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日マ新報発行延期のお知らせ
会長 安田和正
広報委員長 野本矩通
新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急事態宣言が延長されるなど、いま
だに終息の見通しがつかず、不安の毎日が続いていますが会員の皆様におか
れましては如何お過ごしでしょうか。
例年ですと７月に日マ新報第８８号を皆様のお手元にお届けすることにな
っていましたが新型コロナウイルス感染が本年２月にわが国でも確認され、
外出・会議等々の自粛要請が行われ日常生活に大きな影響を及ぼしています。
以上のような状況下で７月の発行につき検討しました結果、新報８８号は
令和３年１月に発行させていただくことになりました。
やむをえない事情とはいえ発行が先送りされることになり皆様にご迷惑を
おかけしましたことを深くお詫びいたします。
広報部といたしましては現在、手元に集まっている記事を取りまとめ、日
マ新報号外として発行いたしましたのでご一読下さい。
尚、新型コロナ感染対策の影響で一堂に会しての委員会を開くことが出来
ませんでしたので数日をかけて、ｍａｉｌ・電話・面接などにより新報のリ
ニューアルにつき、意見交換を行いました。
その結果８８号からは今までにまして会員の皆様の身近な問題を取り上げ
て行くことなど数項目が決まりました。
会員の皆様にはこれまでにもまして、ご協力・ご支援をお願いすることに
なりますが宜しくお願いいたします。
ご質問・お問い合わせは
ｍａｉｌ（ｉｎｆｏ＠ｎｉｃｈｉｍａｋａｉ．ｏｒ．ｊｐ）
又はｆａｘ（０３－５２８５－９００３）へお寄せください。
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三療研修会開催・計画のご案内

～～

コロナウイルス感染拡大の今後の影響によっては、下記に掲載されている研
修会が中止になる可能性がありますことをご了承ください。
(一社)愛媛県視覚障害者マッサージ師会 中央学術研修会
開催日時・場所
８月２３日(日)
会場：
松山市総合福祉センター３階
クラブ活動室
松山市若草町８番地２
電話：089-921-2111

事業内容・講師等
研 修 ：１０：００～１４：３０

参加費用

講 師 ：
元愛媛県立松山盲学校教諭
神野 一志 先生

資料代として
会 員：無料
会員外：2,000 円

テーマ ：
「訪問診療と今後の課題」

申込・問合せ
申込：
(一社)愛媛県視覚障害者マッ
サージ師会
総務部長 野瀬 毅
電話：089-975-5735

(弁当・資料代含む）

弁当代：
付添の方は昼食代
別途 ６００円で
承ります。

申込締切：8 月１０日(月)
資料作成上、これ以降のキャ
ンセルは、できませんのでご
了承ください。

関東地域三療研修会
開催日時・場所
９月２５日(金）
会 場 ：
東京都盲人福祉協会
２階研修センター
〒１６９-００７５
東京都新宿区
高田馬場１－９ー２３
申込・問合せ
申 込 ：担当 笹原
電 話 ：
０８０－８８５５－０９８８

事業内容・講師等

参加費用

研 修 ：１３時～１６時

講 師 ：大谷

素明 先生

資料代として
会 員：1,000 円
会員外：1,500 円

テーマ：
「体感（脊柱におけるソフトカイ
ロ）モビライゼーション」

申込締切：９月１１日(金)
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東北ブロックにおいても研修会の実施を予定しております。
詳細が決まり次第、当会の HP 等でお知らせいたします。

「認定訪問マッサージ師」・「認定機能訓練指導員」
講習会 開催のお知らせ
受講資格
① 認定訪問マッサージ師講習会：あん摩マッサージ指圧師免許取得者
② 認定機能訓練指導員講習会

：はり師・きゅう師・柔道整復師・看護師

あん摩マッサージ指圧師等 医療免許保有者
受講料
(１)認定訪問マッサージ師・認定機能訓練指導員
関連７団体会員の方

どちらかの資格のみ

４万円(テキスト代・認定書・携帯型認定書を含む)

関連団体に所属されていない方

８万円(テキスト代・認定書を含む)

※なお、上記の受講料には宿泊費・昼食代は含みません。
(２)両方の資格
上記(１)の金額にプラス１万円
定員数

１００名

抽選により決定いたします。なお受講者予定者数が６０名未満の場合は、
中止することもあります。中止になった場合、実技講習会も中止となります。
募集受付期間
令和２年６月１５日 午前９時～同年８月２７日午後５時まで(消印有効)
この日時以外に届いた申込は無効となりますのでご注意ください。
お問合せ先
(公社)埼玉県鍼灸マッサージ師会
〒３６０－００１２

埼玉県熊谷市上之１７７７－４

電話：０７０－６４５４－９５４１(ＰＨＳ)
電話対応日時・月曜日～金曜日
９：００～１２：００、１３：００～１６：００
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メールアドレス： ninteihoumon@saitama-sams.or.jp （申し込み専用）
講習申込書・日時・開催場所等の詳しい内容の確認は下記ＵＲＬよりお願い
致します。
令和２年度

「

https://manintei.amebaownd.com/posts/8427331

ＵＲＬ

「

第９回認定講習のご案内

」
」

厚生労働大臣免許保有証の申込について
申請ご希望の方は、日マ会事務局にご連絡をいただくか、HP より申請書
のデータを出力しご使用ください。
受付は、下記団体の地域団体が対象となります。
日本あん摩マッサージ指圧師会

日本視覚障害者団体連合

全日本鍼灸マッサージ師会

日本鍼灸師会

受付期間

令和２年７月１日～８月３１日

下記の必要書類を揃えて、お近くの地域団体にお越しください。
1. 厚生労働大臣免許保有証交付申請書(パスポートサイズ証明写真貼り付け)

2. 住民票（６か月以内の発行、本籍地が記載されているもの）
3. 本人確認用資料のコピー(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
4. あん摩マッサージ、はり師、きゅう師の免許証のコピー
5. 返信用封筒

長３（住所記載、４０４円切手貼り付け）

6. 払込受領証
7. 補助申請用紙（申請料金 ２，０００円に該当する方のみ）
注 上記 3,4 につきましては、地域団体にて申請の際に原本もご持参ください。
申請料金

２，０００円 (会員の方が、日マ会の地域団体で受付けた場合)
４，０００円 (非会員の方または、会員の方が、
日マ会の地域団体以外で受付けた場合)

取扱い銀行

ゆうちょ銀行

口座名義

公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会

口座番号

００１４０－７

１２２１００
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注意事項
住民票と免許証（マッサージ・はり・きゅう）に記載されている、
本籍地と氏名が違う場合は申請が出来ません。
その場合は、
「東洋療法研修試験財団」へご連絡の上、免許証の書換え
手続きを行ってください。
「
（公財）東洋療法研修試験財団

TEL 03-5811-1666」

免許保有証の書換えをご希望の方は、事務局までご連絡をお願いします。
厚生労働大臣免許保有証の有効期限が「平成３３年３月３１日」のものを
お持ちの場合、今年度より「更新の申請」が可能となります。
また、有効期限が切れた後にも、年に１回（７月～８月受付）更新の申請
を行うことができます。
必要書類としましては、前頁に記載されておりますものに加え
「お手元にある免許保有証の表面のコピー」を付けてお申し込みください。

日本マッサージ新報のメール配信 希望者募集のお知らせ
日マ会では、会員の方を対象に会報のメール配信希望者を募集しておりま
す。
ご希望の方は、事務局（info@nichimakai.or.jp）まで下記の事項を記入し、
お申し込みください。
１. 会員氏名
２. 配信をご希望されるメールアドレス
３. ご希望される会報のファイル形式
①ＰＤＦファイル
②メール本文への、会報本文の貼り付け
（この形式には、写真などの画像データは掲載されません。）
※メール配信を希望された方への、会報の郵送は行いませんのでご了承ください。
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