竜也、40代・大
塚宏守・飯田一幸、50代・雨谷紀雄の各選手が出
場しました。
各年代とも観戦していて真剣勝負の迫力を肌で感
じる熱い戦いが展開され、20代の部、30代の部で

本県の会員が特に活躍しました。20代の部は、新
鋭の渡辺昇平選手が1回戦内股で技有り判定勝ち、
2回戦大外刈りの一本勝ちで勝ち進み、決勝戦は埼
玉県の金杉選手から僅差の判定勝ちを収め、粘り強
い試合運びで優勝し代表権を獲得しました。続く
30代の部は岡本栄治選手が実力を発揮しオール1本
勝ちでトーナメントを征し優勝し代表になりました。
一ツ柳監督は「ここ数年優れた代表選手を揃えて
いながら結果を出せていない。今年こそは全国大会
で優勝し厚生労働大臣旗を奪取して来て欲しい」と
期待を寄せていました。
代表は20代・渡辺昇平（茨城県）
、30代・岡本栄
治（茨城県）新井伸章（埼玉県）
、40代・登本茂芳
（埼玉県）
、50代・高橋洋一（埼玉県）の5選手に決
まりました。

10月9日、東京の講道館で行われる全国大会での
健闘を祈ります。
（広報部長 荒井健吉）

大健闘が期待される本県代表の5選手

「第25回日整全国少年柔道大会茨城県大会」（公

益社団法人茨城県柔道整復師会主催、茨城県柔道連
盟後援）が7月10日、つくば市の筑波大学武道館柔
道場で開催されました。

同大会は、柔道を通じて、少年少女の健全な心身

の育成に努めると共に、参加者相互の親睦並びに柔
道整復師に対する理解を深め、柔道の発展に寄与す
ることを目的とし、成績上位の選手は10月9日に東

京の講道館で開かれる「日整全国少年柔道大会」に
県代表として出場します。

今年はリオオリンピック大会でお家芸の柔道が全

部で12個のメダルを獲得するという大活躍。今回

の代表選手も将来はオリンピック大会に出場して活
躍することも期待されます。本県代表選手は次の通
り。5年生の部で女子選手が初優勝するという快挙

もありました。全国制覇に向け選手や役員関係者は
共に熱い意気込みを見せていました。
４年生の部
５年生の部

６年生の部

茨城県の役員及び選手団

優勝

杉山諒成（下妻優心塾)

準優勝

堀江惣

優勝

森静玖（一心館菅谷道場）
（芯成塾柔道スポーツ少年団）

優勝

カフレ ジュリアーノ

準優勝

カフレ ガブリエル

（土浦市体育協会柔道部）
（土浦市体育協会柔道部）
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「水戸・県西親睦ゴルフコンペ」を開催

7月24日（日）
「第32回関東ブロックゴルフ群馬
大会」が群馬県高崎市のサンコー 72カントリーク
ラブにて開催されました。
関東各地から、来賓や団体ゲストを含む115名あ
まりが参加し、茨城県からは、市川善章会長、竹藤
敏夫副会長を始め22名が出場しました。日頃の練
習の成果を発揮して楽しくラウンドし、午後三時か
ら表彰式が行われました。
成績は、
個人の部で中島邦夫会員が優勝しました。
また各コースネットの部で、高田博美会員が優勝し
ました。
（広報副部長 髙儀和広）
猛暑の中、楽しくラウンドした参加者

優勝した中島邦夫会員（右から2番目）

優勝者のコメント
7月24日（日）高崎市のサンコー 72カントリー
クラブで開催された第32回関東ブロックゴルフ群
馬大会に参加しました。
当日は、数日前から体調を崩し38.5度の熱が出
てしまい、どうなることか不安の中スタートしまし
たが、パーティーにも恵まれて楽しくプレーするこ
とができました。
プレー中は、所々でミスをしてしまい、大した順
位ではないと思っていました。ところが、成績発表
の前に隠しホールが発表されて、それをスコアカー
ドに付けているうちに、ミスしたホールが次々には
まっていき上位入賞を確信しました。
最後に名前を呼ばれ「やった！優勝だ」まわりの
仲間に祝福され喜びと感動で一杯になりました。
そして、優勝賞品のお掃除ロボットを手にして最
高の一日を過ごすことができました。
最後に、この様な機会をくださった関係各位、
また一緒にプレーしたパーティーの皆様に御礼を申
し上げます。
■新入会員■

「水戸・県西親睦ゴルフコンペ」が8月7日(日)に、
かすみがうら市の千代田カントリークラブにおいて
開催されました。
ゲストとして、水戸赤十字病院副院長の上牧裕先
生、茨城県柔道整復師会から市川善章会長、竹藤敏
夫副会長他4名、(株)エスエスビー、(株)トリオ医科
をお迎えし合計34名が出場して猛暑の中、脱落者
もなく楽しくラウンドしました。
午後三時から表彰式でしたが、その前に、先日、
市川会長が公益社団法人日本柔道整復師会から「帰
一功労賞」を受賞したお祝いとして参加者全員から
の記念品の贈答がありました。
優勝は、グロス72 ハンデ1.2 ネット70.8で
長野靖志会員、準優勝は、グロス80 ハンデ7.2
ネット72.8で湯本光晴会員、3位は、有川渉会員で
した。ゲストの上牧先生は、バーディーを達成し
バーディー賞を受賞しました。
優勝賞品は、豪華パター、また長野会員は、イー
グルを達成し竹藤副会長からイーグル賞も合わせて
授与されました、準優勝は、トリオ医科から低反発
枕、3位には、エスエスビーからパターがそれぞれ
授与されました。
（広報副部長 髙儀和広）

救 護 員 派 遣 の 近 況
6月12日（日）
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会関東大会茨城県選手選考会
龍ケ崎総合体育館
加藤昂（県南支部)
5名の選手にアイシング、湿布等の処置をしました。

廣瀬 亮介（ひろせ りょうすけ）

8月7日（日）
平成28年度 第33回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会

文京接骨院 土浦市文京町7－12

茨城県武道館大道場
松本明、助川悟志（水戸支部）
5名の選手にテーピング、湿布等の処置をしました。

昭和50年9月26日生まれ

029－801－0321

《訃 報》
箱守 満男（はこもり みつお）
県西支部 箱守志農夫会員の父
7月30日死去 82歳

8月27日（土）
川﨑杯ミニバスケットボール大会
ひたちなか市総合運動公園総合体育館
藁谷和彦（水戸支部）
5名の選手にストレッチ、テーピング、固定等の処置をしました。
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私の格言 杖言葉
県北支部長

黒沢 玄

故郷観望

（広報委員

ふるさとの山に向ひて言ふことなし
ふるさとの山はありがたきかな
《石川啄木》
還暦を過ぎても故郷を想い浮かべ
子供の頃、山や川で遊んだ事が
昨日の事のように想う。
故郷とは、有難いものです。
嫌な事も故郷を想い浮かべると忘れられるのは、
私だけでしょうか。
《北海道富良野出身》

協同組合賛助会員紹介コーナー
まいぐま すすむ

サンツクバ株式会社 営業：毎熊 勧

茨城県柔道整復師協同組合様の益々の発展を心よりお
祈り申し上げます。
サンツクバ株式会社
茨城県土浦市中村南1-2-23
TEL 029-841-5858
FAX 029-843-3210
Mail：info＠suntsukuba.com
※掲載を希望する協同組合賛助会員は、事務局までお申込みください。

半年前に我が家にやって来ました。前々からの子供
の要求に負けて飼うことになりました。しかしいざ一
緒に暮らしてみると、親の私たちの方がもうメロメロ
です。今や立派な末っ子になりました。なるべく子供
が抱っこしているのを、取り上げないようにしたいと
思います。

会員になって想う！
県南支部

塚井千智

昨年12月に入会いたしました塚井千
智です。
これまで、東京や仙台の整骨院で技術
を学び、現在は、茨城県土浦市の整骨院
で院長を12年間しております。
現在の整骨院は、昼間はのんびりと近所の方々と話を
しながら、また、学校が近いことから夕方以降は部活後
の学生が多く、とても明るい整骨院です。
これからも常に技術を学び、磨き、患者様との会話を
大事にして、よりよい整骨院にしていけるよう努力して
まいります。
どうぞ、よろしくお願いします。

本誌もお陰様で 号発行に至ることが出来
ました。今号まで寄稿協力や助言などをいた
だきました会長をはじめ会員の皆様、また毎年年度切り替え時期に
は多額の広告協賛金を頂戴している企業様、そして共に編集作業を
してきた広報委員、事務局の方々など思い返せば感謝してもしきれ
ません。本当にありがとうございました。
今号発行を転機に柔整業界もＧＯＧＯ（ 号）と勢い良く行きた
いところですが、我々を取り巻く環境は、医療費削減、柔整業界の
制度改革や療養費の適正化に向けた動向そして諸問題、また同業者
が急増乱立しての競争激化など、逆境や試練は計り知れないのが現
状です。しかし苦労し大変な業種は我々だけではないと心して、一日
一日診療に励みたい。地域住民の為、家族の為、そして自分の為に。
今日読んだ日めくりカレンダーに「力及ばぬことを嘆くより、ま
ず取り組む姿勢を省みたい」と記してありハッと気づかされました。
これからも「共に学び、共に栄える」柔道整復師会であることを
願い編集後記といたします。
（広報部長 荒井健吉）

いつも大変お世話になっております。保険代理店:サン
ツクバと申します。平成22年より茨城県柔道整復師協同
組合賛助会員として先生方に、各種保険をご案内させて
いただきまして心より厚く御礼申し上げます。また事務局
職員の皆様方にも保険料の件、事務処理など、ご協力い
ただき感謝申し上げます。
当社、サンツクバ株式会社は、三井住友海上火災保険
会社の保険商品を中心に職業賠償責任保険・自動車団体
保険・火災団体保険・ゴルファー団体保険などの商品に
団体割引を付帯し少しでも安く！保障良く！対応早く！を
心がけてご案内しています。ここ数年保険業界も各種保険
料金の値上げが続き個人・世帯の負担もアップしている状
況です。会員の先生方には是非、団体割引をご活用いた
だき納得した形でお手続き出来るようにサポートしたいと
考えております。
また個人・法人で既にご加入していると思いますが、生
命保険も扱っております。生命保険と聞くと良いイメージ
を受けない方の方が多いと思いますが、それは〈ご自身で
納得した内容で加入していない〉からだと思います。その
概念を私たちが払拭すべく説明させていただきたいと思い
ます。生命保険の場合は特に契約して以来、見直しをさ
れず保障や特約が古いケースなどが多く見受けられます。
現在の医療保険には先進医療特約を付帯することができ、
先進医療を受ける際にも自己負担なく、体の負担も少なく
対応出来ます。このように現在加入している保険が解らな
い、または面倒だと思う方がおりましたらアドバイスに伺
わせてもらいたいと思います。自分に合った保険になるよ
う一緒に考えてみませんか?
最後になりましたが、交通事故の相談アドバイスや被害
者請求の書類作成のお手伝いもしておりますのでご希望の
先生がおりましたらお気軽にお申し付け下さい。お力にな
りたいと思いますので何卒よろしくお願い致します。

根本光昭）

マロン
８か月 メス
好きな食べ物
ヨーグルト
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茨整発 【県民健康講座】
行楽の秋 登山・トレッキングでもしもの時に!?
登山やトレッキングに行くにはよい季節となりまし
た。近年は中高年の登山ブームもあり筑波山などに
も多くの方が訪れています。自然に触れ健康的なレ
ジャーではありますが、思いもよらないところでケガ
をしてしまうこともあります。自力で下山ができなけ
ればそれは「遭難」となります。山では小さなケガ
でも遭難してしまうと命に係る事態となります。適
切な応急処置を行い無事に下山できるように簡単な
準備と処置方法を覚えておくことをお勧めします。

平成28年９月30日（金） 第55号

靴が履けなくな
りそうな場合は
靴ごと三角巾や
テーピングで固
定する。骨折の
疑いがある場合
は更に副木など
でより厳重に固
定する。
ひざ痛
テーピングテープで膝の関節を保護する。ある程
度の固定でもそれなりの効果は得られる。

転倒した際の手や腕のケガ
骨折の可能性もあるので、患部の上下2つの関節を
登山でのケガで起こりやすいのは、足首の骨折・捻
三角巾、
テーピングなどを使って固定する。
挫、ひざ痛、転んで手を着いた際の腕のケガなどです。 含めて副木、
どのケガの場合もRICEを基本原則としてケガを
した部位を固定し自力下山する場合は負担をかけな 手首から肘までのケガの固定
・副木で手から肘までをカバーし、三角巾やテーピ
いように歩くことが大事です。
ングで副木を固定する。
RICEに関してはこの県民健康講座でも何度も取
り上げていますが、山での視点からもう一度簡単に ・腕が水平になるように三角巾やバンダナ、タオル
などで首から吊る。
説明します。
Rest（安静）ケガをした部位を三角巾、テーピング、 ・テーピングやヒモなどで体幹（胸部）に固定して
動かないようにする。
副木を使って固定する。
Ice（冷却）冷やすことは痛みを軽減し、内出血を
防ぎ、炎症を抑える。しかし氷や冷水でのアイシン 肘から肩にかけてのケガの固定
グが必要なため山では雪渓や沢がある場合しかで ・腕全体を覆えるくらいの副木（トレッキングポー
きない可能性が高い。湿布薬は冷却にはあたらない。
ルなど）を使用し腕全体が動かないように体幹部
Compression（圧迫）圧迫することで出血と腫
分に巻き付けるように固定する。
れを防ぐ。三角巾、テーピングなどを使用。圧迫
のし過ぎには十分注意する。
ケガをしてしまった場合には水分補給をしっかりし
Elevation（挙上）ケガをした部位を心臓の位置よ ましょう。
り高くする。休憩時などに行う。
ケガをすると内出血を伴います。外出血と違い目
には見えませんが、前腕骨骨折では約400ml、上腕
無理な下山は体力を消耗し状況を悪化させる可能 骨骨折では約800mlの内出血があります。登山中は
性があるので注意しましょう。
水分が失われがちな状況の中、ケガによる内出血で
体内を循環する血液が失われ急激に水分が不足しま
す。すると脱水症状になり思うように体が動かなく
登山の際に準備しておくと良いもの
なります。水分補給の目安は最低でも出血量の半分
三角巾…様々な部位の固定や止血などに使える。
テーピングテープ…固定や関節の保護などに使用する。 は摂る必要があります。
新聞紙…棒状に丸めるとある程度の強度の棒になる。
数本をテープでまとめる
応急処置が済んだら
と副木として使用できる。
適切な応急処置を済ませたら身の安全を確保し、
また寒冷時には体に巻き
トレッキングポールなどを活用して負担を軽減させ
付けると体温低下を防げる。
ゆっくりと下山するようにしましょう。無事に下山
ができたら「遭難」を回避できたことになります。
応急処置の方法
足首の捻挫の場合
安全な計画と気持ちに余裕をもって登山・トレッ
テーピングなどで固定する。痛みや腫れで脱いだ キングを楽しみましょう。 （広報委員 岩本勝久）
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ご存知ですか？

茨城県は
全国自動車盗難件数 増加率
ト１

ワース

年々増え続ける
犯罪やトラブル防止のため、
防犯カメラの設置をお勧めします。

ただいま組合員様特別価格で ご提供中

北関東ファミリー株式会社
０１２０-４８-３３７６
〒310-0842

茨城県水戸市けやき台２-１４-１
ＦＡＸ ０２９-２４８-８５２２

しもつま
温

♨泉

SC

株式会社システムコピー販売

0120-916-903

お客様相談室

http://www.systemcopy.com/
つくば本社 つくば市上ノ室 285-1 水戸営業所 水戸市米沢町 108-2

0299990002- タナカ/02180037

印刷のことなら全ておまかせ！
下妻市長塚乙 70-3 ☎0296-30-5121

代表取締役

田

中

司

郎

情報メディア営業部 水戸営業所

日帰り天然温泉・ホテル・宴会
地ビールレストラン・農産物直売所

〒310-0847 水戸市米沢町１−１
TEL 029（247）1810 FAX 029（247）9568
URL http://www.tanakanet.co.jp
2016.06.02（初校）
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団体保険は接骨院経営者の基礎となる保険です！

柔道整復師

総合補償制度
総合保険コンサルタント・賛助会員

アームリ ンク株式会社
代表取締役 小林 和義
TEL 027-255-3233
URL http://armlink.org

TRIO

信頼のネットワーク
地域密着

Door
Door to
to Door
Door
トリオ医科

株式会社

〒 300-1216 茨城県牛久市神谷 6-6-1
TEL029（873）8553 FAX029（873）8796
東京（営）大田区・北関東（営）館林

