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ベトナム支部結成！ゴックアン支部長誕生
この度の台風１５号の影響により被災された方々に衷心よりお見舞い申し上げま
す。まだまだ暑さが続く中、ご自宅或いは周辺の事態にご苦労も多いでしょうが、ど
うかご無理をされませんように。
１日も早く平穏な生活に戻れますように心からお祈りいたします。

全国支部長会議

第 57 回指圧治療夏期大学が令和元年 8 月 4 日（日）5 日（月）に、今年は、日本
赤十字社東京都支部で開催されました。国内外からの参加者、２日間で 95 名の参加
者に因り成功裡に終えました。
今年も夏期大では、ベトナムからゴック・アン先生が、ご主人の山田先生と 10 年
以上参加されました。その努力には全く敬服いたします。
指圧の専門学校もベトナム ホーチミンで今年開催されると聞いております。これ
で日本指圧協会の一員として 11 名の会員とともに、活躍される事を期待いたします。
依って、ベトナムからの参加者ゴック・アン先生を含め 9 人ですが、支部結成依頼を
受けて、終講式でゴック・アン先生に支部長の委嘱状を授与いたしました。
又、協会として海外の会員に対する会費を出来るだけ安く抑える工夫等の新しい試み
も特徴でした。
一般社団法人 日本指圧協会
一般社団法人日本指圧協会 理事長 上野末次
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全国支部長会 議事録（抜粋）
開催日時 2019 年 8 月 4 日（日）午後 4 時から 4 時 50 分まで
開催場所 日本赤十字社東京都支部 4 階第 1 会議室（新宿区大久保）
（第 57 回指圧治療夏期大学）
司会 副理事長（総務部長兼任）協会役員並びに支部長紹介
議長 上野末次 理事長
〈出席者〉上野末次
〈出 席 者〉
〈理事、監事〉 上野末次
支部長兼任 小玉誠（渋谷）中島義景（文京）小倉義夫（葛飾）月足弘法（目黒）
木暮晴雄（埼玉）鈴木利和（山梨）内藤甫（練馬）石塚怜子、稲場哲夫
中盛祐貴子、横塚秀樹、狩野かよ子、瀧本光代、田中慶篤
〈支 部 長〉佐藤玄祥（中野）小林きよゑ（杉並）田中功（八南）森近大輔（千葉中部）斉藤良
知（神奈川）曽我慎一（新潟）熱田大五郎（名古屋）
寒河江智陽夫（山形・地区長）鳥居市子（浜松地区長予定）
チュン ティー ゴック・アン・本間裕
〈欠 席 者〉木下筆頭理事長、（品川）（港）（板橋）（足立）（世田谷）（大田）（北多摩）（北）（岡
山）（広島）（九州北）（千葉南部）（北海道）（栃木）（長野）
後藤和江（千葉北部）
配布資料

一般社団法人 日本指圧協会 全国支部長会議 会議次第

午後 4 時

司会者が開会を宣し、続いて、上野末次理事長が挨拶を行った。

報告事項
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1 令和元年度 事業経過の件
1. 事務所移転の経緯について
まず、固定費の削減と致しまして事務所の家賃を半分以下にしたいという事で、今年
（2019 年）の 3 月に決まりまして引っ越しをしました。なるべく経費が掛からない予算に
したいという事が現状です。
2. 令和元年 5 月 19 日の定時社員総会の開催について
通例の定時社員総会では予算含めて 5 月 19 日に開催され、31 年度 6.726.000 円、日
本指圧協会会員数が 300 人の予算で組みました。
東京都指圧師会・保険会とは佐藤一美先生の決断を頂き、今後は別組織として運営・活
動していく事に成りました。
担当から出席者への伝達事項
1. IT 委員会
契約の問題がありまして今、契約しているホームページ制作会社も 8 月末までという事に
成りまして、今までより金額が安い所に切り替える事に成っています。ホームページでは
皆様にはご迷惑をお掛けしております。新しくなる新会社と契約しますので来月にはホー
ムページが再開できると思いますのでよろしくお願い致します。
2. 指の光編集
上野末次理事長より『今までの（指の光）（指圧治療夏期大学テキスト）をみても、新しい
人が作成に当たっていますので、今までとは少し違っていると思うのですが、今後はもっと
充実したものにして行きたいと思っていますのでよろしくお願い致します』
3. 名簿委員会
総会の時に事業計画の中に入れさせて頂きました。新たに会員名簿を作成するという事
でスタートしております。これから役員の中からスタッフを募って体制を整えて行きたいと思
いますが、名簿を作成するにあたりましては各支部の皆様からご協力いただいて正確な
名簿を作らなければいけないので支部長・地区長の皆さんに呼びかけをさせて頂いて窓
口を作っていただきたいと思っております。一応政策方針と致しましては、ここに書いてあ
ります通りに協会の財務状態をいろいろと鑑み見ながらも、一般社団法人としての体裁を
整えたものにしたいという事と、それから 3 月 30 日までには作成したいと思っております。
年度計画です。宜しくお願い致します。
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4. その他
特になし
支部長との質疑応答
初めに上野末次理事長から今秋より協会理事が地方支部に講師として出張し研修会を開催
する旨発表された。
現在の予定として、9 月愛知県支部、10 月千葉県支部合同（3 支部）11 月栃木県支部（群馬
支部含む）。その他、新潟県支部、秋田県、からも研修依頼があり、本部では検討中であると
のこと、又、浜松地区の鳥居市子先生からは支部申請の要請がある事も併せて発表された。
上記について今後の日本指圧協会の活性化は、地方支部（支部地区の無い所も）の活性化
無くしては前進しないとの覚悟ある発言の後、質疑応答に移った。
＊埼玉支部 支部長 35 期 木暮晴雄先生 。
先月、上野末次理事長に総会と研修会の講師をお願い致しました。又、中島祥景副理事長
に得意な分野があれば実施して頂きたいと思います。講師料については内規で決めている。
支部外 20。000 円、支部内 10.000 円
＊千葉支部（中部）43 期 森近大輔先生
日本指圧協会に入会してもメリットが無いという事を聞いた。
色々と成功をした話をする支部会にしたいと思います。
＊中野支部 支部長 19 期 佐藤博（玄祥）先生
私は日本指圧協会副理事長を肉体の衰えから退任した。山岡祥宏理事長、佐藤一美筆頭
副理事長が一緒に退任された。現在支部会員は 3 名。四支部（中野・杉並・渋谷・新宿）の
集いを開催しています。
＊愛知県支部 支部長 43 期 熱田大五郎先生
9 月は宜しくお願い致します。私達の支部は専門学生と高校生も受入れています。それが 7
名いるのですが、後は指圧師の方が 4 名で第 2 第 3 はテストなので第 4 周が嬉しいのです
けれど希望です。
＊文京支部 支部長 28 期 中島祥景副理事長
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私は椅子（座位）直立（立位）で治療しています。治療効果が上がります。患者さんがどのよ
うな姿勢でも治療が出来る。指圧の心とは、精神面でのバランスの状態とか、クライアントは
沢山来てくれる。お金儲けの問題ではない。文献は沢山ある。私は 120 歳以上生きたいと
思っています、その為に酒・タバコは止めた。
＊佐藤博「玄祥」
先程、メリットが無いという話を聞きましたが。
千葉支部 （中部）森近大輔先生メリットが無いから入らないのではなく、同感の集まりが日
本指圧協会なのです。それに参加する事がメリットなのです。何か貰う為に入る。そういう合
理的・打算的な話ではなくて我々が存在している事がメリットなのです。だから、そういう事を
強調しながら打算的な考えも多いかもしれませんが支部長として大変かもしれませんが入
る事で浪越指圧を遵奉しているんだと、特に今日はベトナムの方もいらしてます。
ベトナムの方は浪越徳治郎先生の指圧に惚れてわざわざ遠くから来て頂いている。本間裕
先生・ゴック・アン 山田（ベトナム）両氏のお陰も有るのですが、年齢を重ねていることも有
り、昔の事を知っているので苦言と言うのですが、メリットの意味を知って誇りをもって日本
指圧協会を盛り立ててください。年寄りの苦言というか、戯言です。宜しくお願い致します。
＊千葉支部 （43 期） 森近大輔先生
有難うございました。
理事長より
すぐに直せる指圧師になって欲しい。大脳と延髄（点から線）《点は部位で線は面》
身体全体を見て治療に当たらなければならない
【浪越徳治郎先生の基本指圧が大切】
上野末次理事長の考え方としては、「支部の発展のために行く」という事ですので何でも話し
合っていきましょう。
4 時 50 分
以上を持ちまして全国支部長会を終了いたします。
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全国行脚計画（年内の計画）

９月４日夏期大での全国支部長会議で決定に基づき、本部と支部の情報交換、もっ
と身近に感じて頂けること、本部の役員が出向いてでも話し合えることを目的に、下
記の日程で回らせていただきますのでお願いいたします。各支部（支部構成の無い所
は個人でも）のご希望があれば、協会本部事務局までご連絡ください。
９月２２日（日）名古屋支部訪問

熱田五郎支部長

１０月２０日（日）千葉中部支部訪問（北部、南部支部含む）
１１月１日（金）～５日（火）
１２月１日（日） 浜松市

夏

期

ゴックアン支部長

鳥居市子先生から地区申請打ち合わせ

大

星位受賞者
指圧道 四つ星 木下

ベトナム訪問

森近大輔支部長

学

称

号

授

与

者

称号授与者
誠

指圧道 準錬士

狩野かよ子

指圧道 二つ星 中島祥景

指圧道 専士

岩井 満

指圧道 二つ星 曽我真一

家庭実技操士２級 石川勝枝

指圧道 一つ星 小松和幸

家庭実技操士６級 妹尾美子
家庭実技操士６級 渡邊久美子

-----------------------------謝辞----------------------------人に尽くし、研鑽を積み、信頼を得る喜びのために、引き続き指圧道を
歩みます。
授受者代表 岩井満

--------------------------------------------------------------
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寄付をいただきました ありがとうございます
小野朋子先生

１万円

千葉

主先生

１千円

川原善次郎先生

１万円

桑原浩子先生

１万５千円

内藤 甫先生

３千円

瀧本光代先生

５千円

（順不同）

いつもありがとうございます。心より御礼申し上げます。ご協賛の御礼と領
収の証として、ご芳名と金額を掲載させていただきます。

筆頭副理事長

夏 期

大

学

座

長

報

木下

誠

告

「どこでもできる
症状別自己指圧」
常任理事

狩野かよ子先生

今回の夏期大学のスローガン!!サブテーマ“指圧の裾野を拓げよう!!に自己指圧を広く
知っていただく事も入ると思います。自己指圧とは自分の手で指圧する自己健康法です。
講義は座位で出来る部位です。１．コメカミ、顔 ２．側頭部 ３．頭頂部 ４．後頭
部 ５．後頚部 ６．耳 ７．頬とオトガイ ８．歯 ９．胸骨、肋間 １０．腹部 を
説明。
６の耳ですが最近、気圧の変化と体調不良の関係が明らかにされ、耳のひっぱりがよ
いと言われています。初めに耳のウラ、両手の拇指を除いた四指を左右の耳ウラにひ
っかけるように当て各指先の圧で耳ウラの付け根を指圧。次に耳垂・拇指を示指で耳
垂れをよくつまんでぐっと下方に引っぱり、パッと放します。終わりに両手掌を両耳
に当て、掌圧し静かに放します。
４の後頭部の延髄部は、自律神経に関する大切なポイントです。テキストの図にある
ように、交感神経・副交感神経の両方の伝導路を学び“点から線”への研究の入り口であ
ると思われる。自己指圧を通して、自分の体に学び線へつなぐ一歩であると思います。
狩野先生ありがとうございました。
座長 瀧本光代
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「関節包内の運動の
調整方法」
指圧マツモト 日大陸上部スポーツトレーナー

松本健二

先生

日本指圧専門学校に開設された NSCA パーソナルトレーナー講習会で講師をされてい
る松本健二先生の講義が指圧協会夏期大学で行われました。
タイトルは「関節包内の運動と調整方法」
まず、松本先生が施術の説明をし、デモンストレーションを行った後にペアを組んで練
習して理解を深めました。関節に遊びを作るイメージで施術してみてくださいとアドバ
イスを受け、皆練習に励んでいました。練習時間には多くの質問が出て、松本先生が各
ペアを回って対応されていました。
松本先生曰く、関節包内運動とは関節面間に起こる運動で、転がり、滑り、軸回旋の３
つを基本的運動としてある。膝に違和感や痛みを感じる時はこの基本的運動が膝関節で
上手く起こっていない事が考えられるそうで膝本来の動きが出るように改善を図るよ
う施術していくと良いそうです。またこの運動操作のメリットは関節の動きを診断しな
がら改善を図れるので施述の流れを止める事なく診断即治療が可能とのこと。
後日、受講された方より早速、治療に取り入れましたという感想を頂けました。素敵な
講義ありがとうございました。
座長 横塚秀樹

「肩関節の可動域と指圧」
日本指圧専門学校同窓会 川原善次郎 前会長
頸・肩・腕が痛い時、指圧治療では痛いところにコリ、はりがあると思いがちだが、肩関節の
可動域を診る事が必要となる。
以下は、指圧実技を中心に詳細に研修をしたポイントです。
①関節が正常な動きがしない原因の一つは、上腕三頭筋のこり。長頭の肩甲骨関節筋下結節の付
着部肘頭の付着部に圧痛がないか、内側頭、外側頭のこり等を診る。
②二頭筋側で烏口腕筋の肩甲骨の烏口突起の付着部上腕骨内側の付着部、前腕骨外側上縁の付
着部、橈骨の茎状突起の付着部付近の指圧で肩関節の変形を診る。
③肩関節の可動運動で何処に筋のはりがあるか診る。
④肩甲骨の動きを診て、背部指圧を施術する。
⑤背部は僧帽筋の位置を確認して指圧治療をする。
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肩関節の可動域改善には、筋の起始停止である付着部に対する指圧治療が重要となる。
座長 月足弘法

「治療学の原点：身体の自然の治す力
を高めるメカニズムとその活用法」
筑波技術大学元学長、名誉教授、医学博士の西條一止先生
今回は「治療学の原点：身体の自然の治す力を高めるメカニズムとその活用法」と題
して映像も使って講義をされました。午後 2 時半から 80 分間にわたって行われた講義
は、80 歳を超えたとは思えないエネルギッシュで、噛んで含めるような調子で最後まで
休みなく、続けられました。開始早々、参加者からモデルを 2 名募集し、実験開始。立
位体前屈のビフォアー、アフターで、副交感神経、交感神経を正しく刺激することによ
って得られる効果を目前で実証して見せて下さったのです。最初のうちは何を始めたの
か良く理解できなかった参加者も，
施術前後の立位体前屈の明らかな違いを見て、驚いていました。
先生の専門は「鍼」ですのでテキストでは「刺鍼時」と記載してありますが、これを「指
圧」と置き換えても同じ効果が得られると説明されました。私たちは指圧師ですから、
どこにどのように指圧をすると、自律神経すなわち交感神経あるいは副交感神経に正し
く働きかけることが出来るのか。それによって生体にどのような作用をもたらすのかと
い事を理解した上で、しっかり施術をすることで効果が出たり出なかったりする事に違
いが出るようです。テキストをよく読んで勉強していきたいと思います。
座長 小玉誠

「医療徒手リンパドレナージの基礎」
日本指圧協会 中盛祐貴子
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指圧とリンパドレナージの違いを比較しながら、講義と実技による講習会が２日目の
初めに行われました。
講義では、リンパ管系の生理・解剖学や構造と種類、走行、リンパ浮腫について分類
や特徴からみた観察点等を学びました。リンパ浮腫の定義は、リンパの輸送障害に、組
織間質内の細胞性蛋白処理能力不足が加わって、高蛋白性の組織間液が貯留した結果起
きる臓器や組織の腫脹であるとのこと。 実技では、仰臥位による下肢のリンパドレナ
ージが施術されました。鼠径部から始まり大腿から下腿、足底。そして足底から下腿、
大腿から鼠径リンパ節へとドレナージしていく。注意点として指圧は治療点を押すが、
リンパドレナージは軽擦よりも優しくリンパ管を流すという事がポイントである。
指圧とリンパドレナージの違いや実技について丁寧な講習があり、浮腫に対して効果的
との講習に参加者と学生も熱心に学んでいた。
座長 月足弘法

「腰痛に対する
指圧法」
筆頭副理事長 木下誠 先生

８０分と言う時間の講習なので、最初から腰痛をお持ちの方にモデルになっていただ
いて始まりました。
（１）最初に立位でのチェックをして(before）
ア） 前屈時の痛み、もしくは突っ張り感の有無と場所の確認。
イ） 後屈時の痛み、もしくは突っ張り館の有無と場所の確認。
ウ） 左右の側屈時の痛み、もしくは突っ張り感の有無と場所の確認。
エ） 左右回旋時の痛み、もしくは突っ張り感の有無と場所の確認。
オ） 左右後斜屈時の痛み、もしくは突っ張り感の有無と部位を確認。
（ケンプ徴候とは神経刺激テスト）
（２）患者さんに伏臥位になって頂いて、三指で腰椎の棘突起に触れ、圧痛の有無を確
認する。
（３）左右の内果に触れ、左右の足の長さを確認する。
（４）片足ずつ膝関節を屈曲、股関節を外転外旋して頂く。（平泳ぎの格好）
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指圧の before after の結果
前 屈
後 屈
左側屈
右側屈
左回旋
右回旋

❶
１６
△
５４
５３
△
△

❷
１８
△
５５
５３
△
△

❸

❹
〇
５２
５１
〇
〇

５３．５
５２．５
〇
△

数字はｃｍ
〇印は痛みなし
△印は少し痛む

１．伏臥位（平泳ぎの足のままで）―――臀部を放射状に指圧
１本目は水平に腸骨稜に向かって６点
２本目は３０°の角度で腸骨稜に向かって６点
３本目は６０°の角度で腸骨稜に向かって６点
４本目は９０°の角度で腸骨稜に向かって６点
その後水平の６点目から円の１／４の弧を描くように１０点圧す。
＊平泳ぎの形をとることにより、大殿筋がゆるみ、深部の筋肉が圧しやすくなり、圧
したときの痛みも軽減する。
２．仰臥位
下肢と腹部を施術
もう一度立位で最初のアからオをチェックすると❷の数値になりました。
３．痛み、もしくは突っ張り感がある場合は側臥位で腸骨稜上部を後向きに座り両手拇
指圧爪合わせで側腹部を棘突起際まで７列圧す。
再度立位でア～オをチェックすると❸の数値に変化しました。
４．まだ変化しないところがあるので再度伏臥位で施術すると after❹の数値に変わりま
した。
何回もチェックすることで変化を自覚して頂く事が経営に結びつくのではと思っ
た講義でした。木下先生、ありがとうございました。
座長
狩野かよ子

運動器疾患全般における基本操作
浪越指圧メキシコ協会
浅田

秀男先生

浅田先生は昨年に続き、地球の裏側のメキシコから足を運んで頂きました。浅田先生
はメキシコの 18 都市、コロンビアの 12 都市とエクアドルで指圧の普及活動をされてい
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ます。今年はさらにボリビア、ペルーでも普及活動を計画されているそうです。
本講座では現地での普及活動の内容を 40 分という短い時間で分かりやすく紹介して
頂きました。
「患者さんは全ての治療に最大の希望を持って臨んでいる。」よって、
「患者
を受け止める強い心」で向かい合わなければならない。その中で指圧は、特に運動器疾
患は即効性と再現性があり、すなわち即座に結果が出せるものでなければならないし、
指圧はそれが確実に実現できるものであるということでした。
具体的な部位の指圧について浅田先生の講義は、川原先生や木下先生の実技講習を事
前に観察された結果を、自分の理論と一致するかどうかについても実証されていること
が分かりました。
最後に浅田先生の講座を聴講して気付かされたことは、初心者に対して指圧のことを
伝えるための講義の仕方はこうあるべきだと痛感致しました。今後、私たちも普及活動
により指圧の裾野を拡げる役割を担っていますが、今回の浅田先生の「難しいことを優
しく伝える」に徹した講義は、そのためのバイブルとなるものでした。
座長

田中慶篤

「指 圧 の 真 髄」
常任理事 稲場 哲夫先生
指圧の創始者である浪越徳治郎先生が 2000 年 9 月 25 日に逝去されてから、今年で 19 年目にあ
たる記念すべき講座を稲場哲夫先生により、「指圧の真髄」というテーマで語っていただきまし
た。
稲場先生は長く浪越徳治郎先生の傍におられ、指圧の心と技術を直接伝授され、次世代に伝承す
ることのできる、数少ない貴重な存在のひとりです。一般的に創立者が代々語り継がれている大
学や企業は、ブランド価値が高く立派な業績を上げています。
同じく私たちも、日本指圧専門学校及び日本指圧協会のブランド価値を高めるために、創立者の
功績を次世代に語り継ぎながら、指圧の裾野を持続的に拡げる役割を担っていると云えます。
最初は指圧と音楽（芸大生）の二足の草鞋だったそうですが、ピアノ演奏法などをヒントに音楽
が基本指圧にも良い影響を与えたそうです。
浪越指圧については、浪越徳治郎先生が指圧の創始者といわれる所以は、従来からあった指圧の
原型を、色々研究や試行錯誤を重ねて進化させながら、現在に至る浪越指圧を体系化されたとい
うことでした。
また徳治郎先生の「指圧は医療の原点である」、
「指圧は芸術である」と指圧道場の「一病息災」、
「天地一指」についても解説して頂きました。
12
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稲場先生の講座は、指圧人生 60 余年のなかで、浪越徳治郎先生との出会いと数々のエピソード
を、替え歌などユーモアたっぷりで聴衆を巻き込みながらの 40 分でした。
最後に！
「すくなひこなの苦手にて

なでれば落ちるよ毒の虫

圧せば良くなる病の血潮…」
座長

田中慶篤

基本指圧
（相互指圧）
副理事長 小玉 誠 先生
小玉誠副理事長の司会号令進行と、私 内藤のﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰによる基本指圧の相互指圧が行われた。
参加者には、学生さんやﾍﾞﾄﾅﾑの人達や指圧初心者の人達が居られたので、彼等には、ﾍﾞﾃﾗﾝの指
圧師の先生方と組んで指圧する様にして貰った。叉時間の関係上、横(側)臥位と伏臥位と仰臥位
(下肢と下肢のみ)での基本の相互指圧が、2 人 1 組になって行われた。先ず始めに、横<側>臥位
で、前頸部から側頸部の指圧と延髄部と後頸部の指圧をして、次に肩甲上部と肩甲間部から肩甲
下部の指圧をした。次に、伏臥位で時間の関係上腸骨綾上部の指圧から浪越臀部圧痛点を含む臀
部の指圧から、下腿後側から足裏の湧泉までの指圧をしてから、仰臥位になって左下肢から上肢
と、右下肢から上肢の指圧をした。 途中で受け手とやり手をﾁｪﾝｼﾞして、相互指圧をし合いなが
ら、2 日間の指圧夏期大学と日頃の疲れを癒し合う相互の基本指圧が終了した。
座長 内藤 甫

お詫び
今期の夏期大の DVD は、都合により販売できません。
深くお詫び申し上げます。
夏期大学実行委員長
木下
徳治郎先生の

誠

和たおる
定価 １，０００円／１枚、支部でまとめてお買いいただきますと、卸価格を検討い
たします。
浪越徳治郎先生の思い出とともに、お仕事にそして記念にいかがですか。
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支 部 活 動 の 紹 介 の ページ

板橋支部

板橋で長年の積み重ねで腕を磨いてきた研修会です。
これからも続きます。参加者募集中

２月、３月、６月２４日に協会板橋支部の研修会がありました。２月２４日は、支部長を患者に
見立てて施術をしました。３月２４日は上半身、下半身と受け持ちを変えながら、施術をいたし
ました。６月は２２６回目で出席者がもっている難しい患者さんへの施術方法などを述べて、意
見交換をしました。先生方それぞれ見方や意見があり勉強に
なりました。いつも始まる前に近況報告を行い、その日の
研修内容を決めて研修を行い、その後に楽しく昼食をとって
解散となります。場所は板橋大山東集会所和室や
栄町集会所和室です。新しい方の参加を歓迎いたします。
家族に指圧をしたいのでという方も大歓迎です。
連絡先：

埼玉県支部

埼玉県支部発足６０周年記念行事開催

２月２４日（日）森林公園 料亭「神楽」にて１８名の先生方のご出席で埼玉県支部発足６０周
年の記念行事を行った。総合司会の石井先生の発声でスタート、手嶋副支部長の開会の辞、
木暮支部長の司会により埼玉支部の物故された先生方に黙祷を捧げた後、支部の歴史や現
在の先生方の活躍のお陰で今日があることの感謝が述べられた。山田先生による記念写真、
後半は加藤先生の司会にて食事会となり、自己紹介を兼ねてお互いの指圧施術に関しての
意見交換やカラオケで盛り上がり、真野先生のオカリナも聞くことができ、村上先生の閉会の
辞をもって、有意義で楽しかった行事を終了した。
出席者 手嶋、加藤、石井、山田、池ノ谷、村上、
野口、仁科義介、末松、木村、青羽、川名、中里、
吉田、真野、中村百合子、中島京子、木暮
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川越伊佐沼 福祉祭り 指圧奉仕

〇 令和元年５月１９日（日）
〇 施術者数 ８３名
〇 日本赤十字への募金 ３１，５００円
〇出席者 １５名 手島、加藤、石井、山田、池ノ谷、末松、青羽、中里、野口、吉田、真野、
真野裕一、田島、中村百合子、小暮、

（木暮記）

埼玉支部総会及び研修会
令和元年６月２３日（日）１０時より森林公園滑川町十三塚集会場に１８名が参加して
定期総会研修会を開催。
総会は、石井先生の司会でスタート、手嶋先生の開会の辞に続き木暮支部長の現況報
告、池ノ谷先生から理事会・行事報告、加藤先生からは３０年度決算報告、山田先生の
監査報告、小暮支部長から３１年度事業目標、事業計画、加藤先生から３１年度予算案
がそれぞれ提案され、総会議案はすべて承認された。
総会に続いての研修会は、日本指圧協会・理事長・上野末次先生による「運動法とリ
ンパ指圧による肩こり、腰痛、ひざ痛の治療法について、」のテーマで、講義の後、和室
にて実技を、男性・女性数名の先生をモデルにして、ていねいな指導が行われた。
昼食ｗｐとりながら、先生の指導経験豊かな手技などお聞きしたり、お互いに話し合
い村上先生の閉会の辞にて、有意義な１日を終了した。
出席者：１８名、 手島、加藤、石井、山田、池ノ谷、末松、木村、青羽、岩井満、
赤松、村上、野口、吉田、川名、真野、中村百合子、小暮
（木暮記）
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６月研究報告
「ソフト指圧について」

神奈川県指圧師会の６月の月例研修会は令和１年６月３０日（日）午後１時から、川崎市中
原市民会館２階和室で行われました。
今回は指圧専門学校２４期の金子武良先生の「ソフト指圧」について講義と実技指導をお願
いしました。金子先生が所属する日本指圧専門学校同窓会や人体科学界の方の参加が多
く、２６名の参加がありました。
そのため、１時から行われた相互指圧もぎゅうぎゅう詰め状態で、お互いに譲り合いながら
の相互指圧となりました。
今回は金子先生の実技指導があるので、相互指圧は約１時間で終わり、２時過ぎてからソフ
ト指圧についての講義をお願いしました。先生の資料によれば
「施術者の身体の、特に指の力がぬけていることで、患者さんがリラックスした状態で指圧を
受けることができる。これにより患者さんの身体の微妙な変化を施術者がキャッチしやすくなる
と考える。圧し方の違いが、筋肉変化の違いになり、効果の違いになる」とのこと。
その後参加者の女性にモデルになってもらい、ソフト指圧の実技指導をして頂きました。５時
に閉会し、希望者１０名で近くのレストランで先生を囲んで食事会をして６時頃解散となりまし
た。
<<参加者>>月足弘法 一井賢 赤岡充雄 齋藤良知
原忠雄 池尾豊彦 福田隆雄 高柳史剛 町田和行
小川眞二 石川秀樹 水越玲蓮 大前政秀 野田千種
内山善恵 谷口雛子 中盛祐貴子 石井美和子
小林由紀子 辻幸一郎 清水俊一 伊藤慶寺川雅美
金井香世理 清水ゆきの 小野悠一
２６名

７月研究会報告
「福祉の現場での生涯」
７月２８日（日）午後１時から川崎市高津市民会館の１階和室で行われました。前半
は、ゆったりとした会場で相互指圧行いました。
午後の３時過ぎから、佐竹順子（まさこ）先生にお話しをして頂きました。
佐竹先生は、会員の清水昭三先生の永年の指圧のお客様で、清水先生が指圧の資格をと
って、指圧の経験を積むために佐竹先生が運営されている障碍者施設で、ボランティア
で指圧をさせてもらったのがそもそものきっかけでした。その後２０年以上のお付き合
いになります。
佐竹先生は、終戦の混乱期にお母様が指圧の仕事をされておられたこともあり、指圧
にはご理解があり、東京で福祉関係の事務の仕事をされていた頃に肩こりに悩まれて内
16
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科で注射をしていただいてこともあったのですが、効果も一時的なうえに、身体に異物
（薬）を入れることにも抵抗があり指圧をお受けくださるようになられたとのことです。
先生は、小学校の頃にキリスト教におふれになられ、その後に信仰に基づき福祉関係
の現場で活躍なさってこられたのですが、自分は指圧教の信者であるとおっしゃるほど
の指圧の愛好者です。仕事柄遠方での会合などに出向かれるときも、夜に他の方が飲ん
だり歌ったりしている時に、先生は一人で指圧を受けに行かれるほどの指圧好きとの事
ですので、今回は指圧教の信者代表としてお話を頂くことにしました。
以下は佐竹先生のお話の要旨です。
キリスト教の信仰を柱に、今まで福祉の現場でいろいろな仕事にかかわってきました
が、一人でも多くの方に幸せになってもらいたいという思いは、それは指圧師の皆様も
同じではないかと思います。沢山の指圧を受けてきて、指圧は患者さんの身体を耕す仕
事だと思っています。それに関連して、聖書に「種をまく人のたとえ話」を紹介いたし
ます。
種を蒔く人が種蒔きに出て行った。蒔いている間に、ある種は道端に落ち、鳥がきて
食べてしまった。別の種は石だらけ土の少ないところ
に落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし、日が
昇と焼けて、根がないために枯れてしまった。また別の種は
茨の中に落ちた。すると芽が伸びて覆いふさいだので、実を
結ばなかった。別の種は良い土地に落ち、芽生え育って実
を結び、あるものは三十倍、あるものは百倍にもなった。これと同じように、指圧師が
丁寧に耕した肥沃な身体は、生命がすくすくと育ち何倍にも元気に働くことができます。
また身体を耕すと共に、患者さんの心も耕すようにしてください。人は誰でも自分の話
を聞いてもらいたいと思っています。話を聞いてあげることによって患者さんの心が満
たされ豊かになります。その為には患者さんの心の声を感じられる感性が必要です。
そして最後に、指圧師の皆さんにお願いしたいのは、自分の身体を大切にして欲しい
という事です。それは自分のためでもありますが、患者さんの心身を耕す役割を担う人
の責任でもあります。
５時頃に閉会し、近くのレストランで有志による食事会をしました。先生は昼食を
遅めにお食べになられまだお腹がすいていないのにもかかわらず、私達と付き合ってく
ださいました。本当にお忙しい中ありがとうございました。
後日、稲場啓護先生から、浪越徳治郎先生が指圧師として世に出られた頃に、思想家
石丸伍平先生から贈られたという歌を聞きましたのでご紹介いたします。
＜＜参加者＞＞斎藤良知
赤岡充雄 澁谷司

光 生 意 耕 身
輝 き 味 す も
く て あ 技 心
ゆ ふ に
く れ
道

石井美和子 谷口雛子
女良たみ子

清水明三

伊藤勝基 野田千草
以上九名
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２０１９年０９月２５日

みっちりと

北多摩支部

指圧のこころ母心 おせば命のいずみ湧く

定例的に
欠かさず研究会

北多摩支部では原則的に毎月第３木曜日に東村山市立中央公民館第１和室で、午後１
時００分より６時００分までの５時間（厳密には午後１２時２０分から６時４０分まで
の６時間２０分の間を）みっちりと定例研究会として行っております。話し合いの後、
交換指圧と称してお互いに指圧を行い心と体のリフレッシュを行っています。全員が講
師です。いつでもご参加ください。北多摩支部員以外の方からは参加費用を一回につき
３００円を頂いております。
１０月１０日（木）、１１月２８日（木）となっております。
山崎 薈

支 部

及 び

北九州支部

末永

支

部 長

洋子

名

の 追

渋谷支部

加
小玉

誠

（６月号にて入力サポーターが入力漏れをいたしました。申し訳ありませんでした）
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２０１９年０９月２５日

指圧のこころ母心 おせば命のいずみ湧く

臨床研修ご案内

安心と信頼

仰臥で頸部指圧

臨床研修部部長

ベビー指圧

木下誠

変形徒手矯正術

研修内容
１．基本指圧の疾患別応用や運動療法を加たり、実践的
臨床能力の向上を図る
２．変形徒手矯正術の教授
３．機能訓練指導員研修
４．医療保険による施術の制度と医療事務の実際
会費 会員：２千円／回 学生：１千円／回 会員外３千円／回
機能訓練指導員研修は介護施設で働く上で必須です。
また、指圧師はその資格をもっていますが、実技を学ぶ場がありません。 学びたい方は、ご
希望をおよせください。ご希望があれば実施いたします。（木下：０３－５２２８－２３４１）
変形徒手矯正術は、医療保険で施術を行う場合は医師に求められます。これもご希望の方
はお声をお寄せください。

（木下：０３－５２２８－２３４１）

実践的臨床研修
テーマ： 膝痛に対する指圧療法
日時 ： １０月１３日（日）１３：００～１６：００
場所 ： 日本赤十字社 東京支部 ４F 奉仕団作業室
講師 ：木下 誠

合わせて、医療保険による施術制度と医療事務の研修も行います。
19
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２０１９年０９月２５日

指圧のこころ母心 おせば命のいずみ湧く

女子部発足１周年記念指圧セミナー
楽しい１日で今後の指圧道が変わります。
日時：１１月２３日（土）祝日
場所：日本赤十字社東京都支部
会費：５，０００円（お昼食代込）

女子部

プログラム：

秋季指圧 College

１０時～１２時

女性の不定愁訴解決法

１２時～１４時

食事と語らいの会

１４時～１６時

生理痛・更年期障害等

理事長

上野末次

副理事長

石塚怜子

交通手段
電車：副都心線「東新宿」駅下車 B1 出口 0 分
都営大江戸線「東新宿」駅下車 A1 出口徒歩 3 分
JR 山手線「新大久保」駅下車 徒歩 13 分
バス：大久保駅前」・「新大久保駅前」から乗車、「大久保通り」下車 明治通り右折、新宿方面へ徒歩 3 分
「新宿駅西口」から乗車、「東新宿駅前」下車 そのまま進行方向へ徒歩 2 分

女子部

部長

狩野かよ子
20

副部長

瀧本光代

秋季号

２０１９年０９月２５日

指圧のこころ母心 おせば命のいずみ湧く

ホ ー ム ペ ー ジ を 一 新

IT 委員会 月足弘法
会員向けページの充実と固定費削減を図りました。
メールアドレス 代 表
info@nshiatsu.org
投稿承り toukou@nshiatsu.org
ホームページ https://www.nshiatsu
各都道府県指圧師会及び支部の紹介ページも作りたいと思います。ご希望の会は上記の投
稿受承りにお寄せください。郵便でも賜ります。
従来のアドレスにｎが増えています。最後が ORG になりました。
Twitter でも会員以外が参加可能な研修会など、発信していきます。
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日本指圧協会会員の皆様に、安心して
お仕事をしていただく為の保険です。

指圧師損害賠償責任保険
引受会社 三井住友海上火災保険株式会社

日本国内で行った指圧業務による法律上の損害賠償責任が対象です

支

加入タイプ

５０型

３０型

年間保険料

８１００円

６，４００円

１事故

５，０００万円

３，０００万円

期間中

１５，０００円

９，０００万円

身体事故

払
限
度

施設みよる

１名

２，５００万円

１，５００万円

額

事故

１事故

５，０００万円

３，０００万円

１事故

５００万円

３００万円

財物事故

保険代理店（資料送付元）
株式会社ウーベル保険事務所
東京都中央区新富２丁目４番５号
電話 （０３）３５５３－８５５２

申込書、保険料振込先
日本指圧協会 事務局 間宮
発効２０１９年１２月１日より

FAX （０３）３５５３－８５５３
申し込は資料到着次第可能です。
E-mail:akiyama@u-beru.com
担当（秋山）
従来の（株）サントーコーとの代理店契約は１１月末で終了いたします。
福利厚生部
22
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一般社団法人 日本指圧協会
支部長 並びに

地区長

及び

会員 各位
令和元年９月１日

会員名簿作成に関するお願い
名簿委員会

委員長

小玉誠

本年度の事業計画であります会員名簿の作成に関し、８月の理事会におきまして、以下
の通り名簿委員が選任されました。全国支部長会議で、支部長並びに地区長を始めとし
て、名簿作成の支部の窓口として協力して頂く方をお願い致しましたが、協力員として、
名簿委員会と支部間の連絡及び作業を進めさせて頂きますので、お知らせ頂きたいと存
じます。
名簿委員会

小玉誠 中島祥景 小倉義夫 内藤甫
瀧本光代 中盛佑貴子（経理）
事務局 間宮
なお、名簿委員会では、９月から、国内支部並び地区会員及び国外を含めた全会員の
名簿等の確認作業を順次開始致します。並行して、各支部並びに地区におきましても、
それぞれ現在所属する会員のリストを作成し、９月末までに名簿委員会までお送り下さ
いますようにお願い申し上げます。集まり次第、１０月には、協会事務局保管の会員名
簿と照合していく予定としております。
お忙しい中、各委員や事務局からの電話やＦＡＸ等の連絡や問い合わせが多くなるか
と存じますが、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
以上

リスト記載内容（２６年度版名簿に準じる）
氏 名

郵便番号

住所（自宅及び治療院）

電話及び FAX 番号

備考

支

指圧

師朗

１００‐０００１

開

会

指圧

師玉枝

１００－０００２

他

支・・支部長

副・・副支部長 会・・会計 代・・代議員 顧・相・・顧問・相談役

記入欄は２段になっても結構です。
（住所２か所など）
備考欄は施術業務状況を書いて下さい。
（独立開業・・開
の業務または廃業・休業・・他

他へ勤務・・勤 出張専門・・出 他

米 不明の点は御問い合わせ下さい。
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特別寄稿文

成

功

の

前

兆

--------------- 前 編 --------------「 起業家：チュン ティー ゴック アン による

しかしこれが私の運命です。正しいマッサージを

マッサージ・ブランド、ゴック アン スパの話 」

立証するため唯一の道を、２３年間続けておりま
す。２３年前のベトナムの経済は、今日大きく復

私は振り返ってみると不安を感じざるを得ません。

活する事が出来て偏見をなくすことが出来ました

それは私が正式にマッサージを確立して以来、２３

が、マッサージに対して偏見を無くすことは２３年

年間続けてきた運命がそう感じさせるのだと思い

間では時間が足りないようです。ゴックアン・マッ

ます。起業家：それは運命だと思います。そして私

サージ・システムは現在、日本の指圧を採用して

たちの何人かはその運命を背負っています。運命

ベトナムでトップ・ブランドの存在として認識され

として私たちは負債者にもなり、時として失敗の底

ていますが、私にとってそれは、私が今も、そし

に落ちることもありますが、私はまだ「実業家の経

てこれからも続けることになる長期的な使命に他

歴」と言うものに努力を重ねております。

なりません。マッサージが真の職業であることを
社会に認識させ、政府に明確な認可の条件を持

「 実業家：Truong Thi Ngoc Anh チュン ティー

たせ、ライセンス発行を望み、ゴックアンのすべ

ゴック アン 」

ての協力者が、最初の活動の「証人」でなけれ
ばなりません。

実業家としての失敗談を書くつもりはありません。
ここで私は運命についていくつかの話をします。そ

「 社会的偏見の変化・メカニズムへの依存 」

れは私の使命でもあります。私の運命は、２０年以
上続けているマッサージの時間であり、そしてそれ

過去２３年間で私は、投資資本の損失、そしても

が大切なキャリアとなっています。２３年前、私は

っと重要なのは、意志、エネルギーの喪失をした

マッサージがリラクゼーションと爽快感をもたらす

ことがあります。これは起業家にとって本当に酷

ことを理解していませんでした。それを知ったの

いものです。１９９７年に、私は今まで蓄積した財

は、美容院でのヘッドマッサージの時、手によるマ

産の半分以上を投資してマッサージセンターを

ッサージがリラクゼーションと快適さを驚異的にも

開くことに専念しました。しかし「民俗学の治療

たらした時でした。マッサージは科学の課題です。

室」と呼ばれた施設は事業免許がないために宣

世界はマッサージの多くのテクニックを持っていま

伝、広告を打つ事が出来ませんでした。３年後の

す。世界とはすなわち、日本の指圧、インドのアー

２０００年に私は２番目の施設を開設しました。そ

コルベータ―、タイのヌアット、中国の推掌です。し

の時に新しい施設は正式に「マッサージ療法・ゴ

かしベトナムでは？ ９０年代では悪に関連した

ックアン治療院」と言う称号を国から受ける事が

（性的なサービスを伴う）マッサージでした。考えて

出来ました。最初の施設は免許の問題で閉鎖さ

みれば私は、自分が危険を冒していることに気づ

れ、顧客を失い、失業した従業員、出資者たちと

きました。

の契約の問題で大変でした。
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２００５年以来システムを拡張するために、ゴック

証するため唯一の道を、２３年間続けております。

アンはホーチミン市で優秀と言われるホテル（リ

２３年前のベトナムの経済は、今日大きく復活する

バーサイド・ホテル、マジェスティック・ホテルやビ
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２００５年以来システムを拡張するために、ゴックア

ゴックアンは指圧療法を公衆衛生でベトナムに

ンはホーチミン市で優秀と言われるホテル（リバー

持ち込む最初のセンターです。専門職の真髄を

サイド・ホテル、マジェスティック・ホテルやビンロン

紹介するために、多くの専門的なワークショップ

省の大きなホテルと共にスパ・マッサージ・ルーム

を開催してきました。個人的には、私は９５年か

を運営してきましたが、信頼の問題で多くの不幸

ら日本、インド、タイ、中国など、マッサージ開発

な事件が起こりました。この時期はまだまだマッサ

国の国内研修コースをすべて勉強してきまし

ージ業界が、社会から正しい評価を受けていな

た。ベトナムにそれらの技術を持ち帰り、ベトナ

い、と言う事も私には大きな負担でした。しかし、

ムでのマッサージが業界でのブランドとなり、正

新しい困難を克服することは、乗り越える価値が

しい評価を得られる夢を持っております。私は

あります。それは先駆者の代償であり、より困難に

個人的に技術指導センターの各教師のために

なればなるほど私はもっと献身的になります。

クラスを作ってきましたが、私が技術者に最も
伝えたいことは職業倫理です。社会通念から
か、顧客は自ら自分のキャリアを汚す多くの卑
猥な要素を含むマッサージを要求します。スタッ

「 私が技術者に最も伝えたいことは

フは若く、サービスの概念は誤解を招きやすく、
職業倫理です 」

人生経験が少ないために落ちてゆくのは簡単
です。私はいつも心配しています。技術の訓練

ベトナムの若者が生計を立てる為の職業を探すと

をする前にまず倫理を教えなければなりませ

きに、マッサージと言う職業は社会の偏見がある

ん。道徳は意志から生じる。自己意識、職業意

ので、選ぶとしても最後の最後になります。そして

識。この仕事を始めた時から、私はビジネスメカ

見習いから始まり、技術の習得には時間もかかり

ニズムがしっかりと運営されている職場を設立

ます。研修生のほとんどはレベルが低くいのも事

しました。それは彼らが自分の職業に自信と誇

実です。しっかり時間をかけて練習し、経験を積め

りを持てるように。エミュレーション・プログラム、

ば、マッサージは高収入を得られる職業です。プ

ボーナス、ペナルティー、課外授業、技術交換、

ロの技術者へのプロセスは３年間にわたって勉強

等々。ゴックアンは文化的環境であり、２５０人

し、練習しなくてはなりません。しかし彼らの多くは

を超える現在のセラピストが会社の資産です。

理解不足のため、数か月の時間で多くの利益が

「 使命を続けて全うするもの 」

得られると考える人も多くいます。今でもベトナム

ゴックアン・システムの規模は２５０人以

においては、マッサージという音の響きが顧客に

上の技術者を持ち、毎年２７３７５０人の

間違ったイメージを簡単に連想させるようです。そ

平均顧客数があります。私はいつもスタッ

のような状況の中で、マッサージ店のなかには性

フに、リーダーとなり管理職への昇進を促

的なマッサージを取り込んで商売を行う所がある

しますが、仕事は理解しても管理スキルを

事も事実です。人的資源を確保すると言う事も大

欠いています。「いくら言っても理解でき

きな問題です。これまでに私は５００万ドルを超え

ない頭」に時間も資金もだいぶ投資してし

る金額を、技術者のトレーニングやブランド設立に

まったようです。

投資しました。各国から講師や専門家をゴックア

優秀な幹部を雇用するために高い給料を

ン・センターに招いて、学び、実践するのに十分な

払う事には躊躇しないのですが、短期間で

設備を整える。ここまで私が本当のマッサージを

がっかりします。若い学生たちは画一化さ

復活させたいのであれば、それが最初の基盤で
す。

れ、自分が興味を持てる事しか行いませ
25

ん。熱意の欠如した人たちと私は一緒に、
この業界の成功のために旅をすることは
出来ません。
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れ、自分が興味を持てる事しか行いません。

「

熱意の欠如した人たちと私は一緒に、この業

フランチャイズ 」

界の成功のために旅をすることは出来ませ

２４年近くの間、私はいつもベトナムのマッ

ん。

サージ業界全体を見つめてきました。ゴック

ゴックアン・スパにおいて管理知識、管理ス

アン・スパ・ブランドは、フランチャイズ・

キルを訓練することはとても費用が掛かる

システムを拡大するためのライセンスを取

事でした。私の夢は、正式な教科書を使う正

得するのに、十分な評価をすでに得ておりま

式な学校です。その夢に向かって毎日努力を

す。ゴックアン・スパ・ブランドを活用して、

するという大志を持ち続けます。

新たな評価、新たな地位を確立することに、

統計によりますと、アジア全体のマッサージ

その強みを兼ね備えたシステムです。

業界には５０万人と言われる技術者の数が

フランチャイズにおけるゴックアン・スパ・

推定されておりますが、ベトナムは失業率の

ブランドのコアバリューの共有により、コミ

高い国なので、これは私が常に懸念している

ュニティーの強みは業界を共に発展させる

ところです。そんな状況の中でマッサージが

ために集められています。そして重要なの

職業として真の経歴と認められれば、彼らの

は、キャリアに対する社会的認識が変わる事

卒業証書、仕事に誇りが持てます。他のセン

です。もちろん業界の認知を求めるまでの道

ターに移ることも可能です。失業に対する社

のりは長いですが、それをすべて実行できる

会的負担も大幅に軽減されます。

と言う事、正しい方向に向けられたこと、そ

VINA SPA（学校名）は通常の学校とのトレ

れが私の

ーニング協力の機会を常に探しています。と

「使命」です。

きどき私は、仲間を見つけるために一生懸命

起業家である事のキャリア、「あらゆる家庭

働き続ける蜂のように感じております。それ

で起きるいろいろな出来事」と同じように、

は志を同じくするパートナーを見つけるこ

私の背負ってきた運命だけが浮き沈みした

とを模索している時です。私にとってこの職

ことは事実です。でもそれは大きな事ではあ

業を復活させるためには、一生懸命努力し、

りません。

社会的偏見を克服し、大胆に行動することが

本物の汗と涙がオーラを作ります！！

真のキャリアを築くための

重要です。
VINA SPA は現在、国内の一流職業訓練学校

自己との会話

と連携して、トレーニングや卒業証書の発行

Truong Thi Ngoc Anh

を行います。これはこの職業にとって幸せな

チュン ティー ゴック アン

合図です。
「

真のキャリアを築くためのフランチャ

イズ 」
２４年近くの間、私はいつもベトナムのマッ
サージ業界全体を見つめてきました。ゴック
アン・スパ・ブランドは、フランチャイズ・
システムを拡大するためのライセンスを取
得するのに、十分な評価をすでに得ておりま
す。ゴックアン・スパ・ブランドを活用して、26
新たな評価、新たな地位を確立することに、
その強みを兼ね備えたシステムです。
フランチャイズにおけるゴックアン・スパ・
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物故指聖供養塔法要・合祀祭報告

「物故指聖供養塔法要・合祀祭」９月１日（日）に伝通院にて厳粛に執り行われました
伝通院僧侶による声明と読経が響く中、皆さま至心に合掌し、
ご本尊・阿弥陀如来さまの前で順番にご焼香いたしました。

合祀された方々
氏名
期
松原のぶ
石川辰男

殿
殿

ご逝去年月日
１９期
１０期

平成３０年５月２４日
令和 元年６月２４日

享年９６歳
享年９１歳

杉並支部
豊島支部

伝通院管主 麻生住職様のお話（抜粋）
日本指圧協会の皆さん方が会員の皆さんの物故者を、年に一度伝通院の秋のお
本
彼岸にかけて供養するという計画をなさった浪越徳治郎先生。物事というのは時
が移り変わっていき、形は必ず壊れていく。生あるものは必ず滅していきますが、 堂
で
変わらないものは何だろうか。人間、人類というものは決して滅することなく、移
法
り変わる。 近年におきましては、高齢化と言って、80、90、100 歳でもお元気な
要
方がいらっしゃいます。これはある面では有り難い時代だと思います。けれども、
その滅するまで、私達は「生きる力」というものを持たなければいけない。 浪越
徳治郎先生は、「おせば 生命の 泉湧く」と言いました。たぶん生きる力を、こ
の指圧によって、絞り出していく。泉湧くと言うことは、生きる力を置き換えて言
ったことだと思います。 昔は電車で吊革に手をかけて、本を呼んでいた時代があ
指
りましたが、今はほとんどスマホを見ている方が多い。人と目と目が会うことがな
塚
かなか苦手になってきてしまった。やはり生きる力というのは自分だけが生きれ
合
ばいいんでなくて、相手があってこそ、自分が生きる力が湧いてくる。先ほど申し
祀
上げた指圧も指圧をしてくださる方がいるから、自分の体から生命が湧いてくる。
仏教に「慈心相向 佛眼相看（じしんそうかん ぶつげんそうかん）」という言葉
があります。慈しみの心で相向かい、仏の眼で相看取ると書きますが、慈しみの心
を持ってお互いに向かい合い、佛の眼差しでお互いのことを看る、という意味で
す。お経文には、色んな言葉がありますが、そこに「教え」というものがあり、そ
の教えを教わったからといって出来るものではない。けれども、知らないよりは、
知っていた方がいい。人と人との関わりの中、全てそうです。人間関係、一番大事 偲
ぶ
です。指圧協会は社団法人で出来ておりますが。時代が時代ですから、会員になる
会
方が少なくなってくるとか、社団法人の活動はどういうことをやっているのか。そ
んな事をやってもしょうがないとか、皆んな、意見がバラバラかもしれない。でも
それは地道に、そうじゃないよ。やはり生かされるけれども生きる力というふうに
我々は少しでも役に立てさせて頂こうという。それを一つの共有していかなけれ
ばならないんだよ。そして必ず相手と向き合う時は、自分の目で見ないで仏の眼
で見られるような、自分が人格を作っていかなければいけないんだと、心掛けてい
ただく。年に一度の伝通院の本堂で亡き物故者に供養は、物故者のためにやってい
るようだけれども、皆さん自身が今日の物故者のお陰で。
（文責 木下誠）

偲ぶ会では小林きよゑ先生、野口雅子先生、佐々木重雄先生が偲ぶ言葉を述べられ、
ご遺族代表の松原由紀子様がご挨拶されました。
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会員のみなさまからの投稿欄ができました。 施術や生活体験の情報交換
指圧文芸など何でも投稿できます。 本名でもペンネームでも結構です。
本名でもペンネームでも結構
治療院こぼれ話 （純愛物語）
施術体験
（膝痛に簡単に対応でき）
です。
♬まこ・・・甘えてばかりでごめんね

膝が痛いという事で直接指圧院を訪ねて
くる人はめったにいないようです。しか

みこ はとってもうれしかったの

し、長く通ってきてくださっている患者さ

はかない命と知った日に

んから、膝が痛くなったので診てほしいと

いじわる言って泣いたとき

言われることはしばしばあります。また、

涙をふいてくれた まっこ・・・♪

整形外科に行って画像診断で特に異常がな

これは私の青春時代に大ヒットした愛と

いと言われたが、とても痛く歩くのもたい

死を見つめての一節だ。明大生の詩だっ

へんで、あっちこっち回った人が断れない

たと思う。訪問施術で老夫妻でも片方が

ように膝が痛いとは言わずに突然に来られ

先になくなるとき、このような場面に遭

ることがあります。このような人は変形

遇を２回もすることになった。一人は農

性膝関節症になったと思いこんでいます。

家の奥さん。腎盂癌の末期であった。長

思いこむ理由は痛みが膝の中に痛を感じる

年の農薬散布で自分が被害にあったのか

からです。実際は膝の中ではなく膝蓋骨が

と想像した。昔でいう五反百姓、苦労の

滑らかに動かなくなっているだけの事が多

人生だった思う。涙をこらえながら小鳥

いのです。加齢により関節包が硬くなった

をそっと包み込むような施術を両下腿に

場合や、滑液包が炎症を起こしていること

しかできなかった。それでも、その日の

によるものではないかと考えています。昨

夜はすやすやと眠られたと聞いていた。

年の秋に中島祥景先生から何かの研修会で

農婦が夫である農夫に対し食事を口に

６大関節に加え指節関節、足指関節への施
術を教わる機会があり、膝だけを覚えて帰

運んでもらっていながらも悪態をつい

りました。それが、即に役立ったのです。

た。夫はそれをやさしく受け止めて「す

突然に電話があったわけですが、車で来院

まん、すまん」を繰り返す。「俺も前立腺

され腰が痛くて体操したら両膝が痛くなっ

癌だからよ、すぐに逝けると思うから

て歩くのが痛い痛いで、そろり歩きでし

よ」と涙声にもなったこともあったと娘

た。早速、施術をしたら帰りはさっそうと

さんから聞いた。

車に乗られて帰られました。中島先生によ

もうお一人は退職教員夫婦で夫の方が

ると腱反射を利用した施術技術だそうで

ずいぶん早く先立ってしまった。

す。後でわかったことですが、馴染みの美

間質性肺炎だった思う。昔のチョークの

容師さんの紹介で大学教授夫人であったこ

粉によるものであったか。精神的には生

と知りました。

徒のような私の前では見せなかったが、

わらび台福祉指圧院 岩井満

やはりそうであった。
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虐待が脳を変える脳科学者からのメッセージを読んで
著者 友田明美 福井大学子どものこころの発達研究センター教授・副センター長 福井大学附属
病院子どものこころの診療部長 兼任大阪大学大学院連合小児発達学研究科福井校教授 兼任生理学
研究所多次元共同脳科学推進センター客員教授
共著 藤澤玲子 米国アートセラピー学会認定アートセラピスト
友
田
明
美
氏

この本は医学の専門書である「いやされな
い傷」をもっと多くの人に広げるために読み
やすく加筆と書き直しをしたと著者は述べ
ておられます。身体的虐待、性的虐待、言葉
による虐待にわけて、ＭＲＩを駆使しそれら
により脳がどのように変化をしているかを、
そのような経験をせず成長できた人と比較
することで影響を分析しています。また、精
神疾患をもつ患者の脳を健常者と比較する
ことで脳にどのような違いが生じているか
も検討していますが、記述されていない重要
な疾患もあることから、解剖学的所見を見い
だせない精神疾患もあるのだと思われます。
言葉の暴力や親の間でのバイオレンスを

脳
へ
の
悪
影
響
が
身
体
暴
力
よ
り
深
刻

精神防御システムが肥大するために、大人
になってからも自己敗北感を抱きやすい。
だから、その傷ついたソフトウエアを治療
すれば改善できる」と心理学者によって考
えられてきたと言われていますが、この本
ではソフトウエアだけではなくて、ハード
ウエア自体つまりは脳が傷ついている、異
常な発達をしていると述べているのです。
虐待は継承もされる、また、脳が傷ついて
いるのだから傷を治す研究と共に予防する
ことの重要性と今日の子育て環境の難しさ
も指摘しています。私達が組織で協力しあ

見ながら育った人間が、多分身体的虐待で受

っって生きていますが、その難しさは、各々

けた恐怖の中での脳の発達に加え、視覚野や

が育ってきた環境に適応するように脳がで

聴覚野に異常な変化を見られる事からより

きているからということでしょうか。それ

深刻な状況と結論付けというか副題がつい

を理解し自己と他己を認めあっていくこと

ているのはないかと思います。子供の頃から

でしょうか。

競争社会で生きてきた人にも同じような脳
の変化が見られると思いますが、残念なが
ら、ほとんどの人がそのような社会で生きて
きているでしょうから、正常に生きてきた人
と比較検討することが物理的にできないの
ではないでしょうか。「児童虐待の被害者は
社会的心理的発達が抑制され

29
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皆さまと共に元気に「新年初顔合わせ
会」に出席できますことを願い、
下記の日程で会場を準備いたしました。
よろしくご参加くだしますようお願い
いたします。
同級会や支部でまとまって、友人と
「お久しぶり会」にもご活用ください。

洋食

テーブル席を準備いたし

ております。
理事長 上野末次
記
日時：令和２年１月１２日（日） 受付１１時００分 新年会１１時半より１３時半
場所：ホテル機山館（きざんかん）
会費：１１，０００円 同封の振込用紙でお願いします。
（学生応援価格６，０００円）
当日は受付が混雑しますと開会が遅れますので、できるだけ事前の振込みでお願い
します。

所 在 地 ： 〒 113-0033 東 京 都 文 京 区 本 郷 4-37-20
電

話：０３－３８１２－１２１１

最寄駅：地下鉄丸の内線及び大江戸線「本郷三丁目駅」徒歩２分

事会と支部・都道府県指圧師会、協会員で作る指圧協会の血液循環という考えをもつ。
い。
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佐藤
難

佐藤玄祥
高齢者の運転事故

聴

７５歳以上の半数が悩んでいると言われ

またまた、高齢者の運転によると考えられ

ている“加齢”が原因の難聴が、認知症のリ

ない交通事故が頻発した。度重なる高齢者

スクを高め補聴器使用率(30・10)のデータ

の運転事故多発で、免許証の返納を推奨す

の如く難聴早期発見の重要性が再認識さ

る風潮の中で、ドライブレコーダーや防犯

れてきた。根本的治療が未だ無い現在、補

カメラによる克明な記録が流れ、逆走や猛

完の器具に慣れることで、
「聞こえ」による

スピードの運転技術は正に“走る凶器”で、

脳の活性と刺激で認知症を防ぐ為の努力

本人死亡で原因不明だが、高齢者は事実で

が必要になってきた。聴力の低下は３０代

ある。早急に事故原因（車体か健康状態か）

から始まり、高音域から低音域に広がる。

を何れにしても、高齢者（年齢は区切れな

軽度難聴の人の割合は、５０代後半(10%)・

い）対策と車体のブレーキ及びアクセルの

６０代 (30%)・８０代(80%)に上る。
2017 年

関係（踏み間違いと急発進の恐怖）など、

国連アルツハイマー病会議では、難聴は認

今後究明されると思うが、交通網の発達し

知症の最大危険因子とされた。音の刺激が

ている都会（事故多発）では、高齢者は他

減って脳の働きが弱るためである。年のせ

の交通機関に切り替え早期免許返還を強

いにせず中程度なら早めに補聴器を使用

制すべきである。通常では考えられない不

し、認知症の予防に徹したい。

測の身体異変は高齢者だけに起こるとは
限らない。この事故以来、高齢者の運転免
許返納が増加した事は、家族の説得と本人
の自覚によるものと考える。これからの事
故回避には高価な代償であった。

編集 ☆ 第５７回指圧治療夏期大学が、国内外からご来賓を含め参加者９５
後記
名で、２日間に亘って日赤東京支部で盛会裡に終了した。１０年連
続ベトナム・ゴックアンさんの他１０名のご参加と特別寄稿は、世界に冠たる
「浪越指圧」を２３年に亘って取り入れられた経過に感激、海外支部委嘱は遅
きに逸した位でトップ記事の内容であった。☆メキシコ指圧協会浅田秀男会長
参加も、国際色に華を添えられた。新進講師のスポーツトレーナー・リンパド
レナージそしてお馴染みの西條一止先生のモデル実技等盛り沢山な講義内容。
新技術と基本の充実に満足。☆物故指聖供養塔法要・合祀祭が９月１日傳通院
で“巖修”。続いて指塚に参詣、長寿がお二人松原のぶ様杉並支部前支部長（９
６歳）
・石川辰男様豊島（９１歳）合掌。 ☆３大事業の新年会（令和２年１月
１２日）本郷機山館で祝いましょう。
（玄祥）
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