
平成 30 年 8 月 3 日 

各 位 

 

                  公益社団法人 日本鍼灸師会 

                              会長 仲野 弥和 

東京オリンピック・パラリンピック委員会 

                                委員長 安田 政寛 

                                                          

公益社団法人 日本鍼灸師会  

平成 30 年度 スポーツ鍼灸トレーナー実施研修会 

（長野松本マラソン）参加希望者募集 

 

拝啓  

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。かねてより日本鍼灸師会事業に対しご協力誠にあ

りがとうございます。各都道府県師会のスポーツ鍼灸指導者になられる方は、昨年の 11 月 3 日・4 

日・5 日の 3 日間の座学研修を通して必要なスポーツ鍼灸トレーナーの基本を学んで頂いたと思いま

す。 

 

本年は松本マラソン大会に参加していただき、フィールドワークと現役トレーナーの講習、地元信

州大学医学部教授によるスポーツ生理学を学びながら、地元医師会との協同医療サポートを体験し、

実際に豪鍼による介入を実施いたします。昨年１１月の座学に出られていない方も、ご参加頂けます

ので是非参加していただきたいと思います。 

ただしマラソン大会ということもあり、宿泊研修先を確保する事が厳しくスタッフ含め 50 名分の

確保になりました。定員になり次第、締め切らせて頂きます。 

下記をご参照頂き申込頂きますようよろしくお願いいたします。 

敬具 

 

記 

１．スケジュール 

９月２９日 

（土） 

講 義：１３時半受付 １４時開始 （１９時頃終了予定） 

場 所：信州健康ランド  長野県塩尻市広丘吉田３６６−１ JR 村井駅より徒歩７分 

講 義：信州大学医学部教授、スポーツに携わる鍼灸師による実践形式（予定） 

９月３０日 

（日） 

実施研修：８時半開始（１６時頃終了予定） 

場 所：松本市スカイパーク陸上競技場周辺 長野県松本市神林５３００ 

実地研修：ゴール後の選手へ豪針によるケア活動、スポーツ鍼灸師による鍼灸実技指導 

 

２．定 員 ■40 名（師会長推薦先）師会長推薦は、所属の師会事務所へご連絡願います。 

          （師会長推薦書を、所属県師会から日鍼会事務局へ届出します。） 

 

３．受講料 ■会員３２，０００円（受講料他込み）  ■一般３７,０００円（受講料他込み）  

■テキスト、専用ビブス、材料費（３，０００円）、懇親会（５，０８０円）、 

朝食付き宿泊（６，３８０円）。を含む。 

■宿泊場所：信州健康ランド 朝食付シングル。一部の方は近隣のツインとなります。 

■懇親会：１日目終了後に信州健康ランドで講師と参加者を囲んだ懇親会を行います。 

 



 

 

※注意事項  

２日目（9/30）の 9:40-14:00 は会場周辺が交通規制になり、車の出入りができなくなります。

交通規制区域内（フィニッシュ会場駐車場）に駐車予定の方は事前に駐車券が必要になりま

す、お申し出ください。（数に限りがあります） 

信州健康ランドには、無料駐車場が 350 台あります。信州健康ランドにご宿泊者の方は 

7：30 頃に信州健康ランドから松本市スカイパーク陸上競技場に向けての専用バスがでます。

帰りは松本駅への大会シャトルバスをご利用ください。 

信州健康ランドにご宿泊の方以外は、別途入館料（２，０５０円）がかかります。 

運営上、プログラム等が変更になる場合があります。ご了承の程を宜しくお願い致します。 

 

 

４．受講料について 

   受講料は、9 月 3 日（月）までに一括して振込みで完納すること。 

 

５．振込み先：ゆうちょ銀行 振替口座 

  口座番号：００１６０－４－３１９４２ 

       （他行等からの振込 ０１９＜ゼロイチキュウ＞店＜０１９＞当座００３１９４２） 

   ★通信欄に「スポーツ鍼灸トレーナー研修会」と記載する。 

 

６．受講申込方法 

別紙の【受講申し込み書】にて、FAX あるいは E－mail でお申込みください。 

 

 

   研修申込・受講料の入金 締切：平成 30 年 9 月 3 日（月）厳守 



スポーツ鍼灸トレーナー研修会 松本マラソン 2018年 9月 29−30日  

               スケジュール 

 

９月２９日（土曜） 

１３時      スタッフ集合 

１３時３０分   受付開始 宴会場 

１４時      開会式      委員長挨拶 委員・講師紹介 

１４時１０分〜１４時２０分     （講演 １０分） 

説明  松本マラソンについて    概要説明        今村頌平委員 

１４時２０分〜１４時３５分     （講演 １５分） 

報告  埼玉ラグビーにおける鍼灸ケア活動          小峰拓也先生 埼玉 

１４時３５分〜１６時０５分     （講演・実技９０分） 

教育講演 スポーツ鍼灸の実際 

全日本鍼灸学会スポーツ委員会委員長 金子泰久先生 

休憩１０分 

１６時１５分〜１７時４５分     （講演 ９０分） 

特別講演 脱水症の原因と対策                  

信州大学学術院医学系教授（疾患予防医科学系専攻 スポーツ医科学講座） 能勢博先生 

 【移動】 隣接する多目的室に移動  宴会準備のため 

１７時５０分〜１８時３０分 

合同質疑応答 松本マラソン各グループ打ち合わせ 

 【移動】 隣接する宴会場へ戻る 

１８時３０分〜２０時３０分   意見交換会 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

９月３０日（日曜） 

７時３０分 信州健康ランド 宿泊者ロビー集合 

８時３０分 スカイパーク体育館（予定） 

９時００分〜９時１５分      松本マラソンの衛生管理    今村頌平委員 

９時１５分〜１０時１５分 

実技供覧             （実技 各３０分） 

① スポーツ鍼灸の実際 腰部                   講師未定 

② スポーツ鍼灸の実際 下肢                   講師未定 

１０時１５分 〜 早めのお弁当（予定） 

１１時〜１５時 ケア活動 

修了式 修了書授与   １６時 完全撤収 



公益社団法人日本鍼灸師会 会長 仲野弥和 殿 

東京オリンピック・パラリンピック委員会委員長 安田政寛 殿 

 

 

本会の会員       君を 

 公益社団法人 日本鍼灸師会  

平成 30 年度 スポーツ鍼灸トレーナー実施研修会 

（長野松本マラソン）の受講者として推薦する。 

受講者 

住所 〒 

 

ふりがな  

氏名 
 

電話番号 
 

 

平成３０年  月  日 

都道府県師会名 

 

会長           ㊞ 

 



 

 公益社団法人 日本鍼灸師会 

 平成 30年度 スポーツ鍼灸トレーナー研修会 

 受講 申し込み書 
 

該当を○で囲む 日鍼会会員   ・ぷらまいさん(学生は除く) ・ 一般鍼灸師 

(所属師会名       )  29年度研修会参加 有 ・ 無 

 

氏 名(ふりがな) 

 

 

住 所 

〒   －     

 

連絡先(電話番号) 

■自宅：(     )     － 

■携帯電話：     －      － 

 

 

メールアドレス 

メールアドレスは必ず連絡が付くように念のため２つお書きください。 

 

■             ＠               

 

■             ＠               

保有免許 
はり師 ・ きゅう師  ■免許取得後の年数(     年) 

その他の医療系免許(                    ) 

 

スポーツ鍼灸トレーナー 

研修 

例）29年度日本鍼灸師会スポーツ鍼灸トレーナー研修会、東鍼会研修 

◎ 

◎ 

◎ 

 

フィールドサポート 

過去の経験報告 

【具体的に記入】(例)平成 28年度国体 県代表陸上チーム帯同 

□ 経験あり 

1. 

2. 

3. 

□ 経験なし 

 

保有資格について 

該当にレ印 

□ 日本体育協会 公認アスレティックトレーナー 

□ 日本陸上競技連盟 A級トレーナー 

□ 日本障がい者スポーツ協会 障がい者スポーツトレーナー 

その他の資格(                     ) 

携帯免許保有者証 保有   ・申請中   ・未保有 

賠償責任保険 加入済み ・未加入  保険会社 

懇親会への参加 参加する   ・   参加しない 

宿泊の有無 宿泊を申し込む ・ 手配済み（ホテル      ）・宿泊しない 

研修会場までの交通手段 電車 飛行機 車（ 台 同乗者 有・無／大会駐車場希望 有・無 ） 

（注）上記、必要に応じて○印等を記入してください。該当の無い箇所は未記入で結構です。 

研修申込・受講料の入金 締切：平成 30年９月３日（月）厳守 

返送先 ⇒ 日鍼会事務局 F A X：03-3985-6622  E メール：info@harikyu.or.jp  

件名は「スポーツ鍼灸トレーナー申込」 

H30.8月 

mailto:info@harikyu.or.jp
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