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竹藤敏夫先生の会長就任並びに
を祝う会
市川善章先生の名誉会長就任

盛大に行われた会長・名誉会長就任を祝う会

【150名が出席して両会長就任を祝う】
去る8月11日（金・山の日）つくば市のホテルグ
ランド東雲において、「竹藤敏夫先生の会長就任並
びに市川善章先生の名誉会長就任を祝う会」が盛大
に開催されました。
当日は、来賓に公益社団法人日本柔道整復師会
会長 工藤鉄男様、総合病院 水戸協同病院 スポーツ
医学センター長 平野篤様、茨城県柔道連盟 会長
萩原榮様、茨城県柔道連盟 理事長 清水定明様を始
め、協同組合賛助会員各社の方々をお招きし、本会
会員を含め総勢150名の方々が出席されご両名の就
任を祝いました。
祝う会は、
眞中副会長の開会のことばから始まり、
続いて発起人を代表して一ツ柳副会長が挨拶され、
会長と名誉会長が永年に亘り本会の運営・活動に携
わってきた経緯などユーモアを交えて紹介され、引
き続き健康に留意していただき、これからも本会の
運営にご尽力をいただきたいとの挨拶をされました。

【深い信頼と太い絆で整復師会を支える】
続いて、公益社団法人日本柔道整復師会 工藤鉄
男会長、総合病院 水戸協同病院 平野篤スポーツ医
学センター長並びに茨城県柔道連盟 萩原榮会長よ
り、来賓のご挨拶をいただきました。
続いて、竹藤会長並びに市川名誉会長が、ご列席
の皆様に対し、これからもこれまでに築いた皆様と
の信頼関係を大切に、常に「和」をもって強い「絆」
で公益社団法人茨城県柔道整復師会を盛り上げて参
りたい旨の謝辞とお礼が述べられました。
続いて、株式会社エス・エス・ビー 大城英夫社
長の乾杯の音頭により祝宴が始まり、アトラクショ
ンとして参加していただいた、市川名誉会長の友人
の方々が結成する「エレキバンド ローガンズ」の
伴奏により、竹藤会長と市川名誉会長によるデュエ
ット曲などが歌われ楽しい祝宴でした。
最後に、協同組合鮏川秋雄理事長の音頭で万斉三
唱が行われ、続いて谷中照男保険部長の閉会のこと
ばで、「竹藤敏夫先生の会長就任並びに市川善章先
生の名誉会長就任を祝う会」が盛会裏に終了いたし
ました。
（広報部長 黒澤玄）

来賓からお祝いの挨拶をいただき盛会裏に終了
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日整全国少年柔道大会
日整全国少年柔道形競技会
本県代表選手が決まる
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6年生の部 優勝 粟野隆也（下妻優心塾）① 一生
懸命稽古をしてきたので優勝出来たのだと思います。
難しい試合でしたが優勝出来てうれしいです。② ６年
生最後の全国大会なので、勝ち進んで優勝したいです。
6年生の部 準優勝 黒川拓真（常総市体育協会石
下柔道部）① 相手を崩して技かけ攻撃したのが良
かった。一生懸命稽古してきたので勝ててよかった。
② 皆と力を合せてベスト16以上に入りたい。
形の部
（取）柏 珀（無心塾飯島道場）① 優勝したけれども
間違いがあったので、次回は間違いのないようにした
い。② 全国大会では間違いのないように頑張りたい。
（受）柏 晴（無心塾飯島道場）① 練習のとおりでき
たのでうれしかった。② 全国大会でも優勝できる
ように頑張りたい。

中関東地区予選会
茨城県勢来年に期待

大健闘が期待される本県代表選手

「第26回日整全国少年柔道大会茨城県大会」「第7
回日整全国少年柔道形競技会茨城県大会」
（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）が去る7月9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、
少年少女の健全なる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月に東京の講道館で開催される「日
整全国少年柔道大会・形競技会」の本県代表選手と
して出場します。今回の代表選手が2020年開催の
東京オリンピックに出場することも大いに期待され
ます。本県代表の栄光に輝いた各選手は全国制覇に
向け熱い意気込みを見せていました。
（代表選手とコメントは以下のとおり。①今日の
試合の勝因・感想 ②全国大会に向けての意気込み）
柔道の部
4年生の部 優勝 久徳勇（常総市体育協会石下柔
道部）①楽しく試合ができた。優勝できて嬉しいで
す。②全国大会では頑張って優勝したい。
5年生の部 優勝 杉山諒成（下妻優心塾）① コン
ディションが良かったことが優勝につながったと思
います。② 全国大会では優勝したいです。
5年生の部 準優勝 宇田陽紀（絹西柔道クラブ）
① コンディションが良かった。② 全国大会なので
緊張するけれども、力を発揮できるよう頑張ります。

事業部長 荒井健吉
第41回日整全国柔道大会中関東地区（山梨・埼玉・
茨城）予選会が去る7月23日埼玉県立武道館で開催
され、5人の代表枠を奪取するため茨城県の各選手が
健闘しましたが、惜しくも結果を出すことができませ
んでした。
一ッ柳明監督率いる茨城県勢は20歳代の部・仁平
悠太、30歳代の部・上野良知、40歳代の部・飯田一幸、
50歳代の部・雨谷紀雄の各選手が出場しました。
20歳代の部に出場した新鋭で期待の仁平選手は、
試合中に手指脱臼の負傷をしたものの、自分で整復
し気合で試合を続行しましたが、再脱臼をしてしま
い勝ち上がることができませんでした。
30歳代の部に出場した上野選手は、代表権を獲
得した山梨県の芦澤選手に初戦で敗れてしまい念願
の代表権を獲得することができませんでした。
40歳代の部に出場した飯田選手は、可愛い二人の
お子さんと奥さんが毎年応援に駆けつけてくれてい
ますが、
惜しくも準決勝で敗退し代表権を逃しました。
50歳代の部に出場した雨谷選手は粘り強い試合
運びを持ち味にした選手ですが、奥様が初めて応援
に来てくれ緊張したせいか、意表を付かれた一本技
を取られ敗退し決勝進出は成りませんでした。
今大会は各年代とも健闘及ばず代表権獲得に繋が
りませんでしたが、来年は茨城県主催で開催されます。
各選手の精進と結果を期待し大会報告といたします。

健闘した選手たちと役員
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超音波診断装置（エコー）を使用した
野 球 肘 調 査 研 修 会に参 加して

「つくば学園ボーイズ」と調査員

水戸支部 髙田敬
去る6月18日（日）に、つくば市立上郷児童館運
動場（旧上郷高校グランド）にて「超音波診断装置
（エコー）を使用した野球肘調査研修会」が開催さ
れました。参加人数は11名、調査員が5名、合計16
名でした。
調査対象チームは「つくば学園ボーイズ」、
調査対象人数は15名でした。
現地に集合してから、まず前半でエコーの機器の
解説、操作の仕方を学びました。そして、実際に野
球肘調査におけるエコーの操作の仕方や、プローブ
の当て方を調査員の先生方から実技指導を受けまし
た。私は、以前にも野球肘調査のお手伝いをさせて
いただいた事があるのですが、研修会という形で資
料のプリントを見ながら、肘関節の骨模型を使って
しっかり学ばせていただいたのは初めてだったの
で、とても勉強になりました。また、教科書的な事
だけでなく、実際に何度も調査を行っている先生か
ら学ぶ「ちょっとしたコツ」が、とても参考になり
ました。例えば「プローブを平行に当てる」という
事です。エコーを使用している先生には当たり前か
もしれませんが、初心者にとっては、この様な「ち
ょっとしたコツ」で、見え方がこんなに見やすく変
わるのかと感じました。
そして後半は、調査員の先生方が実際に調査をす
るのをお手伝いする形で研修させていただきまし
た。慣れてきたところで、中学生の野球少年にプロ
ーブを当て調査しました。実際に現場を体験させて
いただくのはとても良い経験になりました。段取り
良く流れ作業で行わないと、時間がかかってしまい
ます。調査員の先生方が、慣れた様子でスムーズに
調査を進めている様子が勉強になりました。
今回参加してとてもよい経験ができたので、こう
いう機会が継続的にあれば良いと感じました。次回
は、肘の損傷の程度を観察しながら、ストレッチや
投球フォームの改善についてさらに学ばせていただ
けたらと思います。この度は参加させていただきあ
りがとうございました。
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日本赤十字社茨城県支部
常備救護班等災害救護訓練
参加報告
県西支部 皆葉太加男
去る6月24日北茨城市民体育館に於いて開催され
た、日本赤十字社茨城県支部主催による「常備救護
班等災害救護訓練」へ、県西支部より大根柳二会員
をリーダーとし、田村敏之会員、吉田茂会員、東谷
克智会員、そして皆葉太加男の総勢5名にて参加し
て参りました。当日は北茨城市を震源に地震が発生
し、建物倒壊、家屋倒壊、火災などにより多くの死
傷者が発生したとの想定により、シミュレーション
（訓練）を行いました。訓練をするにあたり、担架
の取り扱い、患者搬送の講習を行い訓練が開始され
ました。
今回の、我々、柔道整復師奉仕団の役割は、災害
現場に設置された、救護テントに運び込まれて来た負
傷者が医師団にトリアージされた後、その負傷者に
対する骨折の固定などを施すことが主なものでした。
災害現場では、固定材料が不足する事態も想定さ
れることから、その場その場での処置を行わざるを
得ず、普段の施術で行っている固定方法の考え方が
抜けずに戸惑いを感じました。
普段は怪我をした患者の、早期社会復帰へ向けた
施術を行っている我々にとって、災害現場で負傷者
への処置を行う事は多少の違いはあるものの、その
考えは大切であると言う事を感じました。近年あち
らこちらで起きる災害に備え、我々柔道整復師にな
にが出来るかを、改めて考える機会でもありました。
最後になりますが、今
後もこの様な訓練に参加
要請がある事と思いま
す。今回も全員が施術所
を休みとし参加しまし
た。会員の先生方にとり、
施術所を休む事に抵抗は
あると思いますが、声掛
けがあった際にはご理解
をいただき参加をお願い
し、赤十字奉仕団の報告 シミュレーション（訓練）
とさせていただきます。 を行う会員

大根柳二会員をリーダーとして5名が参加
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第26回茨城花田会
研究会を開催
去る6月18日（日）つくば市のホテルグランド東
雲にて第26回茨城花田会研究会（木村相徳会長）が、
講師に東京有明医療大学准教授 中澤正孝先生を迎
え盛会に開催されました。
講演は『鎖骨骨折・肩関節脱臼・腱板断裂を解剖
学的視点から検討する』と題して、先生が日頃より
研究されている解剖学を中心に肩関節周辺の外傷を
評価・治療する上で有用な写真や動画を用いて独自
の視点での講演をいただきました。
研究会には花田会会員の他に多くの勉強熱心な茨
城県柔道整復師会会員の先生も参加され会場も満席
となり盛況の研究会となりました。
（広報委員 岩本勝久）
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タート時間が近づくに連れ快晴になり気温も上が
り、想像以上の暑中ラウンドとなりました。
前半9ホールは暑さに悩まされたものの集中もで
き何とか好調でしたが、後半は想像以上の暑さと、
脱水状態での身体の重さに苦労しましたが、同伴競
技者による水分補給や和ませてくれる会話もあり、
ようやく終わったというのが本心でした。
パーティも和やかな雰囲気で進み、順位発表に移
り隠しホールが発表されると賑やかさも増し盛り上
がりました。
自分は叩いたホールの殆どがはまり繊細一隅の奇
跡により優勝することができ、重なる時は重なるも
のでニアピンとドラコンも獲ることができ感無量で
終えることができました。これも偏にパートナーに
恵まれた結果だと思います。
最後に、ご多忙の中にも拘わらず準備に携わられ
たゴルフ委員の先生をはじめ、ご参加された方々に
感謝申し上げます。

第33回日整関東ブロック会
親善ゴルフ栃木大会

勉強熱心な花田会会員と講師の中澤正孝先生（右下）

水戸・県西親睦ゴルフコンペを開く

水戸支部 有川渉
去る7月16日（日）第33回日整関東ブロック会親
善ゴルフ栃木大会が宇都宮市のサンヒルズカントリ
ークラブにて開催されました。
関東各県から、来賓や団体ゲストを含む130名が
参加し、茨城県からは、市川名誉会長、竹藤会長
をはじめ28名が参加しました。前日の夕食会では、
茨城県の出席者が一番多くたいへん盛り上がり気合
を入れて翌日のゴルフに臨みました。団体では第3
位、個人では第4位に箱守志農夫先生、第9位に柴
嵜将志先生という結果になりました。猛暑の中体調
が悪くなる方もなく、他県の先生方と楽しく親睦を
深めながらプレーすることができました。これから
もたくさんの先生方に参加いただきいろいろな情報
交換ができればと思います。

私の格言 杖言葉
水戸支部長
参加者全員と優勝した帯刀光司先生（左下）

水戸支部 帯刀光司
去る7月2日（日）芳賀カントリークラブにおい
て「第5回水戸・県西親睦ゴルフコンペ」を水戸赤
十字病院副院長の上牧裕先生、（株）エス・エス・
ビーの岡澤様、武田様、トリオ医科（株）の今澤様
をゲストに迎え盛大に開催されました。
朝方は、雨も降り天候が心配がされたものの、ス

藤田利光

…礼・礼に始まり礼に終わる…
私は、小学校3年生から柔道を始めました。
中学の時の監督に「礼とは、周りの人を敬い、
全てに感謝すること」と、教えていただいたこと
が今でも頭に残っています（焼き付いています）
。
今年、還暦を迎えますが、改めて何事に対して
も礼儀が大事な事だなと実感しております。
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至福の時
広報部長

黒澤玄

毎日、忙しい日を
送っている皆様は
ほっとする時とはど
の よう な 時 で す か。
仕事の事を忘れて自
分の世界に身を置く
事はありますか。若
い頃は仕事一筋でも
いいでしょう。還暦
を過ぎると至福の時
間 を 求 め た く な り、
何をするか色々な事
を考えるようになり
ました。
昔、小学時代ラジオが欲しくても、今みたいに物
があるわけでもないし自分でラジオを作るしかあり
ませんでした。作るといっても何がなんだか分かり
ません。子供なりに親が持っていたラジオを観察す
ること数ヵ月それでも分からず電気屋さんに通いな
がらラジオのことを教わりました。今考えるとよく
気長にそして気持ちよく教えてくれたものです。
部品を集めるといっても新品など買えるわけがあ
りませんでした。真空管一本買うのも小遣いなどし
れたものです。真空管も色んな種類がありST官、GT
官、MT官とあります。バリコン、コイル、コンデン
サー、抵抗、トランスなど数多くの部品があります。
設計図を基に部品を組み立てて行きます。製作を
始めてから数週間スイッチONになりません。また
電気屋さん通いです。配線の間違いなど教わり、音
が出た時の喜びと興奮は今でも忘れられないです。
中学時代には無線機を製作して電波を飛ばしてい
ました。それから数十年も学業と仕事で忘れていま
したが、患者さんに電気屋さんが来院してきて、真
空管の話に花が咲き、真空管でステレオアンプを製
作してみることにしました。
自分で設計図を書き部品を集めるために秋葉原通
いです。部品を見ながら一軒一軒お店を回るのは楽
しいものですよ。製作して10年位になりますが、今
でも自分好みの音がスピーカーから流れています。
スピーカーも自作です。
現在、アナログが見直され真空管アンプとレコー
ドプレイヤーによるレコード鑑賞が若者の間で流
行っているそうです。
私も、仕事終了後にコーヒーを飲みながら真空管
アンプでレコードを鑑賞するのが、
私の至福の時です。

■新入会員■

県南支部 仁平 悠太
おかもと接骨院
龍ケ崎市川原代町2650－5
☎0297－85－3128
県南支部 髙橋 良文
髙橋接骨院
つくば市谷田部2948
☎029－836－1073

（5）

《訃 報》
山田 丈二（やまだ ともつぐ）
水戸支部会員 山田延代会員の夫
7月19日死去 74歳
中川 すが（なかがわ すが）
水戸支部 中川文夫会員の母
8月21日死去 96歳

会員になって想う!
県西支部

富田匠

この度入会させていただきました富田
匠と申します。私は、子供のころから父
の姿を見ていてその影響からこの仕事に
携わりたいと思い進んでまいりました。
現在の柔道整復師の取り巻く環境の変化がある中で、
自分が患者さんのために何をしてあげられるのかを考え
る日々であります。ですが、患者さんが辛い顔から笑顔
に変わっていく様を見ていると自分はとても良い職業に
就いたなと実感します。
多くの体の悩みを持つ人のために少しでも役に立てる
よう頑張っていきたいと思います。

救 護 員 派 遣 の 近 況
6月10日（土）
第14回全国小学生学年別柔道大会茨城県予選
第6回茨城県小学3・4年生柔道大会
筑西市下館総合体育館
松本

明（水戸支部）

11名の選手にテーピング、金属副子固定、湿布等の処置をしました。

7月29日（土）30日（日）
第16回川﨑杯ミニバスケットボール大会
ひたちなか総合運動公園育館
藁谷

和彦（水戸支部）

8名の選手に湿布、包帯、テーピング、アイシング、金属副子固定

等の処置をしました。

今回より広報委員としての
お役をいただきました。
諸先輩先生方のご指導の下、茨城県柔道整復師会
の発展のために、また患者さんのために微力ではあ
りますがお役に立てるように頑張ってまいります。
巷では、
「全身もみほぐし」
「○○整体院」
「○○カ
イロプラクティック」とかの看板を多く見かけるよう
になっております。一般の皆様の中には、我々柔道
整復師と同じ資格を持った方が施術をしていると思
われている方もいることでしょう。
これからは、一般の皆様に国家資格の有無につい
て正しく認識していただき、信頼され必要とされる
存在価値の高い整骨院・接骨院になっていく必要が
あると思います。
新会長、名誉会長のもと和合協力をして柔道整復
師会が発展していく事を願います。
会員の先生方、また多くの地域の皆様方に読んで
いただいて、健康に役立つような広報誌作りに頑張っ
ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
（広報委員 磯島昌彦）
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ため筋力が低下するとポンプが働かなくなり身体が
むくみやすくなってしまいます。適度な運動を定期
茨整発 【県民健康講座】
的に行って筋力をつけて血の巡りを良くすることは
むくみ解消に役立ちます。
気をつけたい“むくみ”
・利尿作用のある食品を取る
むくみに効果のある食品といえば利尿作用のある
むくみの原因は体内に水分が過剰になることや、
カリウムを含む食品です。カリウムはほとんどの細
睡眠不足、運動不足による循環不良、ホルモンバラ
ンスの乱れ（特に女性）
、アルコール摂取など色々 胞の中に存在することから多くの食品に含まれてい
ますが、特にバナナ、メロン、スイカ、アボカドな
あります。
これらの一時的に感じるむくみや、すぐに解消し どの果実類、ナッツ類、ほうれん草、白菜などの野
てしまうむくみは特に心配する必要はありません。 菜類、サツマイモなどのイモ類などに含まれてい
しかし、病気が原因でむくんでいる場合もあります ます。
ので注意が必要です。
一過性のもの
・塩分の取り過ぎ
・睡眠不足
・ホルモンバランス
の乱れ
・入浴
・運動不足
身体は冷えを感じると交感神経が活発になり、血
・長時間すわりっ
の巡りが悪くなります。冷え込んだ日などはお風呂
ぱなし
に入ってゆっくり体を温めましょう。血行が良くな
・立ちっぱなし
ると血管の圧力によって流れているリンパ管の流れ
も活性化され、体の余分な水分や老廃物が排出され
むくみ解消には
むくみを取るには身体の中にある余分な水分を外 やすくなります。
炭酸のお風呂に入るとお湯に溶け込んだ二酸化炭
に出さなくてはなりません。有効な方法としては
「マッサージ」
「運動」「利尿作用のある食品を取る」 素が血管を拡張し、血の巡りが良くなるため身体が
芯から温まります。全身の筋肉疲労にも役立ちます
「入浴」などがあります。
ので入浴はとても効果的です。いまはお湯に溶かす
・マッサージ
だけで自宅で炭酸浴を楽しめる炭酸ガス入りの入浴
例えば足のむくみ解消には
太もものマッサージ➡膝関節から脚の付け根に向 剤もありますのでぜひお試しください。
かって両手で挟むようにさ
すります。
内もものマッサージ➡内ももの肉をはさみ、外側か
ら内側へねじるように行い
ます。
ふくらはぎのマッサージ➡手で包むように足首から上
の方に向かって行います。
また以下のような症状が現れたときには病院を受
足 首 の マ ッ サ ー ジ ➡右手と左手を少しずらして
診してください。
足首を握ります。両手の親
指 で 円 を 描 く よ う に マ ッ ・むくみと一緒に息切れや、疲れやすい、尿の出が
悪い、急に体重が増えたなどの症状がある。
サージします。
など一例ですが、短時間でも充分な効果が見込め ・片足や片手だけむくむ
・足以外に顔や手にもむくみがある。
ますのでおすすめです。
・朝になってもむくみが取れない
・運動
寒い時期は運動不足になりやすく、そのため筋力 ・いつもと違うむくみがある。
以上のような症状がある時は原因となる病気が隠
が低下してむくみやすくなります。
れているかもしれませんので専門の病院を受診して
骨格筋は静脈やリンパ管における「血しょう成分」
(県南支部 根本光昭)
の流れをたすけるポンプの役割をしています。その ください。
編集発行人 竹藤敏夫
発行責任者 黒澤玄
編集部員 髙儀和広 磯島昌彦 桜井亮 岩本勝久 古内裕人
公益社団法人茨城県柔道整復師会 〒 310―0804 水戸市白梅二丁目 2 番 39 号 TEL 029（247）8111 FAX 029（247）8126
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印刷のことなら全ておまかせ！

代表取締役

田

中

司

郎

情報メディア営業部 水戸営業所
〒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）

84×60.5mm

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

北関東ファミリー株式会社
０１２０４８-３３７６
〒310‐0842

茨城県水戸市けやき台２‐１４‐１
ＦＡＸ ０２９‐２４８‐８５２２

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
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2016年度はどうもありがとうございました
2016年度はどうもありがとうございました
〒310-0011
〒310-0011
水戸市三の丸1-4-73 水戸三井ビル6F
水戸市三の丸1-4-73
水戸三井ビル6F
水戸エイジェンシーオフィス
水戸エイジェンシーオフィス
担当：高塚、木村、金子
担当：高塚、木村、金子
TEL：029-226-6271 FAX：029-228-2459
TEL：029-226-6271 FAX：029-228-2459

2017年度もどうぞよろしくお願いします
2017年度もどうぞよろしくお願いします
〒310-0011
〒310-0011
水戸市三の丸1-4-73 水戸三井ビル6F
水戸市三の丸1-4-73
水戸三井ビル6F
水戸エイジェンシーオフィス
水戸エイジェンシーオフィス
担当：高塚、木村、金子
担当：高塚、木村、金子
TEL：029-226-6271 FAX：029-228-2459
TEL：029-226-6271 FAX：029-228-2459

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

