
イインンフフォォメメーーシショョンン  令令和和３３年年度度 NNoo..33（（NNoo..117744））

祝祝  佐佐藤藤尚尚男男様様  茨茨城城県県表表彰彰ににてて功功績績者者表表彰彰受受賞賞！！  

普及啓発局 森田英隆（いちはら病院） 

茨城県において県勢の発展に著しい功績があった方に贈られる茨城県表彰を本会元副会長の佐藤尚男

様（城西病院）が多年にわたる社会福祉増進に尽力されたことを称えられ受賞されました。おめでとうご

ざいます！ 

功績者表彰：県勢の発展に著しい功績があった方、 

職務・奉仕活動に精励された方 

功績概要 ：社会福祉の増進 

多年にわたり、会の役員として組織の健全運営並び

に会員の指導育成に尽力するとともに、県民の健康  

保持に貢献した。  （茨城県ホームページより） 

おお知知ららせせ  
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祝祝  佐佐藤藤尚尚男男様様  茨茨城城県県表表彰彰ににてて功功績績者者表表彰彰受受賞賞！！  
 

 普及啓発局 森田英隆（いちはら病院） 

 

茨城県において県勢の発展に著しい功績があった方に贈られる茨城県表彰を本会会員の佐藤尚男様

（城西病院）が多年にわたる社会福祉増進に尽力されたことを称えられ受賞されました。おめでとうご

ざいます！ 

 

 

功績者表彰：県勢の発展に著しい功績があった方、 

職務・奉仕活動に精励された方 

 

功績概要 ：社会福祉の増進 

多年にわたり、会の役員として組織の健全運営並び

に会員の指導育成に尽力するとともに、県民の健康            

保持に貢献した。  （茨城県ホームページより） 
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ままちちのの保保健健室室（（日日本本列列島島縦縦断断のの旅旅 YY・・YY ウウォォーーキキンンググ））  
 

地域ケア推進事業部 佐藤誠（ひたちなか総合病院） 

 

開催日：11 月 5 日（金） ９：３０～１２：００ 

場所 ：アダストリアみとアリーナ 2 階会議室 

内容 ：１）血圧測定・体脂肪測定・血管年齢測定：茨城県看護協会 

    ２）体力測定（握力・歩行テスト）     ：茨城県理学療法士会 

    ３）栄養の話             ：茨城県栄養士会 

参加者：25 名 

 

茨城県看護協会の企画運営の日本列島縦断の旅「Y・Y バーチャルウォーキング」に参加している住

民に対して、第 1 回ウォーキング講習会を開催しました。その中で理学療法士会（士会員 4 名、事務

局 1 名）では、体力測定およびフレイルチェックを行いました。またウォーキング前後のストレッチと 

筋力トレーニングの方法について指導させていただきました。 

ほとんどの参加者はフレイルチェックには該当せず、運動歴のある方ばかりでしたので、短時間で体

力測定を行うことができました。また、士会員には体温測定、マスクの着用、手指消毒、握力計の消毒

を徹底し、感染防止に努めました。 

今年度は、3 月にも同事業を予定していますので、感染対策を十分行い、事業が実施できるようにし

ていきたいと思います。 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

活活動動報報告告  



  

  

  

  

茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会設設立立 5500 周周年年記記念念式式典典・・記記念念講講演演会会  
 

50 周年記念事業 実行委員長 金子哲（水戸赤十字病院） 

 

令和３年１１月２０日（土）ホテルレイクビュー水戸において、茨城県理学療法士会設立５０周年記念

式典・記念講演会を開催しました。 

本来であれば５０年の節目を華やかにお祝いするところではございますが、新型コロナウィルス感染

症に配慮し３密を避けるため、会員の皆様のご参加と祝賀会の実施を見合わせ、感染症対策を徹底した

上での開催となりました。 

当日は小春日和のもと、記念講演会６２名、記念式典７４名の方々にご出席・ご臨席を賜りました。 

記念講演会では、「国民のために理学療法を届ける-理学療法士の未来を見据えて-」というテーマで、

日本理学療法士協会会長の斉藤秀之先生よりご講演をいただきました。メッセージ性の高いご講演で、

私たち理学療法士の社会における役割を再認識することができました。 

記念式典では、茨城県知事大井川和彦様をはじめ、１３名のご来賓の方々より、本会への労いと期待の

お言葉をいただきました。また表彰式では、茨城県より、保健医療行政の推進に貢献することを目的に、

永年にわたり理学療法を通じ県民の健康保持に貢献し、かつ、業務の発展に顕著な功績のあった者に対

し、知事賞と部長賞が授与され、井坂三男氏、斉藤秀之様に知事賞が、浅川育世氏、大曽根賢一氏、直井

洋明氏、沼尻一哉氏、金子哲に保健福祉部長賞が、それぞれ大井川和彦知事と吉添裕明保健福祉部長より

授与されました。また、本会より、これまで本会の運営及びその活動を支援し、発展にご貢献くださいま

した大田仁史様、森戸久雄様、森木孝司様に特別感謝状が、永年に渡り本会の賛助会員として事業の実施

などにご協力をいただきました賛助会員１２社へ感謝状が浅川育世会長より贈呈されました。 

 

＊当日の模様は、後日本会 YouTube チャンネルにて公開致します、是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  
  

 

学学術術賞賞候候補補者者公公募募ののおお知知ららせせ  
 

今年度の学術賞受賞者を、会員の皆様より募集いたします。下記の条件を満たしている方は、表彰委

員会までご連絡ください。内容審査のうえ、理事会で決定後、総会にて表彰されます。なお上位表彰を

受けられた方は、この賞には該当しませんのでご了承願います。 

 

 
 

【応募方法】 

申請書と裏付けとなる資料（コピー可）を郵送にて提出 

提出いただいた資料は返却いたしませんのでご了承ください 

※申請書受取連絡の為、メールアドレスも御提示ください 

申請後、表彰委員会より受取連絡がない場合は、お問い合わせください 

 

【締め切り】 

令和４年２月１5 日（当日消印有効） 

 

【応募先・問い合わせ先】 

〒３０２-００２２ 

茨城県取手市本郷２－１－１ 

ＪＡとりで総合医療センター リハビリテーション部 前田 信道 

℡ ０２９7-74-５５５１ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

学術賞：学術、研究面で著しく貢献のあったもの 

↓ 

茨城県士会在籍中、著書・論文・学会発表（筆頭著者・演者）等 １０編以上 

会会員員のの皆皆様様へへ  

表彰委員会より 



 
 
 
 

（公社）茨城県理学療法士会 学術賞 申請書 
 
 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

（公社）茨城県理学療法士会表彰委員長 殿 
 
 

所属：              
 

氏名：            ○印  
 

                                             メールアドレス： 
 
「令和 3 年度(公社)茨城県理学療法士会学術賞」への応募について(公社)茨城県理学療法士

会表彰規程に基づき裏付けとなる資料を添えて申請します。 
 
 
 

 タイトル 掲載誌または学会名 発行年月または開催日 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
  



  

  

  

  

会会員員状状況況  RR３３年年８８月月１１日日  ～～  RR３３年年１１００月月３３１１日日  現現在在        （名）  

区分 ８月  ９月 １０月 

在在会会者者  22,,333322  22,,332222  22,,331111  

新入会 手続中  22 6 3 

  

◆◆入入会会促促進進へへののごご協協力力ののおお願願いい  
   新年度新たに入職者がいる施設の会員の方は、日本理学療法士協会・茨城県理学療法士会の加入

についてお声かけをお願いいたします。入会手続きは日本理学療法士協会 HP をご案内ください。 

◆◆入入退退会会・・復復会会・・異異動動等等のの会会員員情情報報でで変変更更ががあありりままししたたらら、、速速ややかかにに届届出出ををおお願願いいししまますす  
手続きは協会 web（マイページ）にて行えます。変更がある場合はお手続きをお願いいたします。

また、施設情報の変更の場合は施設代表者のみ変更が可能です。 

 申請は随時受け付けていますが、翌年度から所属先が変わる場合には 1 月 1 日～2 月 20 日に手

続きを行っていただくことで、変更後の所属先へ会費が請求されます。 

◆◆刊刊行行物物等等のの郵郵送送先先ににつついいててごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす  
 協会または本会発行の刊行物等の郵送先については、所属施設を登録していただきますようご協

力をお願いいたします（協会 web・マイページにて登録変更可能）。 

◆◆会会費費納納入入ににはは楽楽天天カカーードドをを！！  
振込み用紙での納入をされている方へ楽天カードまたは口座振替への変更をお願いしております。 

協会では楽天カードによる納入を推奨しています。 

◆◆楽楽天天カカーードド更更新新にに伴伴ううママイイペペーージジ情情報報更更新新ののおお願願いい 
  マイページに登録されている楽天カード情報と、お手元のカード番号・有効期限・名義が相違して

いないことをご確認ください。楽天カードで年会費等の引き落としを行っている方で、マイページに

登録されているカード有効期限が過ぎてしまい、年会費の引き落としができない状況があります。楽

天カードの有効期限切れに伴い、新しいカードがお手元に届いた方は、マイページのカード情報の更

新をお忘れなく行ってください。 

◆◆日日本本理理学学療療法法士士協協会会「「年年会会費費割割引引制制度度」」ににつついいてて  
育育児児休休業業割割引引とは・・・育児休業期間中に割引申請を行った会員について次年度の協会年会費を割引

する制度 

シシニニアア割割引引とは・・・満 65 歳以上かつ会員歴 25 年以上の在会会員で割引申請を行った会員につ

いて、以降の協会年会費を割引する制度 

海海外外会会員員割割引引とは・・・海外会員であること（渡航前に異動申請していること） 

※海外会員割引のみ他の割引申請と手続きが異なります。 

※申請手続きは協会 HP のマイページから行います。詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

                                      

令令和和３３年年度度  第第２２回回業業務務執執行行理理事事会会  

日時：令和３年７月９日（金）１９:００～２０：１２  

出席：浅川育世、大曽根賢一、直井洋明、森田英隆、荒井秀行、川﨑仁史、下神納木加枝、瀧原純、平田

清次、松田智行、小手彰太、藤原祐介(全員 Web)  

 

【【審審議議事事項項】】  

１．会員異動状況について                               ⇒承認 

２．共催、後援、推薦等承認事項について                        ⇒承認 

【【検検討討事事項項】】  

(事務局)  

・学生会員について 

・ブロック・管理者・部門責任者について 

・IRPA との事業展開の検討 

(社会職能局) 

・介護予防キャラバン 

・介護予防フェスティバル 

・IRPA との事業展開の検討 

(学術局) 

・新たな生涯学習システムへの対応 

・学生会員の学会参加促進 

(普及・啓発局) 

・インフォメーションの内容の検討 

・SNS の利用者 UP 

(委員会) 

・表彰委員会 

【【報報告告事事項項】】  

１．三役行動報告 

２．各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・令和３年度の北茨城地域自立支援センターについて 

・第２１回全国障害者スポーツ大会の茨城県選手団の引率役員の依頼について  

・シルバーリハビリ体操フェスティバルについて 

（普及啓発局） 

・インフォメーション記事に関するアンケート結果 

・SNS 登録状況 

・Youtube チャンネルについて 

（学術・教育局） 

≪生涯学習部関係≫ 

・新人教育プログラムについて 

・理学療法士講習会について 

≪卒後教育関係≫ 

・臨床実習指導者講習会について 

≪学会・学術誌部関連≫ 

・茨城県理学療法学会について 

（事務局 財務担当） 

・財務状況報告 

  

各各種種会会議議  



 

 

 

 

令令和和３３年年度度  第第３３回回業業務務執執行行理理事事会会  議議事事録録  

日時：令和３年９月１０日（金）１９：００～２１：００ 

出席：浅川育世、大曽根賢一、直井洋明、森田英隆、荒井秀行、川﨑仁史、下神納木加枝、瀧原純、平田

清次、松田智行、圷真毅、小手彰太、藤原祐介 (全員 Web) 

 

【【審審議議事事項項】】  

１．会員異動状況について                                ⇒承認 

２．共催、後援、推薦等承認事項について                        ⇒承認 

３．第２５回茨城県理学療法士学会において、各賞候補について              ⇒承認 

【【検検討討事事項項】】  

１．令和４年度事業計画・予算（案）について 

２．学生会員の入会促進方法・学生会員向け事業の新設について 

【【報報告告事事項項】】  

１．三役行動報告 

２．各局・部・委員会報告 

(社会職能局) 

・第２１回全国障害者スポーツ大会の中止について 

・シルバーリハビリ体操フェスティバル報告 

・北茨城地域自立支援センターの茨城県地域リハ・ステーションの指定申請について 

(普及啓発局) 

・普及啓発局ミーティング 

・広報部 

①求人広告について 

②賛助会員に対して SNS のアナウンス 

(学術・教育局) 

≪生涯学習部関係≫ 

・新人教育プログラムについて 

・理学療法士講習会について 

・管理者研修 

≪卒後教育関係≫ 

・臨床実習指導者講習会について 

≪学会・学術誌部関連≫ 

・第２５回茨城県理学療法士学会について 

・各ブロックでの症例検討会について 

(事務局 財務担当) 

・財務状況報告 

３．茨城県理学療法士会設立５０周年記念事業 

４．その他 

・理事会資料の郵送について 

・協会の理事会、組織運営協議会について 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令令和和３３年年度度  第第４４回回業業務務執執行行理理事事会会  議議事事録録  

日時：令和３年１０月８日（金）１９：００～２１：００ 

出席：浅川育世、大曽根賢一、直井洋明、森田英隆、荒井秀行、川﨑仁史、下神納木加枝、瀧原純、平

田清次、松田智行、藤原祐介(全員 Web） 

 

【【審審議議事事項項】】  

１．会員異動状況について                               ⇒承認 

２．共催、後援、推薦等承認事項について                        ⇒承認 

【【検検討討事事項項】】  

１．令和４年度事業計画・予算（案）について 

２．令和３年度中間事業報告書（案）について 

３．学生会員の入会促進方法・事業の新設について 

【【報報告告事事項項】】  

１．三役行動報告 

２．各局・部・委員会報告 

(社会職能局) 

・北茨城地域自立支援センターの茨城県地域リハ・ステーションの指定申請について 

・職場での腰痛予防について 

(普及啓発局) 

・LINE 公式アカウント友だち追加推進のお願いについて 

・広告規程の変更について 

・令和４年度印刷発送費用について 

(事務局 財務担当) 

・２１年度の支出の状況について 

３．その他 

・株式会社オカフーズから茨城県看護協会へマスクの寄贈について 

・次回理事会の予定について 

・協会から意見交換会の依頼について 

・中間監査について 

 

 

 

 

  

※※詳詳細細はは本本会会ＨＨＰＰををごご参参照照くくだだささいい  

本会主催 
・・令令和和 33 年年度度  第第 22・・33 回回臨臨床床実実習習指指導導者者講講習習会会  

  期日：（第 2 回）令和 3 年 12 月 25 日（土）・26 日（日） 

     （第 3 回）令和 4 年 2 月 5 日（土）・6 日（日） 

  会場：オンライン開催 

 

・・新新人人教教育育ププロロググララムム追追加加研研修修会会  

  期日：令和 4 年 1 月 23 日（日） 

  会場：オンライン開催 

 

 

各各種種学学会会・・研研修修会会・・イイベベンントト案案内内  



 

 

  

※※詳詳細細はは本本会会ＨＨＰＰををごご参参照照くくだだささいい  

  

本会主催 
・・令令和和 33 年年度度  第第 22・・33 回回臨臨床床実実習習指指導導者者講講習習会会  

  期日：（第 2 回）令和 3 年 12 月 25 日（土）・26 日（日） 

     （第 3 回）令和 4 年 2 月 5 日（土）・6 日（日） 

  会場：オンライン開催 

 

・・新新人人教教育育ププロロググララムム追追加加研研修修会会  

  期日：令和 4 年 1 月 23 日（日） 

  会場：オンライン開催 

 

本会共催 
・・令令和和 33 年年度度在在宅宅リリハハビビリリテテーーシショョンン研研修修会会  

  期日：令和 4 年 1 月 30 日（日） 

  会場：オンライン開催 

 

本会後援 
・・NNuurrssiinngg  nnooww  iinn  IIBBAARRAAKKII  ～～看看護護のの心心ををみみんんななのの心心にに～～  

  期日：令和 3 年 10 月～令和 4 年 3 月配信予定 

  会場：オンデマンド配信 ※茨城県看護協会ホームページ・YouTube からの配信予定 

 

・・第第 221177 回回保保健健・・医医療療・・福福祉祉にに関関すするる勉勉強強会会  

  期日：令和 4 年 2 月 1 日（火） 

  会場：オンライン開催 

 

・・第第 1199 回回認認知知症症フフォォーーララムム iinn 茨茨城城  

  期日：令和 4 年 2 月 27 日（日） 

  会場：ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール 

 

・・第第 3322 回回日日本本臨臨床床工工学学会会及及びび 22002222 年年日日本本臨臨床床工工学学技技士士会会総総会会  

期日：令和 4 年 5 月 14 日（土）、15 日（日） 

  会場：つくば国際会議場 

 

その他 
・・第第 6611 回回近近畿畿理理学学療療法法学学術術大大会会  

  期日：令和 4 年 1 月 16 日（日） 

  会場：オンライン開催 

 

・・第第 1100 回回訪訪問問リリハハビビリリテテーーシショョンン管管理理者者ススキキルルアアッッププ研研修修会会  

  期日：令和 4 年 2 月 19 日（土）、20 日（日） 

  会場：オンライン開催 

 

・・第第 2277 回回日日本本基基礎礎理理学学療療法法学学会会学学術術大大会会  

  期日：令和 4 年 10 月 1 日（土）、2 日（日） 

  会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）＋WEB 

各各種種学学会会・・研研修修会会・・イイベベンントト案案内内  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨茨城城県県理理学学療療法法士士連連盟盟  
理理 学学 療療 法法 士士 のの 声声 をを 政政 界界 へへ ！！  

＜事務局＞ 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35 

TEL 029-353-8474 FAX 029-353-8475 

メール ibaraki.pt.renmei@gmail.com 

政治・選挙活動、首長・議会議員、政治家・秘書等に関心をお持ちの方、せひお問い合わせください。 

ホームページ Facebook 



萩萩原原総総合合法法律律事事務務所所
弁弁護護士士法法人人

茨茨城城県県弁弁護護士士会会所所属属 代代表表弁弁護護士士 萩萩原原慎慎二二

筑筑西西本本部部

常常総総支支所所

ひひたたちちななかか支支所所

：：

：：

：：
茨城県内３拠点，地元ならではのネットワークを活かし
交通事故被害者とご家族をサポートします。

交交通通事事故故のの相相談談初初回回無無料料
交交通通事事故故のの被被害害にに遭遭わわれれたた方方ののごご相相談談承承りりまますす。。



 

 

 

 

 

茨茨城城県県理理学学療療法法士士会会事事務務局局（（茨茨城城県県保保健健衛衛生生会会館館内内））  

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 TEL：029-353-8474 

FAX：029-353-8475 E-mail：toiawase@pt-ibaraki.jp   

 

 

 

  

 今年も残すところあとわずかとなりました。先日より自宅の大掃除を少しづつ開始しているのです

が、溜まりに溜まったレンジフードの油汚れを落とすのに丸一日かかってしまいました。日頃からこま

めに手入れをすること…日々の積み重ねの重要性を痛感した次第です。 

11 月 20 日に本会設立 50 周年記念式典、記念講演会が開催されました。無事 50 年という節目の

年を迎えられたのも、先輩方の日々の努力の積み重ねがあってのことだと思います。これから 60 年、

70 年と歴史を積み重ねていけるよう、士会の一員として何事もコツコツと地道に取り組んでいこうと

思いを新たにしました。                             （広報部員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホホーームムペペーージジ            FFaacceebbooook      TTwwiitttteerr            YYoouuTTuubbee チチャャンンネネルル 

会会員員数数：：2,311 名 

発発行行日日：：令和 3 年 11 月 30 日 

発発行行人人：：公益社団法人 茨城県理学療法士会 

代代表表者者：： 浅川育世 

編編集集者者：： 倉田俊洋  

事事務務局局：：〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 

     TEL 029-353-8474 

FAX 029-353-8475 

      E-mail toiawase@pt-ibaraki.jp   

各各種種おお問問いい合合わわせせ  

編編集集後後記記  


