
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活動予定

9/1 土 臨研 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

9/1 土
＊ｲﾀｼﾞｬｲ杯争奪戦
   袖ヶ浦陸上競技場にて

JB 14:00～16:00 柔道整復師センター ● 業界団体の説明会及び意見交換会

全勤
①10:30～12:00
②12:30～15:30

柔道整復師センター
地下多目的ホール

● 第19回開業塾      ① 開業経験談  講師:森島輝夫
    ②CS(顧客満足)を勝ち取る・柔整マーケティング論 ～お客様(市場)の見方と活かし方～
    講師:（株）ｴﾙ･ｴﾑ･ｴｽ経営企画室 顧問 鈴木正人先生

８月末日までに
庶務課まで

9/5
水 臨研 14:30～16:30 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
 (前回受講者の感想：患部以外の原因を探すことも大切だと感じた)
 

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

9/8
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
9/8

土

＊ｲﾀｼﾞｬｲ杯争奪戦 袖ヶ浦陸上競技場にて
＊置賜地区高体連秋季大会ﾎｯｹｰ競技大会
   米沢商業高等学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞにて
＊置賜地区高体連秋季大会ｻｯｶｰ競技大会
   米沢興譲館高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞにて

JB 13:30～16:30 柔道整復師センター
地下多目的ホール

● 第２回常任理事会・ 第２回理事会 合同開催

ＪＢ 10:00～15:30 柔道整復師センター2
階 接骨医療情報セン
ター

● 接骨院・整骨院の患者相談ダイヤル 第15回実施日 日

臨研 10:00～12:00 JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会   手技による整復術  (新講習）
     講師:徳竹賢一会員
 

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

9/10
月 ［レセプト受付締切日］

9/12 水
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: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

9/13
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
   (前回受講者の感想：エコー画像から得られる知識の多さに驚いた  )
 

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

9/15
土  

9/15
 土

＊ｲﾀｼﾞｬｲ杯争奪戦 袖ヶ浦陸上競技場にて
＊八戸市中体連秋季大会
　 新井田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ東運動公園にて

JB 9:30～12:00
柔道整復師
センター ● 保険審査会

JB
①10:00～12:00
②12:30～15:00

柔道整復師センター
地下多目的ホール ● 平成24年度第5回 保険講習会   ①自賠責  ②一般療養費  講師：ＪＢ事務局職員

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

9/17 月
(祝)

9/17 月
(祝)

＊八戸市中体連秋季大会
   新井田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ東運動公園にて

9/22 土
(祝)

JB 16:45～19:15 鴨川館 ● 政策会議
9/22 土

(祝)

＊江東区高校生交流大会
   江東区スポーツ会館にて

9/23 日 JB 9:00～12:00 鴨川館 ● 政策会議

臨研 15:00～17:00 JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 下肢の運動連鎖に係る手技療法 講師:理事上川充広
  (前回受講者の感想：筋膜や皮膚へのアプローチが他部位に影響するを学べた ）

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

［療養費送金予定日］

9/29
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
     (前回受講者の感想：牽引法が腰痛にとても効果的であることが学べた）

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 13:00～14:20 ● 埼玉･神奈川･栃木･茨城地区研修会

JB 14:30～16:30
柔道整復師センター
地下多目的ホール

● 第３回 文化講演会 第1部 胃がん治療の最前線  第2部 大腸がん治療の最前線
    講師：がん研究会有明病院 消化器外科 本多通孝先生 （座長）
           消化器外科医長 比企直樹先生（第1部）  同、福長洋介先生（第2部）
 

9月21日までに
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
       (前回受講者の感想：質問１つ１つに丁寧に答えて頂けて勉強になった )

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

ＪＢ事務連絡  講習会・研修会他のお知らせ 平成24年9月

9/27

9/16

ＪＢＳＶ
活動日

開催日

木

＊ｲﾀｼﾞｬｲ杯争奪戦 袖ヶ浦陸上競技場にて
＊八戸市中体連秋季大会
   新井田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ東運動公園にて
＊第20回障がい者卓球大会
   福島市南体育館にて

日

9/2

 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
 ※講習会等への参加につきましては事前の予約が無い場合は当日参加をお断りする場合があります    ※講習会でのビデオ・写真撮影は、お断りしております
★平成24年9月9日から 接骨医療臨床研修所講習会の新講習 “ 手技による整復術 ” が始まります。講師:徳竹賢一会員(ＪＢ番号1118 平成7年6月入会  徳竹接骨院 ℡0269-22-4637 長野県中野市)

日
9/30

＊平成24年度長野県ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会
    松本平広域公園陸上競技場にて
＊全日本空手道選手権
   保土ヶ谷スポーツセンターにて

日
9/16

9/30
日

9/9

日
9/2

日

＊ｲﾀｼﾞｬｲ杯争奪戦  袖ヶ浦陸上競技場にて
＊第38回YTA杯山形県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
   米沢地区予選大会  高畠町営体育館にて

＊京都府障害者スポーツ大会
   京都府立体育館にて
＊9人制選手権
   明治国際鍼灸大学体育館にて
＊ｲﾀｼﾞｬｲ杯争奪戦 袖ヶ浦陸上競技場にて

日
9/9

     ※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24年8月31日号 


