
開催日 曜日 主催 時間 会場 講習会等の予定・演題・講師／会の予定    申込締切日･申込先 備   考
ＪＢＳＶ
活動日

曜日 ＪＢＳＶ活動予定

7/4 日 臨研 10：00～12：00

JB接骨院  ●接骨医療臨床研修所講習会
   治療効果とパフォーマンスを上げる動作指導の実際（テーピング）
    講師: 理事 望月真

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

材料代あり

7/7 水 ＪＢ 15:00～15:45
ＪＢ会館3階

●キッズイングリッシュ（家族で楽しむ英会話）
開催日の1週間前までに
庶務課まで

3歳以上～6歳のお子様1人1000円
同伴の大人1人1000円
0～3歳未満のお子様無料

7/8 木 臨研 14:30～16:30
JB接骨院 ●接骨医療臨床研修所講習会

   Ｘ‐Ｐ・ＭＲＩ 超音波画像診断  講師: 坂本哲也会員
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

7/10 土 臨研 16:00～18:00
JB接骨院 ●接骨医療臨床研修所講習会

  コアコンディショニング  講師: 理事 相原雄一
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

7/11 日 臨研 9:00～11:00

JB接骨院 ●接骨医療臨床研修所講習会
  開業にあたっての心得 講師:遠藤信行会員

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

7/11 日

*京都府クラブ連盟バレーボールクラブカップ戦

  口丹波勤労福祉会館にて
*京都府障害者スポーツ大会
  京都府立体育館にて

7/12 月 ［レセプト受付締切日］

7/14 水 ＪＢ 15:00～15:45
ＪＢ会館3階

●キッズイングリッシュ（家族で楽しむ英会話）
開催日の1週間前までに
庶務課まで

3歳以上～6歳のお子様1人1000円
同伴の大人1人1000円
0～3歳未満のお子様無料

7/17 土 ＪＢ 千葉県鴨川市 ● 政策会議

7/18 日 ＪＢ 千葉県鴨川市 ● 政策会議

ＪＢ 9:30～ JB会館 ● 保険審査会

臨研
①10:00～12:00
②12:30～15:00

ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 保険講習会
  ①労災の申請法     講師: 斉藤職員
  ②一般療養費        講師: 榊原職員

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

7/19 月
(祝日)

*京都府クラブ連盟バレーボールリーグ戦

  京都府向日市体育館にて

臨研 15:00～17:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会

    レセコン取扱い基礎から応用まで 講師: （株）SSB飯泉清
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

ＪＢ 15:00～15:45
ＪＢ会館3階

●キッズイングリッシュ（家族で楽しむ英会話）
開催日の1週間前までに
庶務課まで

3歳以上～6歳のお子様1人1000円
同伴の大人1人1000円
0～3歳未満のお子様無料

7/24 土 臨研
①15:00～17:00
②17:00～19:00

JB接骨院

● 接骨医療臨床研修所講習会
  ① 臨床発表の手法  講師: 常任理事 荒井俊雅
  ② 包帯法・固定法   講師: 理事 菅俣弘道

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

②のみ材料代あり

7/25 日 全勤
JB会館 ●全国勤務柔整師協会　総会 7/25 日

*パドルテニス　関東大会
  中野体育館にて

7/28 水 ＪＢ 15:00～15:45
ＪＢ会館3階

●キッズイングリッシュ（家族で楽しむ英会話）
開催日の1週間前までに
庶務課まで

3歳以上～6歳のお子様1人1000円
同伴の大人1人1000円
0～3歳未満のお子様無料

7/29 木  ［療養費送金予定日］

7/31 土 臨研 15:00～17:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会

    柔整徒手整復医学 講師: 会長 五十嵐仁
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

材料代あり
7/31 土

*サッカースポーツ尐年団健全育成にあたっての講義

 浜松市東部体育館にて

ＪＢ事務連絡  講習会・研修会他のお知らせ 平成22年7月

7/21 水

7/19
月

(祝日)

全国勤務柔整師協会 ℡03-5577-4451        接骨医療臨床研修所付属JB接骨院 ℡03-5308-7855     お申込は電話かＦＡＸにてお願いします

※主催： ＪＢ →社団ＪＢ日本接骨師会 全勤→全国勤務柔整師協会 臨研→接骨医療臨床研修所 平成22年6月30日号



開催日 曜日 主催 時間 会場 講習会等の予定・演題・講師／会の予定    申込締切日･申込先 備   考 ＪＢＳＶ
活動日

曜日 ＪＢＳＶ活動予定

8/1 日
臨研
全勤

①10:30～12:00
②12:30～14:00
③14:10～16:10

ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 第6回基礎講習会 1日目
  ①柔整倫理 (医療・接骨の倫理）  講師：弁護士 本多清二
  ②治療機器の原理    講師：ＯＧ技研
  ③スポーツ外傷の基礎・実技・テーピング  講師：理事 菅俣弘道

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

8/1 日

*京都府クラブ連盟バレーボールリー
グ戦 明治国際鍼灸大学体育館にて

8/6 金 8/6 金
*八戸中体連安協大会
  新井田グラウンド東運動公園にて

8/7 土 臨研
17:30～19:30 JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会   腰の手技療法

     講師:常任理事 河野示
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで 8/7 土

*八戸中体連安協大会
  新井田グラウンド東運動公園にて

8/8 日
臨研
全勤

①10:30～12:00
②12:30～14:00
③14:10～16:10

ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 第6回基礎講習会   2日目
  ①医療接遇   講師：サンリカ講師 葛西千鶴子先生
  ②各種徒手検査法   講師：会長代行 福岡悟
  ③固定法・包帯法    講師：監事 梅津芳衛

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

8/8 日

*京都府障害者スポーツ大会
  京都府立体育館にて
*第91回　保土ヶ谷区民大会
  保土ヶ谷スポーツセンターにて
*骨髄バンクチャリティー
  オープントーナメントｶﾗﾃﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ　2010

  東京体育館にて
*八戸中体連安協大会
  新井田グラウンド東運動公園にて

8/10 火 ［レセプト受付締切日］

8/11 水 JB
● 御巣鷹山慰霊祭救護班ボランティア

8/11 水
*第27回日本車いすテニス選手権大会
 厚木市営南毛利ｽﾎﾟｰﾂセンターにて

8/12 木 JB
● 御巣鷹山慰霊祭救護班ボランティア

8/12 木
*第27回日本車いすテニス選手権大会
 厚木市営南毛利ｽﾎﾟｰﾂセンターにて

8/13 金 8/13 金
*第27回日本車いすテニス選手権大会
 厚木市営南毛利ｽﾎﾟｰﾂセンターにて

8/14 土 8/14 土

*関市町内対抗野球大会
  関市民球場にて
*第37回飯田招待サッカー大会
  飯田公園大塚グランドにて
*第27回日本車いすテニス選手権大会
 厚木市営南毛利ｽﾎﾟｰﾂセンターにて

8/15 日 8/15 日
*第37回飯田招待サッカー大会
  飯田公園大塚グランドにて

臨研 15:00～17:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会

    レセコン取扱い基礎から応用まで 講師: （株）SSB飯泉清
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

JB 15:00～15:45
ＪＢ会館3階

●キッズイングリッシュ（家族で楽しむ英会話）
開催日の1週間前までに
庶務課まで

3歳以上～6歳のお子様1人1000円
同伴の大人1人1000円
0～3歳未満のお子様無料

8/21 土 臨研 17:00～19:00
JB接骨院

●診断・手技・テーピング  講師:理事 荻原啓二
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

材料代あり
8/21 土

*南信柔連中高柔道講習会
  駒ヶ根市武道館にて

JB
9:30～ JB会館 ● 保険審査会

臨研
全勤

①10:30～12:00
②12:30～15:30

ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 第6回基礎講習会   3日目
   ①リスクマネジメント      講師：副会長 伊集院克
   ②保険のあり方（保険の意義～レセプト記入・実務編まで）
                                  講師：専務兼保険部長 諸星眞一

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

8/25 水 JB 15:00～15:45
ＪＢ会館3階

●キッズイングリッシュ（家族で楽しむ英会話）
開催日の1週間前までに
庶務課まで

3歳以上～6歳のお子様1人1000円
同伴の大人1人1000円
0～3歳未満のお子様無料

8/28 土 臨研 15:00～17:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会

    柔整徒手整復医学 講師: 会長 五十嵐仁
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

材料代あり

JB 会場未定 ● 群馬･山梨･長野･新潟地区研修会

臨研
全勤

①10:30～12:30
②13:00～14:30

ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 第6回基礎講習会   4日目
    ①リハビリテーション実技
         講師：社会医学技術学院 理学療法士 小林規彦先生
    ②臨床で遭遇する内科学・地域医療の連携
          講師：陽和クリニック院長 稲村恒明先生

開催日の1週間前までに
庶務課まで

8/30 月  ［療養費送金予定日］

*南信柔連中高柔道講習会
  駒ヶ根市武道館にて

ＪＢ事務連絡  講習会・研修会他のお知らせ 平成22年8月

全国勤務柔整師協会 ℡03-5577-4451        接骨医療臨床研修所付属JB接骨院 ℡03-5308-7855   お申込は電話かＦＡＸにてお願いします

8/22 日

8/18 水

8/22 日

8/29 日

※主催： ＪＢ →社団ＪＢ日本接骨師会 全勤→全国勤務柔整師協会 臨研→接骨医療臨床研修所 平成22年6月30日号


