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      一般社団法人　香川県鍼灸師会  　　
　新 会 長    中 曽 根　　徹 

巻　頭　言

　この度、（一社）香川県鍼灸師会会長に就任することとなりました中曽根徹でございます。
　これまで会長をお務めいただきました佐々木勝前会長から退陣表明があり、令和3年5月16日の通
常総会において新しい理事が選任され、新理事による理事会において推薦され5月16日に新しく会長
に選出されました。会長の重責を拝命し身が引き締まる思いですが、これからも会員の皆様と共に、
（一社）香川県鍼灸師会および鍼灸業界のさらなる発展に向けた課題に取り組む機会をいただき大
変光栄に思います。 
　まず就任に当たっての抱負を申しあげる前に、この場をお借りして自己紹介させて頂きたいと思い
ます。私は今から約40年前、プロ野球選手を目指して野球の強豪校PL学園高校でプレーをしていまし
た。在学中は度重なる怪我を経験し、当時チームのトレーナーをされていました和田鍼灸大学堂 和田
清吉先生に鍼灸治療をしていただいておりました。高校卒業後は当時スポーツ鍼灸という新しい鍼灸
治療分野の礎を築かれていた和田清吉先生の門下生として弟子入りし関西鍼灸短期大学（現関西医
療大学）に入学し鍼灸業界に入りました。入門以降は大学堂一門として微力ながらスポーツ鍼灸治療
の発展に邁進してまいりました。プロ野球選手としての夢は絶たれましたが、何とかプロ野球界に関わ
りたいと思いトレーナーとして入団するチャンスを得るために、母校PL学園野球部のトレーナーや病院
勤務を経て、念願のプロ野球ORIX球団にトレーナーとして入団しました。同期入団にはあの世界のイ
チロー選手（当時はまだ鈴木一朗の登録名でした）がいました。まだまだ発展途上の彼がケガをする
たびに鍼灸担当の私が鍼治療をしたことが良い思い出です。また、当時パリーグを代表するORIX投
手陣のエース星野伸之投手の専属トレーナーとして引退するまで診させていただきました。
　退団後の1996年に高松市でスポーツ障害研究所中曽根鍼灸大学堂を開業し、（一社）香川県鍼灸
師会に入会後はスポーツ鍼灸KAGAWAの立ち上げから運営をしてまいりました。開業する際には、
自分の専門分野で勝負しようと決意し、スポーツ障害専門鍼灸院でスタートしました。治療費はもち
ろん自費ですし、おまけに完全予約制という条件でした。親はもちろん周囲の人達は、そんな条件で
開業してもうまくいかず、続くわけないと言われましたが、私自身は師匠から受け継いだスポーツ鍼灸
治療を信じ、香川県ではまだスポーツ鍼灸治療を専門的に行う治療院が無かったので、開拓者精神
でチャレンジし続けています。私のモットーは「即断即決」です。何事もスピード感を持ち、積極行動
で頼まれた仕事は断らないようにしています。我々の仕事は選ばれる仕事です。患者様から評価され
選んでいただけた時にだけ治療をさせていただくチャンスが生まれます。もたもたしていてタイミング
を逃すとチャンスは二度と訪れないかもしれません。治療院経営も同じようにチャンスが訪れた時に
は、素早く積極的に行動することで良い結果をつかみ取ることができると思います。
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　この度の会長就任で私に何ができるかを考えてみました。我々鍼灸師は国家医療資格を持つ専門
家です。また数ある医療資格の中でも医師以外で人体に鍼を打てるというとても特殊で専門的な資格
です。しかし、残念ながら国民皆さんへの認知度がまだまだ低く、まして鍼灸治療の受診率は驚くほ
ど低いものですが、視点を逆転しますとこれからまだまだ未開拓の市場がたくさんあるという事でも
あります。開業以来、四国医療専門学校で教鞭をとっていますが、生徒達の卒業後を調査しますと、
鍼灸業界以外で働く人がとても多い事に驚きます。これは、ある意味で業団の責任でもあると思って
います。どの業団にも言えますが、若い人達が数多く入会し活動的であれば、その業界全体が発展し
て行きます。
　また現在の我が国は、新型コロナウイルス感染症の拡大という難局に直面しており、鍼灸界として
も、まずはこの対応が喫緊の課題と認識しています。そこで、（一社）香川県鍼灸師会としてこの難局
に直面し困られている会員の皆様の為になる運営とは何かを常に考え速やかに実行しなければなら
ないと思います。特に開業されています先生方は鍼灸院を経営し維持していかなくてはいけません。
立ち止まることはできません。また、これから開業を考えられている先生方はどのようにして開業すれ
ば良いのかを誰にも相談できずに困られている先生方も多くおられると思います。我々鍼灸師会のほ
とんどの先生方が個人事業主です。治療技術の習得、経営管理について、人材の確保や育成等をお
一人で悩み考えておられると思います。
　これからの（一社）香川県鍼灸師会は「スピーディーで積極的な行動」をキャッチフレーズに、学術
面ではこれまで以上に鍼灸治療の可能性を求め、経営面では困り事のある先生方お一人お一人の為
になる運営を考え、会員皆様が満足する運営や新しい会員を招ける環境を整え、活動的な団体として
県民の皆様に（一社）香川県鍼灸師会をアピールしていければ良いと思います。
　今後とも会員の皆様にはこれまで以上に会務にご協力いただきますよう宜しくお願いいたします。

【現　職】 ・N.S.T 中曽根鍼灸大学堂・整骨院　院長 ・NPO法人日本スポーツトレーナー医科学連盟  理事長
 ・香川メディカルベースボール　代表 ・四国医療専門学校　非常勤講師
 ・JATI-SATI　日本トレーニング指導者協会特別上級指導者

PROFILE  ●プロフィール中曽根　徹　1966.8.1 生　大阪府出身
1985  PL 学園高等学校（硬式野球部所属）　卒業
　　　  和田清吉先生に師事
1988  関西鍼灸短期大学（現　関西医療大学）　卒業
1988  PL 学園硬式野球部トレーナー
  大阪　徳田病院　勤務
1992 ～ 1994 プロ野球　オリックス・ブルーウェーブ１軍トレーナー
1994 ～ 2002 星野伸之投手トレーナー（阪急→ＯＲＩＸ→阪神タイガース）
1996 ～現在 N.S.T 中曽根鍼灸大学堂　開院
1996 ～現在 プロゴルファー　増田邦彦選手トレーナー
1998 ～ 2014 JR 四国硬式野球部トレーナー
2002 ～現在 四国医療専門学校　非常勤講師
2007 ～現在 香川県国体少年女子ソフトテニストレーナー
  尽誠学園女子ソフトテニス部トレーナー
  剣道道場　自習館トレーナー
2013 ～現在 JATI-SATI　日本トレーニング指導者協会特別上級指導者
2013 ～現在 全国選抜中学校テニス大会オフィシャルトレーナー
2014  全国中学校体育大会バスケットボールトレーナー　
2016 ～ 2017 百十四銀行　卓球部トレーナー
2016 ～現在 NPO法人日本スポーツトレーナー医科学連盟　設立
2021 ～現在 香川メディカルベースボール設立　代表
その他、プロ競技選手～学生　パーソナルトレーナー多数
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  　一般社団法人　香川県鍼灸師会  　　
佐 々 木　　勝

会長退任のご挨拶

　昭和50年、父の念願であった香川県に鍼灸専門団体が出来ました。発足から理事に

就任し、真鍋立夫先生が会長を務めていた30年間、副会長をさせていただきました。

以来、真鍋会長の熱心な指導のもと毎年5回の生涯教育講座。一年に数回の普及活

動のはりきゅう施術ボランティア等を行ってきました。

　15年前、高潮の水害のあと髄膜炎を患い半年間歩行不能になりました。鍼灸治療は

今まで通り出来ましたが歩行がつらく事務的なお手伝いはできても対外的なことはで

きないとお断りしていたのですが、真鍋先生のたっての申し出なので、浅学菲才ながら

会長就任を承諾いたしました。会長に就任早 （々公社）日本鍼灸師会中国四国ブロッ

ク会を本県で開催しました。翌年からは一般社団法人移行手続きをはじめ平成25年4

月1日付けで登記が完了しました。昨年ようやく公益目的支出計画も完了しました。

又、平成27年12月13日、創立40周年・法人設立25周年記念式典を浜田県知事、大西

市長、県内与野党すべての衆参国会議員の皆様方。その他、多数のご来賓の皆様方に

ご臨席を賜り盛大に挙行しました。事業活動では各理事のご協力で上記の通り学術、

普及活動等を継承していきました。昨年から今年にかけ新型コロナウイルス感染症の

ため事業が実施できない状態が続いています。一刻も早い感染の終息を祈っていま

す。

　最後になりましたが、平成23年度から5期10年間務めさせていただきました会長職を

高齢のため退任します。今後は中曽根会長、新理事の下で本会の発展、事業運営等よ

ろしくお願いします。

私は今後少しの間、監事を務めさせていただきます。
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一般社団法人　香川県鍼灸師会　　
　新 副 会 長     中　西　　　慶

ご　　挨　　拶

　入梅の候、会員の皆さまにおかれましては益々ご健勝の事と思います。
　さて、以前より広報部として会内外の皆さまには大変お世話になっております。本年度よ
り広報部長に加え、副会長と保険部長を務めさせて頂く事になりました。どうぞよろしくお
願い致します。
　昨年、世の中はいとも簡単に新型コロナウイルスによってひっくり返りました。生活も仕事
様式もすべて変わりマスク生活もアルコール消毒もすっかり生活の一部となりました。これ
からワクチンが満遍なく行き渡り少しずつ自由が戻って来た時には、疲れ切った沢山の方々
に安心して施術を受けて頂けるように、会の内外の皆さまに対して正しい情報を配信をした
り。会員の皆さまのご要望やお困りごとや、鍼灸学校の教員・生徒の皆さんとの連携を今ま
で以上に行えるように情報収集をしていきたいなど今後、やりたい事が色 と々あります。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

      一般社団法人　香川県鍼灸師会  　　
　新 副 会 長     野　上　久　一

ご　　挨　　拶

　この度、理事会のご推挙により副会長兼学術部長に選任されました。学術部長を2015年
より6年余り勤めさせていただきましたが、責任の重さは全く違うものと思っております。
業界をめぐる環境は厳しい状況を見せております。時代に合った柔軟な会の運営と鍼灸師
としての学術の向上を通して会の社会貢献と会員の発展に資することが出来ればと考えて
おります。
　もとより、浅学非才ではありますが、全力を挙げて職務に邁進する所存でありますので、
会員の先生方のご指導、ご支援を心からお願い申し上げます。
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【事業報告】総務部

　この一年はコロナで大変でしたが、これからまだまだ続くと思われます。新型コロナ感染症は、
私たちがありえないと思っていたことが現実になり、当たり前と思っていたことがそうではない
のだということを教えてくれました。
これからは、「鍼灸マッサージ施術における新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」「施術所
における新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」に沿って決意を新たに前に進んでいきた
いと思っています。「東洋医学的には、肺を守るために、保温に注意「寒は肺を傷る」免疫力 up
のために脾。脾を守るために冷えた物を控えて、低体温にならないように。」
　コロナウイルスがインフルエンザのようになるには、あと何年もかかると考えられますが、ワ
クチン接種の順番が来たら進んで接種したいと思っています。皆様も進んでコロナウイルスのワ
クチン接種をお願いします。
私も令和 3年 3月末を以て副会長を退き後輩の先生方に頑張って頂きたいと思います。
理事としての仕事は参加させていただきますのでよろしくお願いします。

総務部長　大 塚　安 混

ご 挨 拶

保険部長　山 内　　 孝

【事業報告】保険部

保険部報告

　令和2年度 保険部報告をさせて頂きます。
　2020年4月より受領委任制度が香川県下でも開始となりまして、会員様におかれましては様々な
手続きを経て鍼灸受領委任制度を導入されている事と思います。
　昨年1月末より新型肺炎による感染症の影響は驚くべき速さで世界中に広まり、我が国でもダイ
ヤモンドプリンセス号での集団感染に始まり急速に首都圏より日本全土に広まって行きました。
2月.3月と状況は刻一刻と悪化してゆき3月に予定されていました全国保険部長会議は中止となって
しまいました。
　当院の例で恐縮ですが、感染症拡大に比例するように患者様の来院が激減、往療の依頼も減少
し、各種の介護予防講座も中止となりました。この状況下でも工夫を重ね臨床されている会員様
も多いかと思いますが、かなりの割合で臨床が困難な状況になっているかと思います。
特に介護施設等に往療されている方は施設への訪問の禁止により施術困難な大変厳しい状況であ
ります。
　出口の見えない社会情勢ですが、我々鍼灸師は患者様の健康増進に少しでもお役に立てるよう
感染防止策を徹底して、目の前の患者様を全力で施術する事でしか道を切り開けないのではない
でしょうか。
保険部報告とはかけ離れた内容になりましたが、会員様のご健勝と益々のご活躍をお祈り申し上
げます。
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学術部長　野 上　久 一　　副部長　野 上　美 幸

【事業報告】学術部

学術部活動報告

　令和2年度の（一社）香川県鍼灸師会生涯教育講座は、コロナ禍の影響にも関わらず、各先生方
のご協力もあり年度内に2回の開催ができました。開催方法もいずれの講座もオンライン開催とな
り試行錯誤の運営となりました。参加者数は、会員延31名、県外の参加者5名でした。以下に活動
の報告をいたします。

　第 1回　令和 2年 9月 13 日
　　演題 1 「症例報告：項部違和感における衝脈の施術の一例」
　　演　者 （一社）香川県鍼灸師会理事　安和鍼灸院院長　安原　和人　先生

　　演題 2 「心療内科でよくみられる状態」
　　演　者 （一社）香川県鍼灸師会理事　はり・灸 中西治療院院長　中西　慶　先生

　　演題 3 「実践‼ スポーツ鍼灸治療の流れ～治療に必要な障害の評価法」
　　演　者 （一社）香川県鍼灸師会副会長　中曽根鍼灸大学堂整骨院院長　中曽根　徹　先生
　　参加者 会員 21 名

　第 2回　令和 2年 11 月 29 日
　　演　題 「『未病知で未病治』持続可能な社会のために鍼灸師ができること」
　　演　者 関西医療大学　大学院　准教授　戸村　多郎　先生
　　参加者 会員 15 名　県外 5名

　令和 3年度の講習会は、（公社）全日本鍼灸学会認定AB講座の後援も含めて 5回開催する予定
です。I T 部と協力してのオンライン開催が中心となりますが、状況が改善されればオフライン開
催も模索して行きたいと思っております。また、前年度では開催出来ませんでしたが、青年部と
協同して新たな勉強会を立ち上げていきたいと考えております。今後とも講習会を会員の先生方
の臨床のお役に立てるよう、より充実したものにしていきたいと考えております。最後に、学術
部事業の実施に御協力下さいました諸先生方には、御礼申し上げるとともに、今後とも御指導の
ほどよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　
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鍼灸普及活動報告

【事業報告】組織普及部

令和 2年度　鍼 普及活動中止事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
＊かがわ長寿大学「ねんりんふれあい文化祭」 主催：公益財団法人かがわ健康福祉機構
日　時：　令和 2年 10 月
会　場：　香川県社会福祉総合センター
内　容：　ハリ・灸・マッサージの普及　｢鍼灸・マッサージ体験コーナー｣     
　　  　　　　　 （一社）香川県鍼灸マッサージ師会と合同　

＊第 14回　こどもまつり 主催：金蔵寺こどもまつり実行委員会
日　時：　令和 2年 5月
会　場：　第 76 番札所金倉寺　境内　　

こどもまつりの参加者への親子スキンタッチ・鍼・灸体験を通じ、小児鍼の普及、及び東洋医学
の啓蒙活動として（一社）香川県鍼灸マッサージ師会と合同で参加。

＊みとよ福祉まつり　2020 主催：三豊市社会福祉協議会　　　　
日　時：　9月　　開催場所：三豊市市民交流センター　
目　的：　鍼灸治療の普及　
内　容：　鍼・小児鍼　治療体験

令和 3年度　鍼 普及活動予定事業

＊みとよ福祉まつり　2021 主催：三豊市社会福祉協議会　　　　
日　時：令和 3年 9月の予定　　日時は決まらず。　
開催場所：三豊市市民交流センター　
目　的：鍼灸治療の普及　
実施内容：鍼・小児鍼　治療体験

＊かがわ長寿大学「ねんりんふれあい文化祭」 主催：公益財団法人かがわ健康福祉機構
日　時：　令和 3年 10 月の予定　　　　日時は決まらず。
会　場：　香川県社会福祉総合センター
内　容：　ハリ・灸・マッサージの普及　｢鍼灸・マッサージ体験コーナー｣     
　　  　　　　　 （一社）香川県鍼灸マッサージ師会と合同　

なお、コロナウイルスの感染状態によって変更があります。

普及部　増 田　浩 一　　報告者　大 塚　安 混
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マスクについて感じること

　2020 年の鍼灸普及活動は新型コロナウィルスの影響で、開催中止となりました。2021 年の開催
も未だ見通しは立たず、当分活動は難しいのではないかと思います。

　早いもので僕は四国医療専門学校を卒業して 10 年が経ちました。卒業と同時に勤めている豊島
の身体知的障害者施設みくに園では、鍼灸を通して沢山のことを学ばせていただきました。
新型コロナウィルス流行の中、利用者さんたちは 1年以上も帰省や外出はできていません。スト
レスは相当溜まっており、落ち着きがなかったり。声をあげたり。また身体は普通以上に筋緊張
が起こっています。
　最近ではマスクを着けての対応となっていますが、互いのコミュニケーションに少し変化が起
きています。それは利用者さんと会話をしていると無反応なことや、反応が鈍いことが時々起こ
ることです。特に知的障害を持った方との意思疎通は表情やジェスチャーを使うことが言葉と同
じくらい重要であると実感しています。
また、マスクをしている自分の身体にも違和感があります。それはマスクを付けることで頚や肩が
酷く緊張してしまいます。その状態で趣味のヨガをしてみると関節、筋肉の緊張が頚肩だけでなく、
全身に及び動きに制限がかかります。
　昨今、マスク着用でジョギングや各種スポーツをしている人が多いようですが、パフォーマン
スが落ち、動きや成績にも影響は出ていないでしょうか。
　鍼灸治療の場合でもマスクを付けて強ばった体で鍼を打ち、本当に良い鍼を打てているかなあ
と思います。早くマスクフリ－になって自由に行動できるよう願います。

組織普及部　　増 田　浩 一

（豊島、みくに園の利用者さんと） （園で飼うヤギ）
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青年部部長　　安 原　和 人

青年部活動報告

【事業報告】青年部

　今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、会全体の活動も縮小してしまいました。会員の皆
様も大変ご苦労されたことと思います。
　そういった中でも、3月 11 日に四国医療専門学校において、新規卒業生に向けての鍼灸師会入会
案内をさせいただけたことは大変ありがたかったです。
鍼灸師会のように業界団体の存在は普段はあまり存在意義を理解していただけないことが多いので
すが、今年はコロナによって会の存在を理解していただくはっきりとした事例ができたのではない
でしょうか。特に行政側からの情報や医師会など他業種の情報は鍼灸師会を窓口として届くことが
当然なので、会に所属されていない先生方は自分で情報を取りに行く手間が大変だったでしょう。
　四国医療専門学校の入会案内でも今年の事例を中心にお話しできたので、より新卒の方には業
団の存在をイメージしやすかったのではないかと思います。
　各地方会や日本鍼灸師会などにもっと会員が多く参加しその内情が分かれば、他の業種のよう
に行政に対して支援金や助成制度などの陳情もおこなえたのでしょうが、参加されていない先生
が多いと、こういったときに業団が力を発揮することができないので、新卒の先生や今まで参加
されていなかった先生方がこれを機に鍼灸師会に所属していただけることを願っています。

　青年部では毎年全国大会の参加に対して交通費など補助を支給しています。
　支給条件は①会員であること②参加後大会の感想を原稿に書いていただくこと、だけです。昨
年はコロナのため『第17回全国大会ｉｎ愛知大会』が一年繰り延べとなり、今年の開催の予定となっ
ています。
　現在は開催会場も未定となっており、全国大会の開催形態がどのような形になるかまだ分かり
ませんが、通常の参加のほか、感染症への対策としてインターネット上での大会参加が行われる
際にも、（一社）香川県鍼灸師会から補助を出していくように予定しています。
　（公社）日本鍼灸師会から詳細が出次第、会員各位にご案内いたしますので、ぜひ参加のご検討を
よろしくお願いします。
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第 9回全国選抜中学校テニス大会香川県予選大会　トレーナーブース設置
＆

オンラインセミナー開催

　令和 2年度スポーツ鍼灸KAGAWA活動報告です。
スポーツ鍼灸KAGAWAでは令和 2年 12 月 12 日に香川県総合運動公園県営テニス場で開催され
ました
　『第 9回全国選抜中学校テニス大会香川県予選大会』にトレーナーブースの設置を実施しました
のでご報告します。
　令和 2年の前半は新型コロナウイルスの影響でスポーツ大会は全て中止になりました。
第 9回を迎えます、全国選抜中学校テニス大会香川県予選も当初は開催が危ぶまれましたが、主
催者の方々の感染対策で無事開催する事ができ、一社 ) 香川県鍼灸師会スポーツ鍼灸KAGAWA
のトレーナーブースも設置させて頂く事が出来ました。
　今大会は無観客試合とし選手と運営関係者のみがコートに立ち入れるという厳戒態勢での開催
となりましたので当初はトレーナーブース設置が難しいのではないかと思われましたが、我々開業
鍼灸師が日頃から感染予防対策の徹底を行っていることを評価され設置できることとなりました。
大会期間中は問題もなく無事終了し大会関係者の皆さんから感謝のお言葉を頂きました。

　また、スポーツ鍼灸KAGAWA活動の一環に講習会運営があります。
今年度は学術部と合同で初のオンラインセミナーも開催しました。
テーマは「実践‼スポーツ鍼灸治療の流れ～治療に必要な障害の評価法～」とし、短い時間でし
たが香川県鍼灸師会初のオンラインセミナーも無事終了する事が出来ました。
今年度もまだまだ新型コロナウイルスの影響が続きますが、今回の経験を踏まえ今後も香川県鍼
灸師会及びスポーツ鍼灸KAGAWAの啓蒙活動行っていきます。
　会員の皆様には今後共スポーツ鍼灸KAGAWAの活動にご協力お願い致します。

スポーツ鍼灸KAGAWA活動報告

委員長　中 曽 根　 徹　　　副委員長　松 本　和 子

【事業報告】スポーツ鍼灸KAGAWA
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〇令和 2年度は以下の教室のみ開催できました。

＊親子スキンタッチ教室　　　主催：三木町健康福祉課
　日　時：令和 2年 12 月 16 日（水）
　会　場 : 三木町福祉センター　　三木町大字氷上 310　

〇令和 2年度は以下の教室は開催できませんでした。

＊第 14回　こどもまつり　　主催：金蔵寺こどもまつり実行委員会
　日　時：令和 2年 5月
　会　場：第 76 番札所金倉寺　境内　　
　こどもまつりの参加者への親子スキンタッチ・鍼・灸体験を通じ、小児鍼の普及
　及び東洋医学の啓蒙活動として（一社）香川県鍼灸マッサージ師会と合同で参加。

＊親子スキンタッチ教室　　　主催：三木町健康福祉課
　日　時：6月・9月
　会　場：三木町福祉センター　　三木町大字氷上 310　
　三木町健康福祉課より親子スキンタッチ教室開催について協力要請があり、乳幼児相談に
　てスキンタッチ教室を開催しています。　

＊親子スキンタッチ教室　ピッピクラブ　　　主催：イオンモール株式会社
　日　時 :5 月・11 月　　　　
　会　場：イオンモール綾川　　　香川県綾歌郡綾川町 822-1　

〇令和 3年度の開催予定は以下の通りです。

＊親子スキンタッチ教室　ピッピクラブ　　　主催：イオンモール株式会社
　日　時：令和 3年 4月 8日（木）　11 時～ 11 時 30 分
　　　　　令和 3年 7月 8日（木）　11 時～ 11 時 30 分
　　　　　令和 3年 10 月 14 日（木）　13 時～ 13 時 30 分
　　　　　令和 3年 11 月 6 日（水）　11 時～ 11 時 30 分
　会　場：イオンモール綾川　　　香川県綾歌郡綾川町 822-1　

＊親子スキンタッチ教室　　　主催：三木町健康福祉課
　日　時：令和 3年 6月 16 日（水）　9時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　令和 3年 9月 15 日（水）　9時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　令和 3年 12 月 15 日（水）　9時 30 分～ 11 時 30 分
　会　場 : 三木町福祉センター　　三木町大字氷上 310　
　三木町健康福祉課より親子スキンタッチ教室開催について協力要請があり、乳幼児相談に
　てスキンタッチ教室を開催します。　

なお、コロナウイルスの感染状態によって変更があります。

親子スキンタッチ教室

香川スキンタッチ会　大 塚　安 混
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報告者　佐 々 木　勝 哉

昨年度は新型コロナウイルス蔓延の為に通常の事業・活動が出来ませんでした。県師会として会
員の皆様に何が出来るかを考え感染予防に対する事業を行いそのご報告をさせて頂きたいと思い
ます。また、今年度も以前のような事業は行えません。学術講習会もそうですし、ボランティア
などの普及活動もできないと思います。会員の皆様の業務の継続と感染予防の力になれる活動を
続けていきたいと思っています。
その他、ご要望がありましたら事務局にご連絡いただくか、ホームページのお問い合わせフォー
ムに送信してください。

〇情報の配信
全国での感染拡大に伴い、日本鍼灸師会や香川県から届く感染症に関する連絡、補助金に関する
連絡を会員へメール配信しています。メールアドレスを登録されていない方は事務局までご連絡
ください。

〇アンケートの実施
コロナウイルス感染症が及ぼす影響に関するアンケートの実施（２回）
当誌にて内容と結果を報告させていただいています

〇マスクの配布
5月には香川県健康福祉部医務国保課から（一社）香川県鍼灸
師会の鍼灸院１院につき1箱（50枚）のマスクが支給されまし
た。これらのマスクは香川県に寄贈されたものです。

〇消毒液の配布
8 月～ 10 月にかけて、尾路医科器械株式会社様に依頼し、会
員数のアルコール消毒液と手指消毒液の確保をしてくださり、
配達もしていただきました。

会員配布物　会員一名につき
・消毒用エタノールＭＩＸ　1本
・ハンドサニターＳ　　　　1本

新型コロナ感染予防事業
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新型コロナウイルス感染拡大の影響に関するアンケート
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IT委員会よりお知らせ
（一社）香川県鍼灸師会ではホームページ、ブログ、フェイスブックにて本会の講習
会やボランティア等の活動案内や実施報告をしています。今後載せてほしいコンテン
ツや情報があればご連絡ください。

　　香川県鍼灸師会HPアドレス http://kagawa.harikyu.or.jp/
　　ブログ　　　　　　　　　 https://kagawa89.exblog.jp/
　　フェイスブック　　　　　 https://www.facebook.com/kagawaharikyu/

〇メールアドレス登録のお願い
　メールアドレスの登録がまだの方は登録お願いしています。講習会案内、ボランティ
ア案内だけでなく、災害時対応、本部からの連絡、コロナ禍の香川県からの連絡事項
など、メールで配信しております。

〇鍼灸ネット登録のお願い
　（公社）日本鍼灸師会では会員の皆様に治療院検索ページ「鍼灸ネット」への登録
をお願いしております。鍼灸ネットでは無料で簡易ホームページを作成し掲載します。
登録の方法はご自宅のインターネットにてご自分でできます。もしご自宅にインター
ネット環境がない場合でも有料にて日本鍼灸師会で代行登録することも可能です。ま
た、それ以外に会員限定価格にて専門業者によるHP作成もしています。

　　鍼灸ネット　　　https://www.hariq.net/

〇 Eラーニング
　（公社）日本鍼灸師会では昨年よりインターネットで受講できる Eラーニング研修
システム（NELS）の配信をしております。受講には登録が必要です。詳しくは日本
鍼灸師会のホームページをご覧ください。

　　日本鍼灸師会ホームページ　＞　イベント情報　＞　Eラーニング　＞
　　【会員無料】臨床基礎コース Step1　＞　NELS 受講申込
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 https://nels.press/archives/lp/n1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IT委員　佐々木勝哉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 760-0066　香川県高松市福岡町 3丁目 24-7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 087-821-6041
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ご卒業おめでとうございます。また受賞おめでとうございます。
皆様のこれからのご活躍を心からお祈りいたします。

一社）香川県鍼 師会会長賞
丸山　裕幸　様（鍼灸マッサージ科）

公社）　日本鍼 師会会長賞
松原　剛　様（鍼灸 2部）

公社）　全日本鍼 学会会長賞
伊藤　月美　様（鍼灸２部）

名　　前 西川　美沙子（ニシカワ　ミサコ）
現 住 所 丸亀市土器町西
施 術 所 にしかわ鍼灸治療院
 丸亀市土器町西
卒業学校 四国医療専門学校

名　　前 真鍋　励次郎（マナベ　レイジロウ）
現 住 所  仲多度郡琴平町
施 術 所  琴平シマヤ鍼灸院
 仲多度郡琴平町
卒業学校 四国医療専門学校

令和 3年度　四国医療専門学校　卒業生受賞者

新入会員紹介

　新役員紹介　　　　　　　　　　　　　　

以上の皆さまが新たに入会されました。今後のご活躍を心からお祈りいたします。

一般社団法人香川県鍼灸師会　令和３，４年度

（順不同）

役　職　名 氏　名 役　職　名 氏　名

理事・スポーツ鍼 委員会委員長

理事・財務部部長

理事・総務部部長

副会長・広報部・保険部部長

会　長・組織部部長
スポーツ鍼 委員会副委員長

理事・総務部
青年部副部長 IT委員

理事・普及部・保険部副部長

理事・財務部副部長

理事・学術部副部長

理事・青年部部長

理事・普及部部長

松本　和子

藤澤　勢子

大塚　安混

中西　　慶

中曽根　徹

佐々木　勝哉

岡坂　啓司

大廣　利香

野上　美幸

安原　和人

増田　浩一

副会長・学術部部長 野上　久一
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ゴミ（医療廃棄物）の処理について

広  報  部　　中　西　　　慶

　広報誌や学術部の講習会等で、何度か取り上げてまいりました医療廃棄物（感染性・非感
染性廃棄物）の適正な処理につきまして、本師会につきましては産廃業者（別紙添付リスト）
と各鍼灸院単位での契約が基本となっております。つきましては県内の産業廃棄物取り扱い
業者を選択のうえ、各鍼灸院単位にて契約をお願いいたします。リストの中には集配・処理
が中心の業者や、持ち込み・処理が中心の業者など様々あります。また、料金は約 20L 入り
プラスティック容器代、運搬代、処分料代込みでおよそ 2000 円～ 5000 円かかります。
　しかしこの度、廃鍼等の適正な処理について指導の一環として、H29 年度より学術講習会
等にお持ち頂いた廃鍼等につきましては、本会にて一部代行処理を行う事となりました。

　　回　収　日 　　学術講習会当日

　　回収可能物 　　１、感染性廃棄物（廃鍼、鍼管、シャーレ、血の付いた脱脂綿）
　　　　　　　　　　　上記をプラスチック容器 (食品保存用のもの )に入れて封注缶・　
　　　　　　　　　　　紙は不可・容器の返却は出来ません
　　　　　　　　　２、非感染性廃棄物（デイスポータブル鍼の包装など）
　　　　　　　　　　　上記は透明ナイロン袋に入れて封

　また分別や廃棄に関してご不明な点や、ご質問は　広報部　中西 (087-869-2313) までお
願いいたします。
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業　者　名　　　　　　　　　　　　　住　　所
　電話番号　　　　　 fax

料　金

協栄産業（株）

（株）サンアールジャパン

（株）塵芥センター

（株）高松産業廃棄物センター

（有）詫間清掃

日本通運（株）四国支店

（有）中讃クリーン

（有）パブリック

番の州エコサービス（株）

（株）富士クリーン

（株）香川県環境衛生センター 高松市川部町1004番地4

高松市屋島西町678番地80

高松市新田町甲297番地1

高松市一宮町1686番地6

高松市下田井町406番地12

三豊市詫間町詫間6907番地9

高松市錦町1丁目1番6号

仲多度郡琴平町412番地

観音寺市大野原町福田原241番地1

坂出市番の州町7番地1

綾歌郡綾川町山田下2994番地1

087-886-1061　087-886-1035

087-892-3257　087-892-3270

087-841-0551　087-841-0552

087-886-3040　087-886-3026

087-847-7385　087-847-7386

0875-83-2419　0875-83-7227

087-851-0115　087-851-0377

0877-75-1191　0877-75-1196

0875-57-1300　0875-57-1201

0877-45-6324　0877-45-6334

087-878-3111　087-878-3113

（有）富士メディカルサービス 高松市香西北町704番地1
087-881-0407　087-881-0804

（有）丸亀リサイクルプラザ 丸亀市土器町北2丁目17番地
0877-21-6780　0877-21-6292

（株）三菱クリーンサービス 高松市三谷町3977番地
087-888-8866　087-888-8611

（有）行成建材 丸亀市郡家町2384番地の2
0877-28-7350

（有）ヨシモト・トレーディングカンパニー 高松市塩江町安原下第3号584番地1
087-890-2238　087-890-2257

2008/10 （社）香川県鍼灸師会　

20ℓプラ箱4950円　40ℓ4950円
運搬料別（時間指定は更に加算）
Kg200円から可要相談、容器は別料金　プラ箱は
20ℓから分別は基本とうりであるが詳しくは要相談
20ℓプラ箱2000円　分別は脱脂綿等を
小袋に入れて鍼と同じ箱に入れる
20ℓプラ箱3500円　40ℓ5500円
1ℓから扱えるが料金は要相談
20ℓプラ箱2000円　50ℓ4000円
運搬料は要応談　西讃地区中心
処理業者と契約のうえ運搬する
4ｔで5万5千円ルートをまわると割安になる
20ℓプラ箱3000円　50ℓ3500円
（業者は50ℓが中心）
20ℓプラ箱3000円 3ℓ2000円 感染性廃棄物と
鍼とを色によって分別（オレンジ・感染性　黄・鍼）
20ℓプラ箱2000円・45ℓプラ箱2500円
回収はなし、持ち込みのみ受付

20ℓプラ箱　3500円　中讃地区中心
担当　西岡氏　090-3785-3118

20ℓプラ箱　回収代2000円＋箱代500円
高松市内（但し時間指定なしの場合のみ上記金額

20ℓプラ箱　3000円＋税

20ℓプラ箱2100円　県内（一部除く）
月1回小豆島等の島にも同金額で回収可

20ℓプラ箱　約3500円

20ℓ非感染性1000円感染性2000円
＋運搬料高松市内のみ

20ℓプラ箱2500円　40ℓ4000円
50ℓ5000円

（一社）香川県産業廃棄物協会名簿

2008/10（一社）香川県鍼 師会
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編集後記

　昨年の編集後記にダイヤモンドプリンセス号の事を書きました。更に一年経ち、

敵はドンドン変異を繰り返し、ドンドン力を増しています。恐怖でしかありません。

　その一方で、昨年 7月から欧米でワクチン接種が始まり、日本でも年明けから、

そしてここ数か月でドンドン接種が進んでいます。新薬開発のプロセスを考える

と驚異でしかありません。

さてさて来年の今頃はどんな事をここに書いている事でしょう？

今年よりいいこと書いていたいな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報部


