
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

10/1 金 10/1 金
*第65回国民体育大会卓球競技
 千葉県柏市総合体育館にて

10/2 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

10/2 土

*パドルテニス　東京都大会
  東京体育館サブアリーナにて
*第65回国民体育大会卓球競技
 千葉県柏市総合体育館にて

10/3 日 10/3 日

*関市自治会対抗バレーボール大会
  関市総合体育館にて
*京都府クラブ連盟バレーボール6人制選手権
  京都府立体育館にて
*第65回国民体育大会卓球競技
 千葉県柏市総合体育館にて
*極真空手　全日本選手権大会
 神奈川県川崎市立体育館にて

10/9 土 臨研 17:00～19:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会

    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

JB ● 中野まつり

JB
12:30～14:00
14:10～16:10
16:20～18:20

フォレスト仙台 ● 青森・岩手・秋田・宮城・福島・山形地区研修会（自費一泊）
    特別講習会 救急救命講習会 講師:理事 矢萩裕
                    講師:NATA公認トレーナー 吉永孝徳
                    講師:ファミリーカイロプラクティック院長 小野弘志

10/11 月
(祝日)

JB
9:30～11:00
11:00～12:30
13:30～17:00

フォレスト仙台 ● 青森・岩手・秋田・宮城・福島・山形地区研修会（自費一泊）
    特別講習会 簡卖装具固定法 JBSVテーピング講習会
                    講師:常任理事 加藤剛

10/11
月

(祝日)

*第8回ケーブルテレビ杯争奪ミニバス選手権大会
  伊那市勤労福祉センターにて

10/12 火 ［レセプト受付締切日］

10/13 水 JB 15:10～15:55
ＪＢ会館地下
多目的ホール ●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

15:00～17:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会

    臨床発表の手法  講師:常任理事 荒井俊雅
開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

17:00～19:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会

    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

JB 10:00～11:30
JB会館4階執務室 ● 帰宅困難者対応訓練ボランティア会議

     御巣鷹山医療ボランティア会議

JB 11:30～12:30 JB会館 ● 第３回　常任理事会

JB 12:40～14:00 JB会館 ● 第2回　理事会

JB 9:30～ JB会館 ● 保険審査会

JB

12:40～17:30 JB会館 ● 千葉　神奈川　栃木　茨城　地区研修会
    特別講習会 電気治療器を併用した新たな運動治療法の提案
    講師：大分県立病院 大平高正

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 15:10～15:55
ＪＢ会館地下
多目的ホール ●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

10/23 土 10/23 土
*单信高校新人柔道競技会
 駒ヶ根市武道館にて

10/24 日 JB 10:00～15:00
2階 鍼灸室 ● 第55回超音波診断装置研究会

     講師：坂本哲也会員
10/22までに庶務課まで

10/24 日
*单信高校新人柔道競技会
 駒ヶ根市武道館にて
*京都府家庭婦人バレーボール大会  場所未定

10/27 水 JB 15:10～15:55
ＪＢ会館地下
多目的ホール ●キッズイングリッシュ（家族で楽しむ英会話）ハロウィン（予定）

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

10/28 木  ［療養費送金予定日］

10/29 金 10/29 金
*東北高校選抜大会
  川西町総合運動公園ホッケー場にて

10/30 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 10/30 土

*パドルテニス　秋季大会
  中野体育館にて
*東北高校選抜大会
  川西町総合運動公園ホッケー場にて

10/31 日 全勤
13:00～14:30
14:40～16:10

ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 第17回 開業塾(第1日目)
    柔整倫理  講師 本多清二
    開業経験談  JB会員 森島輝夫

開催日の1週間前までに
庶務課まで

10/31 日

*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
*東北高校選抜大会
  川西町総合運動公園ホッケー場にて

臨研
土

10/17 日 10/17 日

*関市田原地区バレーボール大会
  関市田原小学校体育館にて

ＪＢ事務連絡  講習会・研修会他のお知らせ 平成22年10月

10/10 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

10/10 日

*神奈川空手道選手権大会
  横浜文化体育館にて
*京都府障害者スポーツ大会
  京都府立体育館にて
*市民運動会
 鷲山小学校にて

10/20 水

10/16

※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9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

11/3 水
(祝日）

臨研
14:00～16:30

JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会    足病学  講師:松原伸行会員 開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで 11/3 水

(祝日）

*京都府クラブ連盟バレーボール6人制選手権京都オープン

  口丹波勤労福祉会館にて

11/6 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

全勤 13:00～16:10
ＪＢ会館 ● 第17回 開業塾(第2日目)

    柔整マーケティング論 講師:㈱エル・エム・エス 取締役 鈴木正人
開催日の1週間前までに
庶務課まで

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

［レセプト受付締切日］

JB 15:10～15:55
ＪＢ会館地下
多目的ホール ●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

11/11 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 超音波観察

                                    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

JB 13:00～16:30
ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 自生労特別講習会  13:00～14:30 労災講習会
                              14:40～16:10 自賠責講習会

平成22年11月5日(金)FAXにて
事務局庶務課まで

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

11/14 日

＊京都府障害者スポーツ大会
   京都府立体育館にて

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 15:10～15:55
ＪＢ会館地下
多目的ホール ●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

11/18 木
患者と
柔整
師の
会

13:30～15:30

ＪＢ会館

● 患者会議

11/20 土
臨研

17:00～19:00
JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会   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

材料代あり

JB 9:30～ JB会館 ● 保険審査会

臨研 10:00～13:00 ＪＢ会館地下
多目的ホール

● 保険講習会
    一般療養費   講師: 澤田職員

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

患者と
柔整
師の
会

13:15～15:15 JB会館4階執務
室

● 柔整師会議

11/23 火
(祝日） 11/23

火
(祝日）

＊京都府家庭婦人バレーボール大会
  伏見港運動公園にて
＊全日本空手選手権
   代々木第2体育館にて

11/24 水 JB 15:10～15:55
ＪＢ会館地下
多目的ホール ●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

11/27 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

11/27 土 JB
会場未定 ● 香川･愛媛･高知･徳島地区研修会

11/28 日 JB
会場未定 ● 香川･愛媛･高知･徳島地区研修会

11/28 日
＊第5回さんむロードレース大会
   蓮沼海浜公園にて
＊全日本空手選手権 代々木第2体育館にて

11/29 月  ［療養費送金予定日］

ＪＢ事務連絡  講習会・研修会他のお知らせ 平成22年11月

11/7 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

11/10 水

11/17 水

11/14 日

11/21 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9月30日号


