
令和４年度 公益事業開催予定一覧 
 

 

令和４年４月４日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年４月１１日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年４月２０日（水）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年５月２日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年５月１６日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年５月１８日（水）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年５月２２日（金）開催 

『公益社団法人静岡県柔道整復師会柔道大会』 

              場所：藤枝市県武道館 

              内容：第２９回 少年・少女柔道大会、 

                第１２回 小学生形競技会 

 

令和４年６月６日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 



 

 

令和４年６月１３日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年６月２１日（火）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年７月４日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年７月９日（土）開催 ※５月 22日に行われた柔道大会での県内柔道場に 

『静岡県少年少女柔道練成会』 通う少年少女対象 

                     場所：静岡市北部体育館 

              内容：柔道練習 

 

令和４年７月１１日（月）開催 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年７月２１日（木）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年８月１日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年８月１６日（火）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 



 

 

令和４年８月２２日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年８月２７日（土）開催予定 ※会員が対象となります 

『施術録書き方セミナー』 

場所：接骨会館 ２階 

講師：保険部委員 谷口紀章 

 

令和４年９月４日（日）開催予定 

『老人転倒予防教室』 

場所：労政会館 ３階  

   公益社団法人静岡県労働者福祉基金協会 

              時間：午前１０時～１２時 

内容：高齢者の為の転倒予防講座 

                 講師 Ｔ.Ｍ.ＧＹＭ コアトレーニング＆ストレッチ 

                            代表 望月 貴光 様   

 

令和４年９月４日（日）開催予定 ※会員が対象となります 

『事業部セミナー』 

場所：接骨会館 ２階  

時間：午後１時～３時 

内容：機能訓練セミナー 

講師 Ｔ.Ｍ.ＧＹＭ コアトレーニング＆ストレッチ 

                            代表 望月 貴光 様 

 

令和４年９月５日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年９月１２日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

 

 

 

 



 

 

令和４年９月１８日（日）開催予定 ※５月２２日に行われた柔道大会での少年少女 

『東海ブロック会柔道大会』     上位及び会員が対象となります 

場所：岐阜県 大垣市武道館 

              内容：第１９回東海少年柔道選手権大会 

                 第１２回東海少年形競技会 

 

令和４年９月２１日（水）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年９月２５日（日）開催予定 

『第３８回 静岡接骨学会』 

              場所：グランシップ  

内容：会員・養成学校による研究発表 

   ※ 会員が対象となります 

                         特別講演 講師 医療法人社団 康心会 

茅ヶ崎中央病院 整形外科部長 

（スポーツ整形・膝と足の外科） 
医学博士 東山 礼治 先生   

 

令和４年１０月３日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年１０月１７日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年１０月１９日（水）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

 

 

 

 



 

 

令和４年１０月２２日（土）・２３日（日）開催予定 ※会員が対象となります 

『公益社団法人日本柔道整復師会 第 57回東海学術大会 岐阜大会』 

              場所：岐阜県 ホテルグランヴェール岐阜 

内容：会員による研究発表 

 

令和４年１０月３０日（日）開催予定 

『日整ゴルフ大会静岡県選考会及びチャリティゴルフ大会』 

              場所：未定 

               

令和４年１１月３日（木・祝）開催予定 ※長伏小学校に通う小学生が対象となります 

『親子で学ぶ子供けが転倒予防教室』 

              場所：長伏小学校 

              内容：転倒予防について 

 

令和４年１１月７日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年１１月１４日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年１１月２０日（日）開催予定 ※５月２２日に行われた柔道大会での少年少女 

『日整柔道大会』            代表者及び会員が対象となります 

              場所：講道館 

              内容：第３１回日整全国少年柔道大会、 

                 全国柔道整復師高段者大会 

 

令和４年１１月２２日（火）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和４年１２月４日（日）開催予定 ※会員及び会員が属する施術所に勤務する柔整師

『事業部セミナー』         が対象となります 

                    場所：接骨会館２階 

              内容：機能訓練セミナー 

                         講師 MEDIBODY FASCIAL LAB 

                          所長 吉田 篤史  様 

令和４年１２月５日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年１２月１２日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和４年１２月１５日（木）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年１月１６日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年１月１９日（木）開催予定 ※会員が対象となります 

『保険研修会』 

場所：ZOOM使用した開催 

内容：保険について 

 

令和５年１月２３日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年１月２４日（火）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 



 

 

令和５年２月６日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年２月２０日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年２月２１日（火）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年２月２６日（日）開催予定  ※開業もしくは勤務する柔道整復師の方は 

『個人契約者・入会３年目会員研修会』 参加できます 

              場所：接骨会館２階 午後１時から 

              内容：保険請求、施術録整備講習等 

 

令和５年３月６日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 瀬平集会所 生活改善センター 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年３月１２日（日）開催予定 ※会員が対象となります 

『施術録書き方セミナー』 

場所：接骨会館 ２階 

講師：保険部委員 大友康広 

 

令和５年３月１３日（月）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 奥泉集会所 憩いの家いずみ 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 

令和５年３月２３日（木）開催予定 

『転倒・けが予防教室（川根本町）』 

場所：川根本町 高郷集会所 生きがいの郷 

内容：一般高齢者運動機能向上指導 

 


