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公益社団法人日本理学療法士協会 全国一斉介護予防・健康増進キャンペーン 

シルバーリハビリ体操フェスティバル 
 

●日時：平成３０年７月１５日（日） 

 

●開催市町村・会場・参加者数 

開催市町村 会場 参加者 

○笠間市 友部公民館 ２３０名 

○北茨城市 北茨城市民ふれあいセンター １２３名 

○東海村 東海文化センター １２４名 

○神栖市 神栖市保健福祉会館   ９６名 

○つくば市 イーアスホール １６７名 

○土浦市 霞ヶ浦医療センター １０２名 

○利根町 利根町保健福祉センター １００名 

○下妻市 下妻市民文化会館 １９３名 

○古河市 古河福祉の森会館 １２８名 

 

●内 容 

 

主 催：公益社団法人茨城県理学療法士会  

共 催：公益社団法人日本理学療法士協会 茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会 

開催市町村シルバーリハビリ体操指導士会 

後 援：茨城県 茨城県立健康プラザ 開催市町村 一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協

会 公益社団法人茨城県作業療法士会 一般社団法人茨城県言語聴覚士会 

協 力：開催市町村以外のシルバーリハビリ体操指導士会 

                  

 

 

 

活動報告 

〇医療専門職による講話    

○シルバーリハビリ体操体験（シルバーリハビリ体操指導士） 

○理学療法士による相談会 
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茨城県シルバーリハビリ体操フェスティバルを終えて 

 
筑西・下妻ブロック会員 飯村浩輔（湖南病院） 

 

 

7 月 15 日、公益社団法人日本理学療法士協会 全国一斉介護予防・健

康増進キャンペーン 茨城県シルバーリハビリ体操フェスティバルが県内

9 ヵ所で開催されました。下妻市では下妻市民文化会館での開催となり

ました。当日は士会筑西・下妻ブロックの担当者、下妻市役所介護保険

課及びシルバーリハビリ体操指導士会の方々と協力して会場設営や準

備、進行の手伝い等をしました。初めての経験であり、全てが順調とい

うわけにはいかなかったものの、皆様のご協力により無事にイベントを

終えることができました。 

 連日猛暑が続き、当日も炎天下の中でしたが、193 名と多くの方に参加して頂きました。開会式で

は下妻市長の菊池氏よりご挨拶を頂きました。そして会館ホールでは、「日本の未来のために！シルバ

ーリハビリ体操！」と題して茨城県立健康プラザの大田仁史先生による講話と指導士会によるシルバー

リハビリ体操体験が行われ、会館ロビーでは士会スタッフによる介護予防キャラバンも行いました。講

演、体操体験では終始笑いもあり和やかに進みましたが、参加者は一生懸命取り組んでいる姿勢が見受

けられました。下妻市及び県西地区にも介護予防に熱心な方が多くいるのだと実感しました。そして大

田先生の講話では、シルバーリハビリ体操の意義・目的や自助・互助の大切さを再認識することができ

ました。また、講話で話されていた「独立自尊是修身」という言葉が心に残り、日々の業務においても

独立心、自尊心を大切にすることが大事なのだと改めて認識できました。そして、今後も行政及びシル

バーリハビリ体操指導士会と連携を取り、教室の県内の普及更には全国展開をすることで介護予防の促

進につながると感じました。 

 今回のイベントで多くの方々にシルバーリハビリ体操や理学療法士のことを理解して頂く良い機会に

なったと感じました。また、準備から開催の全てにおいて助け合いということが、とても大切なのだと

実感できた有意義な時間となりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 22 回茨城県理学療法士学会の開催 
 

開催日：平成 30 年 10 月 14 日（日） 

会 場：茨城県立医療大学 

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

学会長：上岡裕美子（茨城県立医療大学） 

参加費：5,000 円 ※（公社）茨城県理学療法士会会員は 3,000 円 

プログラム：学会長企画シンポジウム、教育講演、一般演題、フレッシュマンセッション、企業展示等 

※情報は随時学会ホームページにアップしていきます（県士会ホームページからリンク） 

 

新人教育プログラム研修会 
 

第 6～9 回新人教育プログラム研修会 

開催日：9 月 23 日（日）  会場：茨城県立医療大学 

 

第 10～13 回新人教育プログラム研修会 

開催日：10 月 21 日（日） 会場：日立製作所日立総合病院 

 

第 14～17 回新人教育プログラム研修会 

開催日：11 月 25 日（日） 会場：つくば国際大学（仮） 

 

第 18～21 回新人教育プログラム研修会 

開催日：12 月 16 日（日） 会場： 茨城県民文化センター 別館（集合室 10 号） 

 

理学療法講習会 
 

テーマ：筋力増強運動「骨関節系疾患に対する治療手技」 

開催日：9 月 9 日（日） 会場：茨城県立医療大学 実習棟 1 4 階 運動治療実習室 

定員：40 名 

 

テーマ：スポーツ理学療法に必要な関節の解剖・運動学と代表的疾患の理学療法の展開 

開催日：11 月 11 日（日） 会場：茨城県霞ケ浦環境科学センター（仮） 

定員：40 名 

 

テーマ：発達が障がいされた小児期の人々に対する理学療法の進め方 

開催日：12 月 9 日（日） 会場：筑波メディカルセンター病院 TMC ホール 

定員：40 名 

 

平成３０年度茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 
 

期間：１０月２７日（土）、２８日（日）、１１月４日（日）、１１月１８日（日）４日間 

会場：笠松運動公園、筑波技術大学保健科学部、つくば国際大学第Ⅰキャンパス 

定員：３０名（茨城県理学療法士会会員先行受付あり・先着順） 

申込み先： 

① 一般受付 公益社団法人日本理学療法士協会ホームページから会員マイページへログインし、   

    WEB システムよりご申請ください。  

② 先行受付（茨城県理学療法士会員）公益社団法人茨城県理学療法士会ホームページの専用申込

フォーマットよりご申請ください。 

研修会等の案内 



 

茨城県シルバーリハビリ体操フェスティバルを終えて 

 
筑西・下妻ブロック会員 飯村浩輔（湖南病院） 
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テーマ：スポーツ理学療法に必要な関節の解剖・運動学と代表的疾患の理学療法の展開 

開催日：11 月 11 日（日） 会場：茨城県霞ケ浦環境科学センター（仮） 

定員：40 名 

 

テーマ：発達が障がいされた小児期の人々に対する理学療法の進め方 

開催日：12 月 9 日（日） 会場：筑波メディカルセンター病院 TMC ホール 

定員：40 名 

 

平成３０年度茨城県理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 
 

期間：１０月２７日（土）、２８日（日）、１１月４日（日）、１１月１８日（日）４日間 

会場：笠松運動公園、筑波技術大学保健科学部、つくば国際大学第Ⅰキャンパス 

定員：３０名（茨城県理学療法士会会員先行受付あり・先着順） 

申込み先： 

① 一般受付 公益社団法人日本理学療法士協会ホームページから会員マイページへログインし、   

    WEB システムよりご申請ください。  

② 先行受付（茨城県理学療法士会員）公益社団法人茨城県理学療法士会ホームページの専用申込

フォーマットよりご申請ください。 

研修会等の案内 



 

平成 30 年度茨城県臨床実習指導者研修会 
 

茨城県理学療法士会主催による臨床実習指導者研修会を開催いたします。臨床実習指導者としてどの

ようなことに留意すべきか。臨床実習を実施している病院・施設の方は奮ってご参加ください。 

なお、茨城県臨床実習連絡協議会活動の一環として、士会ホームページにて過去の県内履修施設マップ

を掲載しています。 

 

学会・研修会名 
公益社団法人茨城県理学療法士会主催  

平成 30 年度茨城県臨床実習指導者研修会 

日時（受付開始時間） 2019 年 2 月 10 日（日）（8：30～受付開始） 

場所・会場 茨城県立医療大学 講義棟教室１25 講義室 

講師名・テーマ 

教育機関と臨床実習受入施設双方の所属講師による 

臨床実習指導の総論と実践指導                     

講義Ⅰ 9：00～10：30   

「学校における臨床実習教育～本学が目指す臨床実習教育～」  

講師：大橋ゆかり（茨城県立医療大学） 

講義Ⅱ 10：40～12：10   

「病院・施設における臨床実習の実際～筑波記念病院の取り組み～」 

講師：金森毅繁（筑波記念病院）                    

受講費 3,000 円（公益社団法人茨城県理学療法士会会員 2,000 円） 

時間・内容 9：00～12：10   

定員 40 名（申込み多数の場合は先着） 

認定ポイント 

専門・認定理学療法士に関わるポイント：10 ポイント 

＜教育管理理学療法＞ 

＜認定理学療法士（臨床教育）（学校教育）（管理・運営）＞ 

都道府県士会主催の講習会・研修会 10 ポイント 

申込期間 2018 年 11 月 1 日（土）  ～  2019 年 1 月 20 日(日) 

申込方法 

日本理学療法士会ホームページ「講習会・研修会情報サイト」より「協会

主催研修会・都道府県理学療法士会主催研修会・セミナー講習会情報閲

覧」内「士会主催研修会」にて、ご確認・お申し込みください。 

受講費は銀行振り込みになります。当日受講費の受け取りはいたしません

ので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は県士会 HP をご参照ください 

 

 

 

第 28 回茨城がん学会（一般演題募集） 

日時：平成 31 年 1 月 27 日（日） 

会場：茨城県メディカルセンター、 

茨城県医師会（水戸市笠原町 489） 

 

○一般演題の募集について 

テーマ：悪性腫瘍に関するもの（50 題） 

募集締切：平成 30 年 9 月 14 日（金） 

『北関東ブロック研修大会 in いばらき』 
～ケアマネジメントの温故知新と最新テクノロジー～ 

日時：平成 30 年 10 月 14 日（日） 

会場：茨城県総合福祉会館 

（水戸市千波町 1918） 

対象：介護支援専門員等 

   市町村、地域包括支援センター職員等 

    

コメディカル組織運営研究会 第７回学術集会 

日時：平成 30 年 10 月 21 日（日） 

会場：立教大学池袋キャンパス 

    12 号館地下第 1・第 2 会議室 

参加費：1000 円 

定員：先着 60 名 

申込：コメディカル組織運営研究会

co.medical5@gmail.com 

第 19 回 茨城フットケア研究会 

日時：平成 30 年 9 月 20 日（木） 

会場：ホテルテラスザガーデン水戸 

（水戸市宮町 1-7） 

参加費：500 円（学生無料） 

スケジュール：製品紹介 

       一般講演 

       特別講演 

第 11 回 茨城県作業療法士学会 

「医療と介護と福祉をつなぐ作業療法」 

日時：平成 31 年 2 月 17 日（日） 

会場：茨城県立医療大学 

企画：基調講演 

   教育講演 

   ランチョンセミナー ポスター発表 

   自助具展 作品コンテスト 

茨城県作業療法士会 市民公開講座 

「がんを患った人の生活を支える作業療法」 

日時：平成 30 年 11 月 18 日（日） 

会場：日立シビックセンター  

702-704 会議室 

講座内容：・がんに対しての作業療法士の関わり 

      について ほか 

       

平成 30 年度第 2 回茨城県介護老人保健施設協会 

リハビリテーション専門委員会研修会 

日時：平成 30 年 10 月 19 日（金） 

会場：ワークヒル土浦 2F 会議室 

（土浦市木田余東台 4 丁目 1-1） 

内容：「平成 30 年度介護報酬改定を踏まえた 

   通所リハビリテーションの運営等につい

て」 

認知症市民フォーラム in 水戸 

いきいきとした暮らしを支える -若者と学ぶ- 

日時：平成 30 年 11 月 28 日（水） 

会場：茨城県総合福祉会館 コミュニティホール 

（水戸市千波町 1918） 

参加費：1,000 円 

プログラム：基調講演 実践発表 

      ディスカッション ほか 

古河・筑西のリハビリを支える会  

第 8 回症例検討会 

平成 30 年度茨城県理学療法士会  

古河・坂東ブロック新人症例検討会 

日時：平成 31 年 1 月 20 日（日） 

会場：茨城西南医療センター病院 

参加費：古河・筑西のリハビリを支える会は無料 

士会症例検討会は 1,000 円 

第 11 回 訪問リハビリテーションフォーラム

2018 PartⅡ 

介護支援専門員とリハビリテーション専門職と

の協働に向けた役割 

日時：平成 30 年 10 月 28 日（日） 

会場：JA・AZM ホール 本館 2 階 大研修室 

   （宮崎県宮崎市霧島 1-1-1） 

対象：介護支援専門員、PT、OT、ST 



 

平成 30 年度茨城県臨床実習指導者研修会 
 

茨城県理学療法士会主催による臨床実習指導者研修会を開催いたします。臨床実習指導者としてどの

ようなことに留意すべきか。臨床実習を実施している病院・施設の方は奮ってご参加ください。 

なお、茨城県臨床実習連絡協議会活動の一環として、士会ホームページにて過去の県内履修施設マップ

を掲載しています。 

 

学会・研修会名 
公益社団法人茨城県理学療法士会主催  

平成 30 年度茨城県臨床実習指導者研修会 

日時（受付開始時間） 2019 年 2 月 10 日（日）（8：30～受付開始） 

場所・会場 茨城県立医療大学 講義棟教室１25 講義室 

講師名・テーマ 

教育機関と臨床実習受入施設双方の所属講師による 

臨床実習指導の総論と実践指導                     

講義Ⅰ 9：00～10：30   

「学校における臨床実習教育～本学が目指す臨床実習教育～」  

講師：大橋ゆかり（茨城県立医療大学） 

講義Ⅱ 10：40～12：10   

「病院・施設における臨床実習の実際～筑波記念病院の取り組み～」 

講師：金森毅繁（筑波記念病院）                    

受講費 3,000 円（公益社団法人茨城県理学療法士会会員 2,000 円） 

時間・内容 9：00～12：10   

定員 40 名（申込み多数の場合は先着） 

認定ポイント 

専門・認定理学療法士に関わるポイント：10 ポイント 

＜教育管理理学療法＞ 

＜認定理学療法士（臨床教育）（学校教育）（管理・運営）＞ 

都道府県士会主催の講習会・研修会 10 ポイント 

申込期間 2018 年 11 月 1 日（土）  ～  2019 年 1 月 20 日(日) 

申込方法 

日本理学療法士会ホームページ「講習会・研修会情報サイト」より「協会

主催研修会・都道府県理学療法士会主催研修会・セミナー講習会情報閲

覧」内「士会主催研修会」にて、ご確認・お申し込みください。 

受講費は銀行振り込みになります。当日受講費の受け取りはいたしません

ので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は県士会 HP をご参照ください 
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※詳細は県士会 HP をご参照ください 
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第 11 回 茨城県作業療法士学会 

「医療と介護と福祉をつなぐ作業療法」 

日時：平成 31 年 2 月 17 日（日） 

会場：茨城県立医療大学 

企画：基調講演 

   教育講演 

   ランチョンセミナー ポスター発表 

   自助具展 作品コンテスト 

茨城県作業療法士会 市民公開講座 

「がんを患った人の生活を支える作業療法」 

日時：平成 30 年 11 月 18 日（日） 

会場：日立シビックセンター  

702-704 会議室 

講座内容：・がんに対しての作業療法士の関わり 

      について ほか 

       

平成 30 年度第 2 回茨城県介護老人保健施設協会 

リハビリテーション専門委員会研修会 

日時：平成 30 年 10 月 19 日（金） 

会場：ワークヒル土浦 2F 会議室 

（土浦市木田余東台 4 丁目 1-1） 

内容：「平成 30 年度介護報酬改定を踏まえた 

   通所リハビリテーションの運営等につい

て」 

認知症市民フォーラム in 水戸 

いきいきとした暮らしを支える -若者と学ぶ- 

日時：平成 30 年 11 月 28 日（水） 

会場：茨城県総合福祉会館 コミュニティホール 

（水戸市千波町 1918） 

参加費：1,000 円 

プログラム：基調講演 実践発表 

      ディスカッション ほか 

古河・筑西のリハビリを支える会  

第 8 回症例検討会 

平成 30 年度茨城県理学療法士会  

古河・坂東ブロック新人症例検討会 

日時：平成 31 年 1 月 20 日（日） 

会場：茨城西南医療センター病院 

参加費：古河・筑西のリハビリを支える会は無料 

士会症例検討会は 1,000 円 

第 11 回 訪問リハビリテーションフォーラム

2018 PartⅡ 

介護支援専門員とリハビリテーション専門職と

の協働に向けた役割 

日時：平成 30 年 10 月 28 日（日） 

会場：JA・AZM ホール 本館 2 階 大研修室 

   （宮崎県宮崎市霧島 1-1-1） 

対象：介護支援専門員、PT、OT、ST 



 

 

 

 

 

 

会員状況 H30 年 5 月 1 日 ～ H30 年 7 月 31 日現在 

 

区分 5 月 6 月 7 月 

在会者 2132 2176 2140 

新入会 手続中 44 44 25 

                                       （名） 

 
 

 
 
◆入会促進へのご協力のお願い 
   今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。 

（参考 URL）http://www.japanpt.or.jp/about/join/ 

 

 
 
 
 
◆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。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。 

 
 
 

 
 
◆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）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員の皆さんへ 

入退会・復会・異動等の手続きについて 

刊行物等の郵送先について 

入会促進へのご協力のお願い 

 
 
 
◆会費納入には楽天カードを！ 

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。 

 

◆楽天カード更新に伴うマイページ情報更新のお願い 
 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。 

 

◆2018 年度から「会費納入期限」がかわりました！ 

   2018 年度から年会費が前納制に変わりました。会費納入期限（3 月末）までの前納者のみ正会

員の全ての権利が保障されます。なお、期限内納入ができなかった場合は、マイページからの手続き

が可能です（マイページログイン → 楽天カード申し込み or 口座振替決済）。 

 ＜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。 

 

 

 
 
 
◆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。詳細は、協会 HP「年会費」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入等のご案内 

年会費割引制度のご案内 
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資格等取得支援制度ができました！ 
 

茨城県理学療法士会における障害者相談支援事業開設事業の一環として資格取得や維持のための講座

を受講する方に補助金を給付します。 
この度本会では、自立支援型の地域包括ケアシステムを推進するため、北茨城市に次いで、筑西市に

2 か所目となる地域自立支援センターを開設し、障害者相談支援事業所を基盤とした活動を計画してお

ります。その為、障害者相談支援従事者および関連資格を現在有する方や取得を希望する方に是非とも

従事して頂きたいと思っています。 

 

〇IPTA の資格等取得支援制度概要 

Q 財源は？ 

日本理学療法士協会都道府県機能強化モデル事業費の一部を充てます。 

Q 補助をうける条件は？ 

 本会会員・非会員は問いません。（ただし会員が優先されます。） 

 原則、研修修了により資格取得・更新後、本会の地域自立支援センター職員として、今回取得・更新

した資格を活用し、1 年間以上従事して頂ける方。 

Q 対象になる講座は？ 

 ◎障害福祉の資格取得・更新に必要な研修 

 ◎介護支援専門員の資格取得･更新に必要な研修 

 ◎その他 

＊受講希望講座が対象となるか否かは、申し込み頂いた際に本会にて判断します。 

Q 補助される金額は？                                          

 上限：＜本会会員＞50,000 円 ＜本会非会員＞25,000 円 

受講料、受験（検）料、交通費、宿泊費、書籍代の実費を補助いたします。 

 なお、交通費、宿泊費につきましては、本会規程によるお支払いとなります。 

Q 補助をもらえる時期は？ 

・原則、事後精算となります。詳細は支援決定の連絡の際にお知らせします。 

Q 問い合わせ・申請方法は？ 

 メールにて下記の要領でお問い合わせ・お申込み下さい。 

 件名：資格等取得支援制度について 

 アドレス：toiawase@pt-ibaraki.jp 

 本文：①氏名、②職種、③会員/非会員の別（会員の場合会員番号を記載）、④勤務先、⑤連絡先電話

番号、⑥連絡先アドレス、⑦取得支援を希望する資格、⑧問い合わせ内容 を記載 

Q 取得支援の決定方法・決定時期は？ 

 申請内容を本会常任理事にて検討し、申請より 3 週間以内に支援の可否をメールにてお知らせいたし

ます。（必要に応じ面談を行うことがございます。） 

Q 申請期限は？ 

 2018 年 10 月 31 日（水）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 第１回業務執行理事会 議事要旨 

 

日時：平成 30 年４月２３日（金）19:00～21:３0 

出席：大曽根、金子、川﨑、國谷、直井、森田（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 

 

【検討事項】 

１.平成 29 年度事業報告書（案）について 

２.茨城県理学療法士会旅費規程改定（案）について 

３.各種新規事業の開始に向けた定款変更の可能性について 

４.平成 31 年度茨城県理学療法士学会長（案）について 

５.平成 29 年度茨城県理学療法士学会長賞（案）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） 

・平成 29 年度四半期報告書（4 月～2 月） 

・平成 29 年度収入見込み 

・平成 29 年度支出見込み 

・平成 30 年度への繰越金見込み、について 

３.第 45 回定時総会併催事業とタイムスケジュールについて 

４.介護予防・健康増進全国一斉キャンペーン開催概要（案）について 

５.会長の他士会への転出に伴う代表理事の交代について 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種会議 

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 

事務局から 



資格等取得支援制度ができました！ 
 

茨城県理学療法士会における障害者相談支援事業開設事業の一環として資格取得や維持のための講座

を受講する方に補助金を給付します。 
この度本会では、自立支援型の地域包括ケアシステムを推進するため、北茨城市に次いで、筑西市に

2 か所目となる地域自立支援センターを開設し、障害者相談支援事業所を基盤とした活動を計画してお

ります。その為、障害者相談支援従事者および関連資格を現在有する方や取得を希望する方に是非とも

従事して頂きたいと思っています。 

 

〇IPTA の資格等取得支援制度概要 

Q 財源は？ 

日本理学療法士協会都道府県機能強化モデル事業費の一部を充てます。 

Q 補助をうける条件は？ 

 本会会員・非会員は問いません。（ただし会員が優先されます。） 

 原則、研修修了により資格取得・更新後、本会の地域自立支援センター職員として、今回取得・更新

した資格を活用し、1 年間以上従事して頂ける方。 

Q 対象になる講座は？ 

 ◎障害福祉の資格取得・更新に必要な研修 

 ◎介護支援専門員の資格取得･更新に必要な研修 

 ◎その他 

＊受講希望講座が対象となるか否かは、申し込み頂いた際に本会にて判断します。 

Q 補助される金額は？                                          

 上限：＜本会会員＞50,000 円 ＜本会非会員＞25,000 円 

受講料、受験（検）料、交通費、宿泊費、書籍代の実費を補助いたします。 

 なお、交通費、宿泊費につきましては、本会規程によるお支払いとなります。 

Q 補助をもらえる時期は？ 

・原則、事後精算となります。詳細は支援決定の連絡の際にお知らせします。 

Q 問い合わせ・申請方法は？ 

 メールにて下記の要領でお問い合わせ・お申込み下さい。 

 件名：資格等取得支援制度について 

 アドレス：toiawase@pt-ibaraki.jp 

 本文：①氏名、②職種、③会員/非会員の別（会員の場合会員番号を記載）、④勤務先、⑤連絡先電話

番号、⑥連絡先アドレス、⑦取得支援を希望する資格、⑧問い合わせ内容 を記載 

Q 取得支援の決定方法・決定時期は？ 

 申請内容を本会常任理事にて検討し、申請より 3 週間以内に支援の可否をメールにてお知らせいたし

ます。（必要に応じ面談を行うことがございます。） 

Q 申請期限は？ 

 2018 年 10 月 31 日（水）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 第１回業務執行理事会 議事要旨 

 

日時：平成 30 年４月２３日（金）19:00～21:３0 

出席：大曽根、金子、川﨑、國谷、直井、森田（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 

 

【検討事項】 

１.平成 29 年度事業報告書（案）について 

２.茨城県理学療法士会旅費規程改定（案）について 

３.各種新規事業の開始に向けた定款変更の可能性について 

４.平成 31 年度茨城県理学療法士学会長（案）について 

５.平成 29 年度茨城県理学療法士学会長賞（案）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） 

・平成 29 年度四半期報告書（4 月～2 月） 

・平成 29 年度収入見込み 

・平成 29 年度支出見込み 

・平成 30 年度への繰越金見込み、について 

３.第 45 回定時総会併催事業とタイムスケジュールについて 

４.介護予防・健康増進全国一斉キャンペーン開催概要（案）について 

５.会長の他士会への転出に伴う代表理事の交代について 
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平成３０年度 第１回業務執行理事会 議事要旨 

 

日時：平成 30 年４月２３日（金）19:00～21:３0 

出席：大曽根、金子、川﨑、國谷、直井、森田（敬称略） 
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１.平成 29 年度事業報告書（案）について 

２.茨城県理学療法士会旅費規程改定（案）について 

３.各種新規事業の開始に向けた定款変更の可能性について 

４.平成 31 年度茨城県理学療法士学会長（案）について 

５.平成 29 年度茨城県理学療法士学会長賞（案）について 
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１.三役行動報告 

２.各局・部・委員会報告 

（事務局 財務担当） 

・平成 29 年度四半期報告書（4 月～2 月） 

・平成 29 年度収入見込み 

・平成 29 年度支出見込み 

・平成 30 年度への繰越金見込み、について 

３.第 45 回定時総会併催事業とタイムスケジュールについて 

４.介護予防・健康増進全国一斉キャンペーン開催概要（案）について 

５.会長の他士会への転出に伴う代表理事の交代について 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種会議 

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 

事務局から 



平成３０年度 第１回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 30 年５月１８日（金）19:00～22:０0 

出席：浅川、大曽根、金子、圷、淺野、川﨑、國谷、髙橋、直井、森田、黒澤、橋本（敬称略） 

 

監査報告 

監事考察としては適正に進行されている 

 

【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年度事業報告（案）について                          ⇒承認 

4.平成２９年度事業決算書（案）について        ⇒一部変更、追加を事務局一任の上で承認 

5.平成 29 年度表彰受賞者（案）について                         ⇒承認 

6.平成 30 年度選挙管理委員（案）について                        ⇒承認 

7.平成 31 年度茨城県理学療法士学会長（案）について 

8.平成 29 年度茨城県理学療法士学会長賞（案）について                                  ⇒承認 

9.茨城県理学療法士会旅費支給規程改正（案）について                                    ⇒承認 

10.新規事業（無料職業紹介及びコンサルティング）開始に伴う定款改定（案）について 

⇒ 県による変更認定申請が承認されてからの実行、県指導による改定（案）変更が付帯されての承認 

11. 新会長の互選について 

⇒会長選出で浅川育世氏を会長とする。会長交代は 6 月 1 日からが付帯されての承認 

12.役員報酬の変更について                                                    ⇒承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

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 2８８件。 

（学術・教育局） 

・平成 30 年度新人教育プログラム研修会について 

（事務局） 

・第 45 回定時総会併催事業とタイムスケジュールについて 

 

 

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！」 

 

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 

 

普及啓発局から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員広告 

介護用品・福祉機器 販売・レンタル 

有限会社 ヨ シ フ ク 
 

茨城県水戸市酒門町 1437-3 

TEL 0292485307    FAX 0292480086 
＊介護保険指定福祉用具貸与事業所 

＊住宅リフォームも併せてお気軽にご相談下さい 

☆取扱品目☆ 

 ・整形外科治療用装具 

 ・整形靴・特殊靴 

 ・リハビリテーション装具 

 ・義手・義足 

T E C H N O  B R A C E 

 http://www.technobrace.com  弊社へのアクセス情報や製品紹介をしております．ぜひご覧ください！ 

〒3470036 埼玉県加須市久下 1696－1 

TEL 0480（6６）1033 FAX 0480（65）0070 

E-mail info@technobrace.com 

テクノブレイス株式会社 
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平成３０年度 第１回理事会 議事要旨 

 

日時：平成 30 年５月１８日（金）19:00～22:０0 

出席：浅川、大曽根、金子、圷、淺野、川﨑、國谷、髙橋、直井、森田、黒澤、橋本（敬称略） 

 

監査報告 

監事考察としては適正に進行されている 

 

【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年度事業報告（案）について                          ⇒承認 

4.平成２９年度事業決算書（案）について        ⇒一部変更、追加を事務局一任の上で承認 

5.平成 29 年度表彰受賞者（案）について                         ⇒承認 

6.平成 30 年度選挙管理委員（案）について                        ⇒承認 

7.平成 31 年度茨城県理学療法士学会長（案）について 

8.平成 29 年度茨城県理学療法士学会長賞（案）について                                  ⇒承認 

9.茨城県理学療法士会旅費支給規程改正（案）について                                    ⇒承認 

10.新規事業（無料職業紹介及びコンサルティング）開始に伴う定款改定（案）について 

⇒ 県による変更認定申請が承認されてからの実行、県指導による改定（案）変更が付帯されての承認 

11. 新会長の互選について 

⇒会長選出で浅川育世氏を会長とする。会長交代は 6 月 1 日からが付帯されての承認 

12.役員報酬の変更について                                                    ⇒承認 

 

【報告事項】 

1.業務執行理事行動報告 

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 2８８件。 

（学術・教育局） 

・平成 30 年度新人教育プログラム研修会について 

（事務局） 

・第 45 回定時総会併催事業とタイムスケジュールについて 

 

 

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！」 

 

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 

 

普及啓発局から 
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茨城県理学療法士会事務所（茨城県保健衛生会館内） 

〒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   

 

 

 

 

 

 

 残暑も厳しいですが、会員の皆様、体調管理は出来ていますか？ 

今号では、7 月に開催された「シルバーリハビリ体操フェスティバル」の様子を報告させて頂きまし

た。行政・シルバーリハビリ体操指導士会・茨城県理学療法士会が協力して県内 9 ヵ所にてイベントを

無事に開催することが出来ました。当日、各会場では市町村長を始めご来賓の方々も参加され、盛大の

内にイベントを終えることが出来ました。県内において介護予防の輪が拡がることを期待したいと思い

ます。                                     （広報部員） 
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