
インフォメーション 平成 29 年度 No.4（No.159） 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防キャラバン事業 
 

県看護協会まちの保健室との共同事業（Ｈ29.11.25〜11.26 茨城県三の丸庁舎） 

 

    水戸ブロック会員 小笠原佑輔（水戸赤十字病院） 

今回、11/25 に行われた水戸市産業祭でのまちの保健室に参加させていただきました。当日は天候が

穏やかで、参加したスタッフや同じブースの中で行っていた看護協会の方とも上手く連携をとることが

でき、スムーズに作業を進めることができました。 

私が参加した日は 100 人以上がブースに来場し、体力測定を行っていかれました。体力測定後は結果

の説明だけではなく、健康相談や運動指導も行い参加されたお客様の悩みにも対応しました。 

今回初めて責任者として参加させて頂きましたが、自分にはまだまだ至らない点があった中で、他の

スタッフや看護協会の方の協力もあって無事にまちの保健室を終えることができたことはすごく良かっ

たと思います。また、普段の仕事では得ることができない経験やまちの人との交流をすることができ、

今後に生かしていきたいと思いました。 

 

みんなの生活展（H29.11.25 しもだて地域交流センターアルテリオ） 

 

  筑西・下妻ブロック会員 川那子誠一（県西総合病院） 

平成 29 年 11 月 25 日、しもだて地域交流センターアルテリオにてみんなの生活展が開催され、介

護予防キャラバンとして県西地域の病院、施設から 7 人の理学療法士が参加しました。 

みんなの生活展では、「備えていますか？健康・安心・安全な暮らし」をテーマに、たくさんのイベン

トや飲食コーナー、ブースが設けられ子供から高齢の方まで幅広い年代の方が楽しまれていました。介

護予防のブースには 67 名の参加があり、体力測定（握力、長座位体前屈、片脚立位）をしていただき、

結果の説明やアドバイスなど理学療法相談をさせて頂きました。 

今回このようなイベントに参加させて頂いたことで、理学療法士の活動や職域を知って頂くとともに、

地域の方々と接する貴重な経験となりました。また地域の方々の健康や身体状況など介護予防への関心

の高さを改めて知り、継続していくべき活動である事を再認識する機会となりました。 

 

介護予防フェスティバル事業 
 

日立ブロック会員 小澤太郎（やすらぎの丘温泉病院） 

平成 29 年 12 月 10 日(日)に介護予防フェスティバル in 北茨城が北茨城市民ふれあいセンターで開

催されました。茨城県理学療法士会及び共催団体が協力して、まちづくりの一つとして、市民の皆様の

介護予防に対する意識づけを目的に開催しております。 

活動報告および開催案内 
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今年度は『認知症』がテーマとなっており、121 名の沢山の地域の方に集まっていただきました。前

半は講話を行い、保健師、精神保健福祉士、作業療法士、理学療法士と多職種が認知症について様々な

側面からお話しされ、身近な社会テーマということもあり、皆様熱心に耳を傾けておりました。後半は

茨城県理学療法士会による、認知予防のための運動体験や北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会によ

るシルバーリハビリ体操体験など、楽しみながら運動を行い、心地よい汗を流しておりました。今回ス

タッフとして初めて参加させていただき、改めて地域連携や地域医療等に積極的に貢献していきたいと

思います。 

 

 

３士会合同新春賀詞交歓会・大内厚氏茨城県表彰受賞祝賀会報告 
 

事務局共益担当 菅井康弘（茨城西南医療センター病院） 

平成 30 年 1 月 14 日、水戸三の丸ホテル 2 階「リルト」にて 3 士会合同新春賀詞交歓会が行われま

した。毎年の恒例となっております 3 士会合同懇親会を今年度は大内厚先生の茨城県表彰の受賞祝賀会

や本会賛助会員との意見交換会も兼ね賀詞交歓会として盛大に開催致しました。 

茨城県医師会会長諸岡信裕先生、衆議院議員国光あやの先生をご来賓にお招きし、総勢 3８名の参加

のもと、各テーブルからは、情報交換をはじめ様々な話題と多くの笑い声が聞かれ、横の繋がりの大切

さ、県内のリハビリテーション専門職のネットワークの強さを改めて感じる機会となりました。 

実際に顔を合わせられる場を大切に、来年度も本会をはじめ３士会の発展に向け、各施設の管理者の

方々を中心に多くの会員に参加していただけるよう、企画、運営に努めてまいりますので、ご協力のほ

どよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

つくば市市制施行３０周年記念式典報告 
 

普及啓発局長 森田英隆（いちはら病院） 

 

去る平成 29 年 11 月 30 日、つくば市ノバホールに於いて「つくば市

市制施行 30 周年記念式典」が挙行され、本会より斉藤秀之氏、石川公久

氏の 2 名が功労表彰を受けました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員状況 H29 年 11 月 1 日 ～ H30 年 1 月 31 日現在 

 

区分 11 月 12 月 1 月 

在会者 2108 2103 2086 

新入会 手続中（請求中） 4 4 7 

新入会 手続中（未納） 0 0 0 

新入会 理事会承認待 1 2 2 

新入会 理事会承認者 3 5 3 

休会申請者 0 1 52 

復会申請者 0 0 4 

退会申請者 2 5 7 

転出申請者 2 2 7 

転入申請者 4 1 10 

県内異動申請者 22 19 34 

改姓申請者 6 3 7 

休会経過退会 0 0 0 

未納退会 0 0 0 

連絡不能者 33 29 25 

                                  （名）           

 

◆入会促進へのご協力のお願い 
   今年度新たに入職された方がおられます施設の会員の方は、是非とも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。 

会員の皆さんへ 



入会手続きは日本理学療法士協会 HP をご案内ください。 

◆入退会・復会・異動等の会員情報で変更がありましたら、速やかに届出をお願いします 
手続きは協会 web（マイページ）にて行えます。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。 

会員の皆様におかれましては、いま一度日本理学療法士協会 web のマイページにて会員情報の確

認をしていただき、変更がある場合はお手続きをお願いいたします。 

 申請は随時受け付けていますが、2018 年 1 月 1 日～2 月 20 日に行うことで、4 月 1 日から

の新しい所属先での会費が請求されます。 

 ※詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 

◆年会費の納入をお忘れなく 
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。 

＜注意！＞楽天カード更新に伴うマイページ情報更新のお願い 

 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。 

 

◆2018 年度から「会費納入期限」がかわります！ 
   2018 年度から年会費が前納制に変わります。2018 年度の会費引落日は、2018 年 3 月 27

日です。また、会費納入者のみ正会員の権利が全て保障されます。 

 ＜注意！＞会員権利の全面停止 

6 月末日までに会費納入または休会/退会申請手続きが確認できない場合は、会員資格喪失により

退会の手続きが実施されます。退会の場合、生涯学習履歴は全て無効となり、復会はできません。

再度在籍を希望される際は、入会手続き、新人教育プログラムの再履修等が必要です。 

※詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 

 

◆日本理学療法士協会「年会費割引制度」について 
育児休業割引とは・・・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 （協会年会費通常金額 11,000 円→割引後 3,000 円, 県士会年会費通常金額

10,000 円→割引後 5,000 円） 

シニア割引とは・・・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 （協会年会費通常金額11,000円→割引後3,000円, 県

士会年会費通常金額 10,000 円→割引後 5,000 円） 

海外会員割引とは・・・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。（協会年会費通常金額 11,000 円→割引後 3,000 円） 

※申請手続きは協会 HP のマイページから行います。 

◆ご協力をお願いいたします 
 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）。 

 

学術誌・学会誌の公開について 

 会員に情報公開として、関連団体より届いている学術誌・学会誌および各都道府県士会の会員誌を閲

覧できますので、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

公開資料 ：学術誌・学会誌および各都道府県士会会員誌 

公開時間 ：火・木（祝日除く）14:30－16:30 

公開場所 ：茨城県理学療法士会事務所 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3 丁目 5 番 35 号 茨城県保健衛生会館内 



賛助会員等との意見交換会 

 

日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）16：20～18：20 

場所：水戸三の丸ホテル 2 階「リルト」 

本年度は、3 士会合同新春賀詞交歓会・大内厚氏茨城県表彰受賞祝賀会に併せて賛助会員等との意見

交換会を開催しました。茨城県理学療法士会から会員 20 名、賛助会員 4 名（3 社：（株）ロングライフ、

（株）セキショウライフサポート、（株）レイモンド・チル）、茨城県作業療法士会員 7 名、茨城県言語

聴覚士会員 5 名が出席し、会合の歓談中に様々な情報交換を行いました。 

 

 

平成 29 年度管理者ネットワーク会議 

 

広報部長 高石直紀（湖南病院） 

平成 30 年 1 月 16 日に茨城県保健衛生会館にて

管理者ネットワーク会議が行われました。 

本会議は日本理学療法士協会において各都道府県

における管理者の連携促進・組織強化を目的とした

内容であり、対象は協会指定管理者研修（初級）を

修了した会員となります。管理者同志が情報交換・

研修の協働開催等を行うことで、①地域包括ケアシ

ステムへの対応、②医療介護政策に対応した病棟・

施設の機能構築、③人材育成についての協力体制の

構築、④政策提言への意見・データ蓄積等について

協力する場を継続して作り上げる事を目指します。

当日の会議では、各病院及び施設等の会員による情報交換等が活発に行われました。今後は各市町村、

各ブロック単位更に県レベルでの連携促進による士会組織の強化が望まれます。 

 

 

理学療法責任者メールアドレス登録のお願い 

 

普及啓発局長 森田英隆（いちはら病院） 

理学療法部門責任者への情報伝達を円滑にし、有用な情報をいち早くお届けするために「理学療法責

任者メーリングリスト」を作成しております。理学療法部門責任者の方は必要事項をご記入の上、

address-touroku@pt-ibaraki.jp までご連絡ください。 

メールタイトル：【アドレス登録】 本文：①所属 ②氏名 ③登録アドレス 

ご登録お待ちしております。すでに登録されている方でメールアドレス変更等がある場合も上記アドレ

スまでご連絡お願いします。 

 

 

茨城県理学療法士会facebook に「いいね！」 

 

普及啓発局長 森田英隆（いちはら病院） 

茨城県理学療法士会のfacebook ページをご存知ですか？ 

本会主催の研修会情報や日本理学療法士協会の情報をホームページにアップした際には、facebook に

もシェアしています。まだ見たことのない方はこの機会にぜひ「いいね！」をどうぞ。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 
 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 
 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 
 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 
 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 
 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 
 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 
 

 

 

 

平成 29 年度 第 4 回業務執行理事会 議事要旨 

  

日時：平成 29 年 10 月 27 日（金）19:20～22:40 

出席：大曽根、浅川、金子、國谷、川﨑、直井、森田（敬称略） 

 

【審議事項】                                                                   

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

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

 

【検討事項】 

1.平成３０年度事業計画・予算（案）について 

２.管理者ネットワークについて 

 

【報告事項】 

1.三役行動報告 

2.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・正会員会費未納件数は 239 件。 

（社会職能局） 

・平成 29 年度認知力アッププログラム教材作成事業委託契約について 

・介護予防フェスティバル in 茨城について 

・北茨城地域自立支援センター事業について 

（普及啓発局） 

・介護予防フェスティバル in 北茨城の広報について 

 

 

平成 29 年度 第 2 回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）18:30～23:00 

出席：斉藤、大曽根、浅川、金子、赤津、圷、川﨑、國谷、鈴木、髙橋、直井、廣嶋、森田、 

黒澤、橋本（敬称略） 

【審議事項】 

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.平成 29 年度第 1 回理事会議事録（案）について                            ⇒承認 

4.会長雇用について                       ⇒会長審議不参加。理事 12 名中、12 名賛成で承認 

5.平成 30 年度事業計画（案）について       ⇒変更事項を局長・事務局長一任で承認 

6.平成 30 年度事業予算（案）について                                         ⇒継続審議 

7.代議員選出規則（案）について           ⇒会長、副会長、長谷川委員長に一任という形で承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

（斉藤会長） 

・茨城ゆめ国体や全国障害者スポーツ大会と本会の関わり方について協議中である。 

2.各局・部・委員会報告 

（社会職能局） 

・全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンについて 

各種会議 



・シル・リハ全国フェスタ 2017 について 

（学術・教育局） 

・平成 33 年度から開始予定の新生涯学習システムについて 

3.平成 29 年度中間事業報告（案）について 

・概ね計画通りに進んでいる。 
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※詳細は県士会 HP をご参照ください 

 

第 53 回 日本理学療法学術研修大会 in 茨城 2018 

＼＼＼＼＼ ／／／／／ 
貴方は自分に満足していますか？ 

〇本当に必要な力がすぐに身につく！ 

                 ／／／／／ ＼＼＼＼＼ 
日時     ：平成 30 年 5 月 24 日（金）・25 日（土） 

場所     ：つくば国際会議場 他 

ホームページ ：https://convention.japanpt.or.jp/nichiken/53/index.html 

フェイスブック：https://www.facebook.com/1957348974498871 

問い合わせ先 ：大会に関して→公益社団法人茨城県理学療法士会 

        E-mail：toiawase@pt-ibaraki.jp 

本大会では「都道府県理学療法士会および市町村における新たな総合事業等実践報告会」を企画して

おります。貴方の活躍を報告してみませんか？ 

 

 

第 22 回茨城県理学療法士学会の開催 

 

学術・教育局 局長  國谷 伸一（立川記念病院） 

学会・学術誌部 部長 下村 哲志（筑波学園病院） 

 

テーマ：「住民と共に地域共生社会を推進する理学療法を目指して ～創造、実践そして検証～」 

 

開催日：平成 30 年 10 月 14 日（日） 

会 場：茨城県立医療大学 

演題募集：平成 30 年 5 月 1 日（火）12：00 ～ 7 月 6 日（金）18：00 

 ※県士会ホームページから茨城県理学療法士学会ホームページにリンクします。情報は随時更新して

いきますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

各種学会・研修会・イベント案内 



学術誌「理学療法いばらき」への論文の募集 

 

公益社団法人茨城県理学療法士会は，学術誌「理学療法いばらき」（ISSN：1343-2931）への投稿論

文を募集しております． 

例えば・・ 

・全国理学療法学術大会で発表した演題や茨城県理学療法士学会で発表した症例報告等をきちん 

と論文の形にまとめて残したい 

・所属施設での試みと成果を広く発信したい 

・研究成果を発表し，広く意見を求めたい 

などといった場合に活用してください．有益な報告を学会発表の場だけで終わらせてしまうのはもった

いないことです． 

投稿は随時受け付けています（※応募締切：3 月 31 日締め切り）. 

投稿規定は既刊の「理学療法いばらき」もしくは本会のホームページに掲載されていますのでご参照く

ださい．会員の皆様の積極的な投稿をお待ちしています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

求人広告 

株式会社　カスケード東京
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス川尻アネックス

事業所名 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス川尻

設 所在地
概 代表者
要 電話

HP
担当者
設立

従業員数

求 職種
人 勤務地

雇用形態
職種 形態

PT・OT・ST 常勤
手当
賞与
昇給

待遇

勤務時間 月～土曜日：8:30～17:30　　
休憩時間：60分　　

勤 休日
務 加入保険
条

業務内容

応 応募方法
募 選考方法
そ 勉強会
の 研修会
他

0294-33-5101

らいおんハートリハビリ温泉デイサービス川尻アネックス　求人票　　（30.2月）

らいおんハート訪問看護ステーション
茨城県日立市川尻町1-37-19　　　最寄駅：十王駅（徒歩30分）
篠原興道

URL　　http://lion-clinic.com
川尻アネックス：市川　　川尻：大橋
平成24年6月
308人（リハビリ部門：PT、OT、ST52名:常勤）

事業内容
リハビリテーション（整形外科疾患、スポーツ外傷、中枢疾患、難病のリハビリ業務）
訪問リハビリ、デイケアリハビリ

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士　それぞれ若干名
所在地と同じ
正社員、パート（＊経験年数・能力により要相談）　、試用期間あり3ヵ月間

給与
基本給 顧客管理手当 総支給
160,000 90,000 250,000　～　350,000

デイサービスの場合

4週8休体制（週2日休み＊祝日も営業）、冬期特別休暇5日、初年度有給10日、産休育休有
社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
＜らいおんハートリハビリ温泉デイサービス川尻アネックス、川尻＞

家族手当：一人5000～、勤続手当（満5年）15000、　触察講師手当15000、能力給有4000～、役職給　
年間2回（7月・12月）、＊4月入社初年度は12月より
有　OJT制度（5000～8000／1回昇級につき）
交通費：有、引越支援制度180000（条件：1回、徒歩圏内、3年勤務）
就職試験交通費支援：交通費全額支給（就職後振込）、国家試験不合格でも採用（国家試験対策あり）
研修会・講習会費支援（講習費・交通費）＊但し会社が必要と認めたものに限る

対象疾患：　整形疾患約6割、中枢疾患・難病4割
・個別リハビリで１単位（20分）で提供、その他運動機器やリラクゼーションを提供
・マイオセラピー徒手療法（MPF）を主軸として早期に疼痛緩和、再発予防改善を提供
・中枢疾患（片麻痺、脊髄損傷）に対しては、促通反復療法を主軸としてリハビリを提供
・自宅訪問にて家屋調査を実施し、リハビリ提供

＜らいおんハート訪問リハビリ＞
自宅退院後のリハビリや通院出来ない方に、一人ひとりの環境に合わせたリハビリを提供
対象疾患：中枢疾患、難病、整形疾患、脳性麻痺
・PT・OT・STで個別リハビリを提供
・個別リハビリで2単位（40分）、3単位（60分）枠でリハビリを提供

整形：マイオセラピー、マニュアルセラピー、外傷テーピング、リンパドレナージ療法の理論・実技
中枢：促通反復療法理論・実技（年間）、ロボットスーツHAL、ユマニチュード療法（認知症）
筋触察セミナー実技勉強会（年間10～12回）、らいおん学会（年１回）

電話連絡　　連絡先：0294-33-5101（市川）

面接（履歴書・健康診断書・成績証明書・卒業見込み書）
















