★東鍼同窓会だより★
東洋鍼灸専門学校同窓会 ２０１８年９月１８日発行 第１２号

✨同窓会の活動内容
会員相互の親睦を深め、柳谷素霊の遺志である東洋医道の研鑽および母校の発展に寄与することを目的とした
活動をしています。

主な内容…
・
「医黄集門」
「同窓会だより」の発行(卒業後同窓会の会員にはご自宅へお届けしております)
・柳谷素霊先生の墓前祭への参加
・毎年４月２９日に同窓会総会と講演会を開催
今年の講演会には水嶋クリニック院長の水嶋丈雄先生をお招きして、パーキンソン病の鍼灸治療の実技、講
演をお願い致しました。(こちらの講演会は同窓会会員の方は参加無料！！)講演会後には懇親会を毎年開催し、
講演をお願いした先生にも可能な限りご参加頂いています。

✨同窓会の役割

・同窓会と卒業生を繋ぎ合わせる試み。
その材料として「医黄集門」と「同窓会だより」を発行します。
・新卒業生のフォロー
開業指導や就職指導など、すでに開業や就職している先生との繋がりや交流を作れるような場を設けてお
ります。
「同窓会だより」発行の始まりは「母校の様子を卒業生に伝えるために」でした。ですが、今回は「同窓会だ
より」を通じて在校生やこれから同窓会に入って頂く方たちに同窓会というものを知って頂けたらと思ってお
ります。
この伝統ある東鍼校という学校を卒業できたことを私達は誇りに思っております。
先輩方にも東鍼校に誇りをもつ方々が沢山います。そんな歴代の先輩方と交流できること、東鍼校らしさを受
け継ぐ組織として同窓会を盛り上げていけたらいいなと思います。
同窓会Ｈ３０年卒新理事一同 (福澤直人・柳澤賢人・阿部沙紀・武井健一郎)

●卒業生へのインタビュー

卒後後の進路（開業・鍼灸院勤務）
藤田葉月先生（出張鍼灸【鍼灸屋 月日】、開業、三軒茶屋の鍼灸院）H３０年昼鍼灸科卒
鍼灸に触れたきっかけは？
本屋でお灸付きの本を手に取ったこと。
当時は飲食の仕事を四つ位かけ持ちした生活を送っていて、特に老舗のワインバーでは毎日サッカーの試合の
ような忙しさでした。そんな時に偶然手に取ったお灸が凄く気持ち良かった。使用したツボは足三里で、温か
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く独特のジワーとした感触、スーとした血の移動する感覚、立ちのぼる煙を見て、いつ熱さがくるのか気にな
って見ていると、それがいい感じにボーっとでき、かつ身体にも凄くいい気がしました。実際、その後体調も
よくなったのを体感しました。
また、前々から転職を考えていたこともあり、
『手に職』をつけたかった。交際相手に「俺はお前を養えない」
と言われたことがありましたが、好きなその人と一緒にいたかったので、いろいろ考え、
『手に職』があれば
相手の経済力に関わらずに生きて行けるのではないかと思いました。生活力を相手に求めて、何かあった時に
頼れなくなると、好きな人も嫌いになってしまう。そうならないためには、自分自身が生活力を持ち、どこで
も生きて行ける人間でいたかった。
当時は、バイトで生計を立てていたので、老後、老人ホームに入れるほどの蓄えが作れるのか不安でした。老
人ホームに入れないんだったら生きている間は元気でいるしかない。80 歳ぐらいまでは働きたいと思い、歳
をとっても負担にならず、年齢がいっていることがリスクにならない『手に職』を探しました。そんな頃、お
灸に出会い、鍼灸師の国家資格があることを知り、また鍼灸が中国を起源として三千年もの長い間いき残って
きたものなら、自分が年老いても残っていくだろうし、三千年ものデータが蓄積されており、人の身体のこと
だから、極めることができない、果ての無いものでもあるだろう。それは飽きっぽい自分でも続けることの出
来るものではないか、また、国家資格を得るためにはお金をかけて勉強をしていくのだから、途中で投げ出す
訳にもいかないし、それぐらいの方が 80 歳まで飽きないんじゃないかと考え、学校にまず話を聞きに行きま
した。その学校が東洋鍼灸学校でした。
学校で熱い教員の先生からの説明を受けて、実技特化の学校であること、従って卒後すぐに鍼灸師として使い
ものになれるという点が自分のニーズに合っていたことから、これに賭けてみようと思いました。少しでもボ
タンがかけ違えていたら進学を諦めていたと思いますが、学資ローンがおりて金銭的な問題がクリアになった
ことや、入試に合格したこともあり、進学を決めました。
合格から入学までどのように過ごした？
入学まで鍼は受けたことはなかったのですが、お灸は自分でも台座灸をしたり、お灸の体験を受けに行ったり
しました。また学校に入る上で仕事の時間を変える必要があったので、人に触る仕事で一対一の対応が出来る
仕事に変えようとアロマの仕事を始めました。その時は鍼灸でどんな風にやっていくか考えていなかったので
すが、自分の周りにアーティストの人が多いこと、その人達が喜ぶことをしていきたい、力になっていきたい
と思い、美容系や小顔の技術を覚えておきたいと思い、入学後はアロマから小顔(コルギ)の仕事、スパ、出張
の仕事に変えていきました。
学校に入ってみてどうだった？
卒業した今となっては楽しかった。死ぬほど辛かったけど、正直心から楽しかったのと同じレベルでしんどか
った。鍼灸師になるしかないけど、楽しかったから続けることが出来た。人が自分の幸せを約束してくれる保
証はないから自分でやるしかないし、兄が入学金の学資ローンの名義を貸してくれました。きっかけをくれた
交際相手との話し合いでも反対されず、両親は反対したが、友人も多くの人が応援してくれた。両親に対して
は「ほら見ろ」と言わせたくない、見返したいという気持ちがあり、応援してくれた人たちに対してはがっか
りさせたくない、応援してくれる気持ちにちゃんと答えたい、という思いもありました。だったら初志貫徹や
りきるしかない！という意気込みになり、また、その思いを踏みにじってしまうと自分自身が嫌いになってし
まう、これで中断してしまったら二度と立ち上がることができない、そう思いました。
学校生活で楽しかったことは？
１番目に楽しかったのはゲームで永遠にクエスト(課題)を淡々とこなしていく感覚で、凄くしんどいし、苦手
なクエストとかもある。でも淡々と達成！達成！！達成！！！という風にどんどん進んでいくのが飽きっぽい
自分にもこういうことが出来るんだという発見が新鮮でした。二番目は仲間。クラスの人がみんな優しく面白
い人たちでした。

~2~

年齢もバックボーンもバラバラなのに仲が良かった。クラスの人の共通目的として技術習得が第一で、そんな
周りから刺激を受けて学校に行くことで、高いモチベーションを保つことが出来ました。それが楽しかった。
開業までの道のりは？
開業を決めたのは３年生の２月。それまでは社員としての就職を考えていた
が、中医ベースの鍼灸師募集が少なく、ローンの返済もあったし、勉強もし
たかったのでコンサルをしている鍼灸師に話を聞きに行き開業を思い立っ
た。
鍼灸屋 月日の現状は？
紹介が 99％。新規の紹介は月 5 人で広告は Web。１日最大４件。稼働日数は
少ないので施術人数は月 17～18 人。
在学生に伝えたいこと
本を読むことはもちろん、色んな先生に会いに行くこと。受けに行くこと。
「ケアクル」等情報サイトで学校外の先生にも目を向けること。
鍼灸師としての展望
お灸による身体のメンテナンス、セルフケアを広めていきたい。
来年には拠点を作りたい。辛いけど辞められない状況をサポートしていく鍼
灸がしたい。
現在は出張鍼灸【鍼灸屋 月日】を開業しながら、三軒茶屋の鍼灸院でのアルバイトで経験を積む日々を送っ
ており、もぐさ・お灸の普及にも協力している。これまで飲食、アパレル、アロマ、小顔、スパ等多くの経験
を経ている。
HP tuki-hi.com
インスタグラムアカウント tukiki3/#tukihi_arts
H30 年卒新理事 （阿部沙紀）

卒後後の進路（訪問医療マッサージ会社勤務勤務）
木場貴博先生（株式会社てあて

勤務）H３０年夜鍼灸あマ指科卒

在宅医療マッサージ事業をおこなっている「株式会社てあて」に入社された木場貴博先生にお話を伺ってき
ました。
全く違う分野の仕事をしてきた木場先生、介護の仕事をしていたこともあり、医療業界に興味もあったおり、
二十年来の友人からの誘いがあり、
「株式会社てあて」への入社を決めたとのお話でした。
「株式会社てあて」に入社した際、社長である藤田真樹さんと面接の中で、経歴を見ながら「君は、事務系
の仕事もよいが、施術者（鍼灸あん摩マッサージ指圧師）が向いている。
」とのお話があり、鍼灸学校に行く
ことを勧められたことが「鍼灸あん摩マッサージ指圧」との出会いとのことです。
数ある専門学校の中で、東洋鍼灸専門学校を選択したのは、あん摩マッサージ指圧だけでなく、鍼灸師の資
格をもっていたほうが施術の幅を広がる、と考えられたそうです。
また「株式会社てあて」で事業部長をされており伊藤瑞凰先生の下で働かれていた経験のある、安藤光男先
生が既卒生であったことが、東洋鍼灸専門学校を選択した理由とのことでした。導かれるように鍼灸あん摩マ
ッサージ指圧師としての仕事を選択し、東洋鍼灸専門学校を選んだのも「縁」によるもの、とのお話でした。
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現在は、居宅や有料老人ホーム、特別老人ホーム等の施設での医療マッサージ行っているとのことです。
医療マッサージとは、身体機能の維持や回復を目的として、血行を促進させて筋肉の萎縮や関節のこわばりを
改善して、歩行をしやすくするなどを目的としたマッサージで、医療保険の適用も受けられるものです。
患者様には、病気やケガにより歩行困難、歩行介助が必要である筋麻痺や関節拘縮の患者様が多く、特定疾患
や脳血管疾患、整形外科疾患と、多岐に渡る患者様へマッサージや機能回復訓練を行われており、一日に８、
９人、一週間に４０人前後の患者様に施術を行っている、とのお話でした。
実際に仕事を始められて大変だったことは、時刻通りに訪問しなければならいないこと。スケジュール通りに
行動するためには、その患者様に合わせた施術を時間内に終わらせることは勿論のこと、車での移動となるの
で混雑状況を加味したルートの確認、安全な運転技術、そして自分の代わりがいなく休むことができないので、
自分の体の管理と、多岐にわたることに気を使う必要があるということです。
在校生へのメッセージとしては、学校での勉強時は患者様が見えないので実感をすることはできませんが、学
校での勉強を終え、実際に働き始めると患者様のお顏を見ながら施術をすることになり、自分たちの施術が患
者様の体に変化を与えられることに気づかされます。そのことは、驚きとともに変化を与えられること、与え
てしまえることへの責任もついて回ると実感されているようです。
在宅マッサージの仕事は、患者様から感謝されることが多い仕事ですが、自分が来ることを待っていてくれる
患者様がいらっしゃることに、責任とありがたさを痛感されているようです。
仕事をやり始めて大きなやりがいを感じているとのこと、在校生の皆様に患者様への施術を想像して勉強する
ことが大切である、とお話ししていただきました。
また、今後は、どのような施術者を目指されているのですか？との質問には、患者様に届けるのは、
「やさし
い心とあたたかな手」と考えておられ、五感がなくなっても残っているといわれる皮膚感覚、そこに手を当て
ていると体が温かくなり、血液の循環がよくなるそうです。そうするとことで免疫能力の低下を軽減できると
考えられているそうです。
「手のぬくもりを一人でも多くの人に届けたい」と話されていたのが印象的でした。
木場貴博先生
東洋鍼灸専門学校卒業後、現在は株式会社てあてで訪問医療マッサージを行っている。
株式会社てあて http://www.te-ate.com/index.html
H30 年卒新理事 （福澤直人）

卒後後の進路（個人事業主）
武井健一郎先生（小守スポーツマッサージ療院業務委託契約）H３０年昼鍼灸あマ指科卒
仕事内容は？
今は主に、大宮の治療院に来院された患者さんに施術しております。
マッサージがメインですが、鍼灸も自由に使い、患者さん一人ひとりに合う治療を日々模索しながら取り組ん
でおります。
また、最近ですが介護予防運動指導員の講座を修了したので、そちらの仕事にも携わっていきたいと考えてい
ます。
鍼灸あん摩マッサージ指圧師として働いてのやりがいは如何ですか？
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スポーツマッサージ療院で働いていることもあり、やはり担当している選手が良い成績を出した時には特にや
りがいを感じます。
写真の佐藤駿選手は常に良い成績を収めています。先日は世界大会の選考会で良い結果を残し、私もとても嬉
しかったです。
今後の彼の成長を期待しつつ、私もトレーナーとして成長できるように日々努めてゆきたいです。
このような形ですが、鍼灸マッサージ師は世界に輝くアスリートと携われる、大変面白い仕事だと思っており
ます。
治療へのこだわりはありますか？
私の考えですが、自身は鍼灸マッサージ師ながらも、みんなが日常生活や食事、運動に気を付け、鍼灸マッサ
ージが必要のない世界になればいいと思っています。
そのため、施術後には必ずリハビリやトレーニングの方法などのアドバイスをし、なるべく自力で健康になれ
るよう促しております。
そこがこだわりです。
…ただ、そんなことを言っていて、もしも本当に鍼灸マッサージが必要のない世の中になってしまったら困っ
てしまうのですがね（笑）
在学生へのメッセージ
私が学生時代にテーマにしていたのは“時間配分のバランス”です。
自分ルールとして、①週６日の勤務後は夜中まで勉強、②休みは一切の勉強しない（長期休暇や試験前を除く）、
③鍼灸の勉強会への参加は卒業後から頑張る、というのを作っていました。
皆様も第一目標は国試の合格になると思いますので、まずは自身が国試や学内試験に合格するために必要な勉
強量を見定め、それ以外の時間の使い方をバランスよく配分することで、モチベーションを保つことが大切で
す。国試が難しくなってきていて大変だと思いますが、頑張ってください。

個人事業主

左：武井健一郎先生

（小守スポーツマッサージ療院業務委託契約）

右：佐藤駿選手（フィギュアスケート）
埼玉栄中学校所属
（写真下に）
日本スケート連盟 強化選手
2015 全日本ノービス選手権 優勝
2017 全日本ジュニア選手権 6 位
2017 全日本選手権 16 位
次世代スケーターとして注目されている

H30 年卒新理事 （柳澤賢人）
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◎西日本豪雨災害 被災報告～たつみ治療室

金原 新（平成２４年昼鍼灸あマ指科卒）

この度の平成 30 年７月豪雨による浸水被害にあたりまし
て、同窓会から心強いお心遣いを頂きありがとうございまし
た。
自分の治療室は自宅兼治療院として今年の 5 月に開院した
ばかりでしたが、２ヶ月も経たずに休院することとなり、未
だに修繕が済んでない状態です。
床上浸水に関しては、治療院から田んぼ越しに見える砂川
が７月７日未明に決壊した事によるものでした。
自分自身も、７月 16 日に家の中の泥かきを遠方から来てく
れた友人達の助けにより済ませた後、EM 撒きをする際噴霧器
を左足第三趾に落としてしまい、末節骨の開放性骨折を負い
人生初めて救急搬送されてしまいました。
その後、東洋医学(湯液・刺絡・吸角・鍼・灸)の力を借り
て一週間後には痛みも引き、二週間後には自力で抜糸をした
のもいい経験になりました。
月があけて８月からは、予約が入ってない時間は縁があっ
て参加させて貰えることとなった NGO チームはるはるさんの
一員として、鍼をバールに持ち替え、岡山市東区平島地区と
倉敷市真備町にて、災害復興ボランティアとして、日々被災
した方達を笑顔にする活動を行っています(８月の活動日
数：３０日)。
報道されなくなっていますが、真備町の復興活動はやっと
始まったところです。
着るものとボランティア保険に加入して頂き、倉敷市の社
会福祉協議会に問い合わせて、災害派遣等従事車両証明書を
取得してもらえれば高速料金が無料になります。
岡山県内での宿泊場所と移動手段はこちらで手配できます。
ボランティアに行こうか悩んでいる方、もしくは迷っている友人がいる方は、是非ご連絡ください。
活動内容としては、天井・壁・床の剥き、泥かき、室内の掃除、軽トラでの運搬、活動拠点の整理などで、
どなたでも何かしらやることはあります。
また、治療院が休院状態のため、ボランティア活動資金(主に作業道具の購入・移動用車両の燃料費など)
が捻出しきれなくなってきています。支援してもいいよ・ボランティアに興味あるよ・個人ではなく活動して
いる団体を支援したい、という方も是非ご協力をお願いいたします。
なお、活動中はほとんど電話に出られませんので、Facebook で金原新を見つけていただくか、
「たつみ治療
室 岡山」で検索していただき、当治療室の問い合わせフォームからご連絡ください。
よろしくお願い致します。
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会長 あいさつ
第１５代同窓会長

風間正男

同窓会会員の皆様におかれましては、益々ご清祥のことと存じます。
私から会員の皆様にお知らせしたいこと、お願いしたいことは、以下のとおりです。

・４月２９日は定期総会・記念講演会・懇親会
毎年４月２９日（祝）は１３：００ 同窓会総会等にご参加ください。
１４：００ 記念講演会の講師 今年は、水嶋丈雄先生 でした。
来年の講師は未定です（医黄集門でお知らせします）

・会員名簿の発行を次年度に繰り下げます
５年毎に作成し、会費納入会員に配布しておりますが、
在庫が多いことから、今回は発行を１年遅らせます。

・母校の受験生募集にご協力願います
受験生が集まりにくくなってきているとのこと。
母校の発展と将来の同窓会会員数を確保するため、ご協力をお願いします。

・西日本豪雨災害被災者にお見舞い金を支給
７月の西日本の水害において、会員の中に被災された方がおり、
同窓会からお見舞金を送らせていただきました。

・同窓会長（立候補者）を募集します
会長の任期は２年、来年４月改選の時期です。立候補される方をお待ちしています。

・同窓会費は毎年３０００円です
同窓会活動のため、未納の方へのお願いです。
納付書を同封しております。
会員の皆様、今後もご協力のほど、よろしくお願いいたします。
在校生の皆さん、４月２９日の記念講演会、是非ご参加ください。

※同窓会会長選挙 立候補受付について
・来年(平成３１年度)４月２９日の同窓会総会にて、同窓会の会長選挙を行いますが、その立候補を受け
付けます。
・立候補される方は平成３１年１月１０日(木)までに、同窓会事務局までご連絡（メールまたは郵送）くだ
さい。
（同窓会事務局の連絡先は当誌最終ページに記載しています。
）
・メールのタイトル「同窓会会長選挙」と記入ください。
・必要な連絡事項は、以下の５項目です。
１氏名（ふりがな）
・２生年月日・３卒業年度・４卒業学科・５連絡先(メールアドレスと電話番号)
・立候補の届け出後に、提出物等必要な書類の案内を行い、
「醫黄集門」で公示をさせていただきます。
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同窓会事業報告
平成３０年１月１６日（火）第１回同窓会役員会開催
平成３０年２月２０日（火）素霊先生墓前祭に参加
平成３０年３月２０日（火）
「医黄集門」Ｎｏ．４７発刊、発行数４５４部
平成３０年３月２１日（水）卒業式に参加、同窓会賞を４名に授与
平成３０年４月１０日（火）第２回同窓会役員会開催
平成３０年４月２９日（日）
11:00～12:00「相談役を交えての打ち合わせ」
出席者：橋本愼一、塚本此清、竹内廣尚、風間会長、種田副会長、千田副会長
13:00～14:00 総会

（３０名参加：卒業生の皆様のご参加を募っております。）
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14:00～16:00 記念講演会

（１６０名参加）

「パーキンソン病の鍼灸治療」水嶋丈雄先生

17:00～ 懇親会

新大久保駅前「鳥良」(30 名参加)

平成３０年７月２４日（火）第３回同窓会役員会開催
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※西日本豪雨災害被災者への見舞金支給について（報告）
過日からの西日本豪雨災害において、広島・岡山・愛媛をはじめとして大きな被害が出ましたが、同窓会会
員からも、被災の報告が有りました。
近年増加している会員の激甚災害被災について、平成２８年４月の熊本地震など、これまで同窓会としては
総会時に義援金を募る等の対応をして参りましたが、今回は、寄付を募る機会がないため、役員会にて対応を
協議した結果、下記のとおり対応することとしましたので、ご報告いたします。
調査
同窓会会員名簿における、抽出（１９名該当）
問合せをして被災状況の確認（１名該当）
決定事項
下記の条件の下に、会員へ見舞金を支給する事にしました。
※支給の条件
・激震災害の指定を受けていること
・同窓会会員であり、会費を納入していること
・機関誌への記事の執筆の協力をいただけること
・見舞金支給金額 上限３０，０００円
・災害の発生件数は予測できず、また、被災者数も多数となる場合も想定されるため、この額はあくまでも
１件あたりの上限として設定する
・今回の支出については、予備費での対応とする
・今後は、義援金の募集や見舞金の支給等制度の確立を模索する

※同窓会からのお知らせ・お願い
〇定期総会、記念講演会、懇親会への参加について
来年も、同窓会総会等は４月２９日（昭和の日）に開催する予定です。お待ちしております。記念講演講師
等の詳細については、
「醫黄集門」でお知らせするとともに、学校ホームページの中の同窓会のページにも
掲載します。
〇同窓会費の納入について
毎年の会費３，０００円は貴重な活動資金として大切に活用させていただいております。 会費未納の方に
振込用紙を同封いたしましたので、ご協力をお願いいたします。

〇毎年３月発行の機関誌「医黄集門」と５年毎に発行している「会員名簿」は、
会費納入の方にお届けしています。

〇毎年秋に発行している「同窓会だより」は住所の登録されている会員全員にお届けしています。
住所変更された場合は、必ず同窓会事務局あてご連絡ください。

第 五十五 回 東鍼祭

テーマ： 「全楽全笑」

２０１８年１１月４日（日曜）
10:00 から 14：00 開催 東洋鍼灸専門学校本館・実技棟於
14:00 から 15:30 ﾘﾌﾚｼｭｻﾛﾝ開放 第三校舎 B1
15：30 から 17:30 講演会

第二校舎３階講堂

講演会テーマ： 「現代医療における鍼灸の役割とその将来」
講演者：伊藤剛先生、学校法人北里研究所 北里大学東洋医学総合研究所
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2019 年 4 月入学生募集
試験区分

9 月後半以降の入試日程

受験学科(いずれも昼・夜)

AO 入試(第 3 回)

AO 入試(第 4 回)

鍼灸科

9 月 18 日(火)

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

～9 月 26 日(水)

鍼灸科

10 月 15 日(月)

鍼灸あん摩マッサージ指圧科
社会人入試 (第 2 回)

鍼灸科
鍼灸あん摩マッサージ指圧科

一般入試（A 日程)

鍼灸科

鍼灸科

18:40 集合
10 月 25 日(木)
18:40 集合
10 月 14 日(日)

～10 月 10 日 (水)

9:40 集合
11 月 11 日 (日)

～11 月 7 日（水)

9:40 集合

11 月 26 日(月)

鍼灸あん摩マッサージ指圧科
鍼灸科

12 月 9 日 (日)

～12 月 5 日（水)

9:40 集合

11 月 12 日(月)

鍼灸あん摩マッサージ指圧科
特別入試 (第 1 回)
特別入試 (第 2 回)

9 月 27 日(木)

～10 月 24 日(水)

11 月 1 日 (木)

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

平日入試

選考日

10 月 1 日 (月)

高等学校推薦入試

一般入試（B 日程)

願書受付期間

鍼灸科

特別入試 (第 3 回）

11 月 22 日(木)

～11 月 21 日(水)

18:40 集合

1 月 7 日(月)～1 月 16 日(水)

1 月 20 日 (日)

1 月 28 日(月)～2 月 6 日(水)

2 月 11 日 (月・祝)

2 月 18 日(月)～2 月 27 日(水)

3 月 3 日 (日)

受験生紹介制度のご案内
卒業生の皆様から、「入学希望者」をご紹介いただきたくご案内いたします。本校にご興味・
ご関心のある方がいらっしゃいましたら下記担当までご連絡いただければ幸いです。
ご紹介いただいた卒業生の皆様には受験確認後、“お礼の品”をお送りさせていただきます。
詳細は下記担当までお問い合わせください。

□入試事務局

03-3209-5436

info@toyoshinkyu.ac.jp

オフィシャルサイト「卒業生開業治療院 MAP」無料掲載のご案内
本校オフィシャルサイトにて「卒業生開業治療院 MAP」を公開中です。全国の治療院をお探
しの方や「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」にご興味をお持ちの方々への良質な保健
提供に寄与しております。今後さらに充実したコンテンツとすべく、開業された先生方から
のご連絡をお待ちしています。
□お問い合わせ窓口
03-3209-5436 sotsugyo@toyoshinkyu.ac.jp
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