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āɘȺଌࠐȯɦɀȞɥၫɉவɄȞɂૃȞɘȳȦĂණۊၟߣʉɺʏʑʞʸɉශଌɅȞɀ
ȞɘȳăᆅߔᆫၭɉණۊၟߣʉɺʏʑʞʸɅൎܾȱɄȞɂȞȫɄȞɂɩɦɘȳȦĂ
ɘȴૐȹȻȦȱɄȞɂȞȫɄȞȭɂɉණۊၟߣʉɺʏʑʞʸɂɉݝɄɈȥᆅސȳɥȭɂ
ȦࠨᅟȥɂૃȞɘȳăණۊၟߣʉɺʏʑʞʸȦȞȥɄɥɜɈȥɉĂʳĜʸʲĜʐɬॳઅ
ȳɥɂȞȩɣɁɜɀȧɘȳɈɁȭȭɁɉߠڈȱɘȳăɢɤȱȩ၇ࣅȯɦȹȞၫɉގ
ীᅅ႕˂ĜʘĜɞණۊၟߣʉɺ˂ĜʘĜɈॸୌɬିȫɣɦɥɂɢȞɁȱɡȠăૐȹȻɈ
࠲बȳɥɂȭɧɁɉۇᆫގীૈಡɈ၂Ȧɜȧȩࣗ܆ɬିȫɥɂȭɧɁȳȦĂষęɅమɭɁȩɥɂૃ
Ȟɘȳă౯ࡖɉ౯ࡖɂ౯ࡖɅĂᆫᅤळ࿒ஸदɉ༥ોȯɦఛȹɄ࡙༑ɅဿɩɥॽਮəɁȳăۇᆫૈಡ
ɉ౯ࡖޑဌࡖɅ࠲ɩɣȴɢɤۡࡖ࠰ɉ୴ȯɦɥȭɂȦᅟ࢙ȯɦɀȩɥɁȱɡȠă
āʓˁʬʑʠɈޣȯɭɅȤࡄȞȱȹȞɈɉĂȷɦȸɦɈૈಡȦණۊၟߣʉɺʏʑʞʸɈෂɁɃɭɄᄜߠɬ૩ȻĂ
ȷȭɅȞɥʓˁʬʑʠȦɃɭɄࡖɬ૩ȹɦɀȞɥȥɬૻȱɀૢȱɀȞȹȺȧȹȞɂૃȞɘȳă੭൮ᷫඩ
ɉฝȩಡฤȯɦĂɢɤ൮൞ۡȦႊɘɦɥɁȱɡȠȱĂ੭൮ࠡଲɤɜɢɤైమȯɦɥɁȱɡȠăᇻᇻގীɞ
ࢧ౦ȦഝȢɥෂĂȳɓɀȦ੭൮ɂȞȠɩȫɅɉȞȥɄȞɁȱɡȠȦĂڹڤɅ๖ۡȯȢɁȧɦɊɢȞɂ৽Ȣɥ
ɈɉɢȩɄȞɁȱɡȠăਡɉʍĜʫʑȧᇖଞୣ൮Ʌࡖɬ૩ȽɀȞɥɢȠɁȳȦఋęᄎ൨ɜȜɥɁȱɡȠă
āᆅߔᆫၭɉȷɦȸɦɈૈಡĂȷɦȸɦɈယᄘɁĂȭɦȥɣɈ૪ൣɬಜɤསȫɥȹɛɈʅĜʶˋɅɄɤຶɥ
ɈɁɉɄȞȥɂૃȞɘȳăණࢼۊ౺ଜޏɈଌএɈȹɛɅބęȦݝɬɁȧɥɈȥĂȷɦȸɦɈૈಡɁɢȩ৽Ȣɀ
ȞȹȺȧĂȷɈૈಡɁɈᄜߠɬȠȳɥȭɂȦބęɅɁȧɥฝঔɈᆵɁɉɄȞȥɂૃȞɘȳăāāāāā
ā
ā
ိ 41 ༃ 21 ॢ 26 

ۇᆫގী၂ɈɼʹĜʐ
Ī໘ߑࠋႈଜޏ။௩ߓޜඐຎଆɈଜޏ။௩ߓޜɈइൌĂาɍྣᅙધತცᆧɢɤޜ၂ī
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介護予防・健康増進キャンペーン 全国一斉イベント
ᆅߔᆫၭଢ଼࠰ɈߤၡਠɅȾȞɀ
ā૬ॻފᆅߔᆫၭޏāࣞૢܗင
ā৳ފીۇᆫގীʓˋʗĜāā࠹āႨāྰණྷ
ā3129༃Ɉᆅߔᆫၭଢ଼࠰ɈߤɂȱɀĂ૬ॻފ

āষĂসࢾᆵȱɀȞȹȺȞȹૈಡɈʑʗʛʭᅕɞ

ᆅߔᆫၭޏɉᆅߔᆫၭȦ୦ૢȱɀȞɄȞʟɼʍ

ᆀᅙଞᅕȥɣĂဿߖȱȩൌഀȦᅰɀĂൌഀɈ

ĜʫʑɅĂǏშɈᆅߔᆫၭɬ༝ঁȱൌഀૄຩɬ

ಜȯɬඪɥȭɂȦᅰɘȱȹɂ၄ૢɬဧȞɀȤɤɘ

ȠߤɬȯȵɀȞȹȺȧɘȱȹă

ȳăᆅߔᆫၭɂȞȠശ੭ɬబࣷɅࠐȲɀȞȹȺȫ

ā3129༃Ǔॢ23ɅીɈʟɼʍĜʫʑʓˋʗ

ɥ࡙ޏɅɄȽȹɈɁɉɄȞȥɂૃȞɘȳăޑɈɢ

ĜāɈۺāຊ૭ɈࣕāᅕɅসࢾᆵɬȱɀȞȹȺ

ȠɄߤɬĂষɜറȫɀȞȧĂᆅߔᆫၭɈɅ

ȧĂ36შɈᆀᅙଞᅕɅൎȱɀൌഀૄຩɬȯȵɀȞ

ॆȬɀȞȧȹȞɂ৽ȢɀȤɤɘȳă

ȹȺȧɘȱȹă

āষɅɄɤɘȱȹȦĂসࢾᆵȱɀȞȹȺȞȹૈ

āʮ˅ʛʇɈఝྰၔಪ౺ɂਜ৹ાಪ౺Ȧෂఘɂ

ಡĂᆀᅙଞᅕĂʑʗʛʭɈၫɅఠȩࠐଟඳȱɘȳă

ɄȽɀĂޑɉʏ˃ʨĜ˂ʧʫ˂ൌഀɬގȯȵɀ
ȞȹȺȧɘȱȹăʏ˃ʨĜ˂ʧʫ˂ൌഀɂɉĂႨ
ᆅߔᆫၭࢾޏȦైயȳɥގীᅅ႕ൌഀɁȳăۓ௱
ॻ०য়ʯˁʎࠣᆅଞɈలષȯɭĪইॻᆏۇᆫ
ߔ࿒ۡෳīȦ৽ڨȱȹĂގীᅅ႕ɈȹɛɈൌഀɁĂ
ɃɈɢȠɄઽ౬ɁɜɁȧĂɃȭɁɜĂێఱɁɜɁȧ
ɥൌഀɁȳă
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ᆅߔᆫၭଢ଼࠰ɈߤၡਠɅȾȞɀĪຄࣷ৮ණۊī
āāāāāā૬ॻފᆅߔᆫၭޏāࣞૢܗင
āˌʁĜ˂ʒࡥ༄࿒ۡāāෂāāஉ
ā༃Ɉᆅߔᆫၭଢ଼࠰ɁɉĂᆅߔᆫၭȦʟɼʍ

ɥȭɂȦɁȧĂૐȹȻɜߖȱəɄȦɣൌഀɬȠȭ

ĜʫʑɅȧൌഀૄຩɬȠɂȞȠߤɬȞɘȱ

ɂȦᅰɘȱȹăȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă

ȹă

āȭɈɢȠɄߤɉĂᆅߔᆫၭȦ੭ಔȱɀȞɄȞ

āࣷ৮ཞཚ५ۊɁɉ8ॢ24ɅʟɼʍĜʫʑɚɓɈ

ૈಡɅᆅߔᆫၭޏʑʗʛʭȦಞળȠȭɂɁĂૈ

ᆊɅĂ૬ॻފᆅߔᆫၭޏȥɣǏშɈʑʗʛʭȦȤ

ಡȥɣਲȽɀȞɥငယɬဧȧĂȷɦɅȜȽȹൌഀɬ

ଣႮȯȵɀ෴ȧĂ38შɈᆀᅙଞȯɭɅൎȱɀൌഀ

ૄຩȳɥȭɂȦɁȧȹȭɂȦᆯȥȽȹ๘ɂ৽Ȣɘ

ૄຩɬଌૈȱɀȧɘȱȹă

ȳăষɜറȫɥȭɂɁĂૈಡɅਗȽȹൌഀɬૄຩ

āൌഀɉɅȳɩȽɀᅰɥ໘ᅎɁĂȷɈෂɁ௫

ȳɥȭɂȦɁȧĂݡȢɀᆅߔᆫၭɂȞȠఊࣞɬඪ

ĆݚɅယȫɀൌഀɬଌૈȱɘȱȹăڷ๘ɬ๙

ȽɀȞȹȺȧঢ়ɛɥȭɂȦɁȧɥɈɁɉɂ৽Ȣɘ

ȢɄȦɣȽɀȞɘȱȹȦĂෂɅɉ෪ɈၫɁȜȽ

ȳă

ȹɤۿ໘ᅎȦɩȥɤɅȩȞၫȦȞɣȽȱɝȽȹ૪

āষɅɄɤɘȱȹȦĂȭɈɢȠɄ࡙ޏɬȽɀݚ

ɅɉĂɚɓɈᆊɈʑʗʛʭɈၫȦ݁ɅȾȞɀತცȱ

ȯɤൌഀɈ૪ɅɜࢾᆵȱɀݚȯȽȹૈಡɈၫɅఠȩ

ɀݚȯɤĂȫɀ෴ȩ௲ჶɜȜɤɘȱȹăȷɈȤȥ

ࠐଟȞȹȱɘȳă

ȬɜȜɤĂᆀᅙଞȯɭޣȯɭȦࡃɁൌഀɬଌૈȳ

ᆅߔᆫၭଢ଼࠰ɈߤၡਠɅȾȞɀĪʶʈʥʛʠʏĜʠߤī
āāāāāā૬ॻފᆅߔᆫၭޏāࣞૢܗင
āˌʁĜ˂ʒࡥ༄࿒ۡāāෂāāஉ
āိ41༃8ॢ28ĂᆅߔᆫၭɈɈߤɂȱɀĂ
૬ॻފᆅߔᆫၭޏɁɉʶʈʥʛʠʏĜʠɬᅙȞȹ
ঢ়ၡߤɬȯȵɀ෴ȧɘȱȹăȭɈߤɉ༃ȥ
ɣଌૈȱɀɘȞɤɘȱȹȦĂ༃ɉഽౘɈૈಡȥ
ɣঢ়ၡߤɅફວ෴ȩȭɂȦɁȧĂ߂ණۊɈୣმɈ
ၫęɅᆅߔᆫၭɂȞȠᅝɬඪȽɀ෴ȫȹɈɁɉɄ
Ȟȥɂ৽ȢɀȤɤɘȳă
āȮࢾᆵ෴Ȟȹ࿒ۡĆૈಡɈޣᅕၫĂႨຎɅᄵɤ
ȠȮȰȞɘȱȹă
āষɜණۊୣმɈၫęɒɈरᄂߤɬॅറȱɀȞ
ȧȹȞɂ৽ȢɀȤɤɘȳă
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ᆅߔᆫၭଢ଼࠰ߤɂȱɀĶ०য়ȱȦķɼʱˋʠɒɈઞݡၡਠ
ā૬ॻފᆅߔᆫၭޏāࣞૢܗင
ā৳ފીۇᆫގীʓˋʗĜāā࠹āႨāྰණྷ
āޑĂ૬ॻފᆅߔᆫၭޏɉĂ8ॢ32Ʌɼʂˋ

ȞȹȺȩȹɛɅĂʮĜʑ๐ɂʑʞĜʐɼʱˋʠɅ

ʺĜ˃ഐɅɀާȯɦȹĶ०য়ȱȦķɼʱˋʠɅ

ઞݡȯȵɀȞȹȺȧɘȱȹăʮĜʑ๐Ɂɉᆅߔᆫ

ઞݡȯȵɀȞȹȺȧɘȱȹă

ၭʇɼʒɞഊඨɬଌૈȱĂાࢷɞݦരɬෂఘɅᆅߔ

āĶ०য়ȱȦķɼʱˋʠɂɉĂ૬ॻފȦ०য়ෳୁॻ

ᆫၭɬߖȱȩඪȽɀȞȹȺȫɥ໘ᅎɅȱɘȱȹă

ɁȜɥɂɈय़ݪɬຝɘȢɀĂॻɁɉĂॻმێఱɌɂ

ʑʞĜʐɼʱˋʠɁɉႨᆅߔᆫၭࢾޏȦైயȳ

ɤȦࡩȫɥ०ɞȥɄ૬ފɈଌএɅȫĂĶ०য়ȱ

ɥގীᅅ႕ൌഀɁȜɥʏ˃ʨĜ˂ʧʫ˂ൌഀɬଌૈ

ȦķȿȩɤɈଲ೨ɬɢɤێమɛɀȞȩȭɂɂȱɀ

ȱĂॻმێఱɌɂɤȦގীᅅ႕ൌഀɒɈ࠲ఘɞڷᅧ

ȤɤɘȳăॻმɈəɄȯɭȦĂȞȾɘɁɜȷɈఱɣ

ɬ૩ȽɀȞȹȺȫɥ࡙ޏɬɤɘȱȹă

ȱȩߤᄠȱĂ౺ȧȦȞɂߖȱȯɬॽȾȫĂࢼɅૅȢ

āાࢷȥɣఱɘɁજ౦ɬൎɅĂ०য়ୁჩɒɈ

ȜȠଜޏɬᄆૄȱɀȞȩȹɛɈॻმઞݡळɈɼʱˋ

࠲ఘɞڷᅧɈ௫Ăɘȹ०য়ȿȩɤɂȞȠ๘ȥɣ

ʠɁȳă

ɜᆅߔᆫၭɂȞȠശ੭ɬඪȽɀȞȹȺȫɥᆯȞ࡙

ā૬ॻފᆅߔᆫၭޏɂȱɀɉĂાࢷȥɣఱɘɁ

ޏɅɄȽȹɈɁɉɄȞȥɂ৽ȢɀȤɤɘȳă

જ౦ɬൎɅĂ०য়ୁჩɒɈ࠲ఘɞڷᅧɬɛɀ
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ᙱଐஜᝍᩋܹἮἻὅἘỵỴἼἯὊἚ
匿名希望
ā8 ॢɅಀႨਛ۫ޮȦཡ౺ȱȹăএණɁɈʴˁ

࠰ɉĂ22 ૪ġ 25 ૪Ɉ 4 ૪࠰าɁȜȽȹăຎ

ˋʞɻɺɅઞݡȱȹ੫Ɉ࣍ၡਠɬȠă

ɅɀɈࣞȦȢɣɦɥɩȫɁɉɄȩĂɘȹ૫Ɉ

āޮʴˁˋʞɻɺɈઞݡɉɛɀɁȜȽȹȹɛĂ

ɈʴˁˋʞɻɺȦۜȧॅȪɂȞȠवɁȜȽȹăষ

૩ઞ࿚ɬവȢɥȭɂȥɣȽȹăෳघ ) ຝəསȧ႕

ɧལɬۜȥɦɥૃȞɁɉȜȽȹȦᅟಃ൮ɬȜɂɅȱ

ોᅙɼˋʕĜ˃ *Ăʌʸ൜ĂʶʑʇĂႅાĂෳȷ

ȹăࣞষɅીᄜஒɅᄋɥɂĂȤɞʑʵĜʜʡ˂

ɁʏʻʜĆʒʴˋĂယ )3M ڬ௫ *ĂܶڝຑɂവȢȹă

ˋʇɈ༯ĂܸɦȹෳघɄɃɈಸ௺ɄɃીఊۙɈၫ

ā௲ஒɉ݊ટॻణྩ෨ɬᄆૄȱȹăିɉ 9 ૪

ɞ഼ॻȥɣ༝ঁȯɦɀȧȹၫȦ੫ɢȩȥɦɀȞ

41 ယާɈȹɛ 4 ૪ཡɁȥȞĂ8 ૪ݿȨ

ȹă

Ʌຖශăྡ௲ஒɒɉଠɁɈ௮ɤɦɉਲɄȹɛĂ

āఊۙɈၫȥɣĂ2 ɁȢɥȭɂɉঔɣɦɀȤɤ

ਉެɈʈˁɾˋʡɅୠਗȱĂʨʑɁʬʑʠˋഗ॒ɬ

ॅറโɄૅܧɬྼᅟɂȱɀȞɥȭɂɬ๙Ȣɣɦȹă

ȠၫၭɁȜɥăି૪࠰Ʌɜ࠲ɩɣȴĂȥɄɤ

ಀႨਛ۫ষɜဇྡޮĂණరɄɃਡ߂ණɁ

ɈౘɈଠɞఱęȦୠਗȱɀȞȹăିஏɅ 5 ġ

ޮȦཡ౺ȱɀȞɥăޮɬྤޑȳɥȭɂɞĂᅅ႕

6 ఱาɅ၂ȯɦĂʈ˃ĜʯɁɈɂɄɥăʨ

ȳɥȭɂɉɜȻɧɭಜɁȜɥăȱȥȱĂࡧȧɀȱ

ʑɈɄȥɁĂʈ˃Ĝʯ˂ĜʘĜȦड़ɛɣɦĂૢڷ

ɘȽȹȜɂɅȫਗȢɥଜޏɁȜɥɢȠĂɌɂɤɌ

ਐɂȱɀĂ31 ယࣞȱ 21 ယऺɬ่ฦȳɥȭɂĂ

ɂɤȦݢ༑ɄཱྀڱɁࢾᆵȱɀȞȩȭɂȦಜɁȜɥ

ယɬȭɘɛɅಟɥȭɂຑɈತცȦȜȽȹă

ɂࠐȲȹॄঅɁȜȽȹă

āʨʑɈଠഋȥɣɈाఋɉĂణྩɅɥɂʄˁ˂ɂ
ဿݛȱȹăਡັܨȞɅɉటɅɢɤᅙɁȧɄȩ
ɄȽȹဘɞ།൜Ȧಓə୭ɇɣɦĂັɉੋȦ߿Ȟ
ɀଠȦฆɥȹɍɅဢȲɭȦခȽɀȞȹăɘȹݦɈެ
့Ʌɉ 3 ިငယɈɂȭɧɘɁɈȜɂȦȾȞɀȤ
ɤĂȦȷȭɘɁ௫ȦȽɀȧɀȞȹȭɂɬȱɀȞ
ȹă܇ജɁɉɄȩଌ੫ɅॽɥȭɂɁɈॖɉȧȩ
ȞȹȹɘɦɄȞ૩ȻɂɄȽȹă
āʨʑɉణྩ෨ીᄜஒɅශȧĂȭȭɬࢪ๘Ʌ߂ʈ
˃ĜʯɁʴˁˋʞɻɺɬᅟಃȱɀȞɥ߂ݦวɅၸᄎ
ȳɥăʑʋʛʯɞɕȠȧĂʨʉʜĂ།൜ɄɃྩ࿚
ɬିȫଲɤĂණూɺʯ˂ɁଭࠍწȞɄȦɣ 26 ယา
ɁශȞȹăᅟಃ໘ᅎɉݎݦ໘Ɉటྡޮɬିȫ
ȹဘ࿚ɬĂۿɍȳࣞɁȜȽȹăળȽȹݎݦɜ 2
ިɉɀటȱɕɖɀɈɜɈȦஐယൎɁȜȽȹă
ȳɁɅਛ۫ȥɣɉ 4 ଢ଼࠰าॄݿȱɀȤɤĂ
ɬ࠸ɭȺɜɈɉ୕ȞɬཡȱɀȞɥɜɈɜഽȩȜȽȹă
ɘȹယɬഽȩ࠸ɭɁȞɥȹɛɀɈɜɈȦ୭ȩ
ɄȽɀȞȹăݛ౿࿚ĂݦइĂۃᇆĂஙᇆຑăݤ௲
ɁݗɜȩĂෳളෳʒʴˋɁȜɥȹɛĂɂɛɃɄ
ȩࠚɜᆔɦɀȞȹă31 ယࣞȱ 21 ယऺɜࣞ
૪࠰ȦȞɈɁɉɂૃȽȹȦĂষɅɄɥɅȾɦȷ
Ɉ࠰ߒɁɜൌᆵȦറȥɄȞɂࠐȲȹăଌଋɈࣞ૪
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第 9 回 施設対抗フットサル大会が開催されました！

ā3129༃21ॢ32ᅓĂৎ౺ငĸ൦:ޑ

ȱȹĊȱȩɜஈᄭɉຄࣷ৮ਗۇᆫʓˋʗĜɁ

ૈಡൎৣʭʛʠʍ˃ޏĹɬG/D/KBUTʑʗʐɺʸ

ȱȹăڮݚʠĜʢʹˋʠɈᄭɉഐਗ࿒ۡɁȱ

GVUTBM!QPJOUଳટɅɀާඳȱɘȱȹăȮઞݡ

ȹăখఱɈຶ๘݄ɉĂට౯Ȧ9ʌĜ˃Ɂ༃ɂວ

ȞȹȺȞȹ߂ૈಡɈޣᅕĂಁɅȜɤȦɂȠȮȰȞɘ

Ȳழಀࠡীુ)ᆏ৳ފ࿒ۡ*Ăட౯Ȧ6ʌĜ˃Ɂੴ

ȱȹăဇɞଢ଼ჂɈ۫ȦറȞɀȤɤɘȱȹɈɁێჁ

ࠡীુ)ຄࣷ৮ਗۇᆫʓˋʗĜ*ɂɄɤɘȱȹĊ߂

ɈڤɜȜɤɘȱȹȦĂຎɉࡈɊȱȞȭɂɅౣə

ʙĜʸɈޣᅕĂຶ๘݄ɈȤ3ఱĂಁɅȤɛɁɂȠȮ

ȧȽȹɦɂɄɤɘȱȹăޣᅕ૩Ȼɢȩʭʛʠ

ȰȞɘȳă

ʍ˃ɬߖȱɛȹȭɂɂૃȞɘȳăȧɄބޖɜɄȩ

āᅰ༃ɉȞɢȞɢࡥ༄ȳɓȧ21ޑᄆɂɄɤɘȳă

ჟૢޏɬȢɣɦȹɈɉĂޣᅕɈȮࢾᆵȜȽɀɈ

ࡥ༄ޏɣȱȞࡅކĆ܄ۿȦɁȧɥɢȠଌޏۙڳ

ɜɈɂଌێޏۙڳວྥ௵ɅࠐଟඳȱɀȤɤɘȳă

ɜȥɣਗȦȽɀȤɤɘȳăʭʛʠʍ˃ɬȱɀ

āޑɉ27ʙĜʸȦઞݡȯɦĂ5˂ĜʈɅယȫɀ

ȞɥĆʭʛʠʍ˃Ʌ࣓ჍɈȜɥȮૈಡɉĂ౩ྥȮઞ

ຎȹɤɈ˂ĜʈಱɬȞɘȱȹăय़ݪȥɣ௫ڮɂݚ

ݚݡȯȞĊɘȹĂૈಡȺȫɁɉఱౘഫɈȹɛখ

ڮʠĜʢʹˋʠɒȷɦȸɦమɚɂȞȠᇉ༃ฆɤɈव

ఱɁȹȞĂɂȞȠಪ౺ȦȞɣȽȱɝȞɘȱȹɣৎ

ૺɬੜᅙȱɘȱȹă˃ޑĜ˃ɬຝȱĂ˅ˋʈʏ

౺ငɘɁȮᇦᅵȩȺȯȞăȷɦɁɉĂ૫ޑɜɃȠȸ

ʽĜʠ࣮ોĂට౯ȥɣட౯ɒɈʴʟɻʋˋʗʇʠ࣮

ɢɧȱȩȤࡄȞడȱ௫Ȭɘȳă

ોĂɄɃɈູޏ်˃Ĝ˃ɬಡȫɘȱȹȦĂޑɉ
ູɅட౯ઞݡଞɈ˄ʱ˃ɈȯɅࣙȥȯɦɘȱȹă

āāৎ౺င

߂ʙĜʸɈட౯ൿȦʌĜ˃ɬᆲદȱĂȭɦɘɁɢɤ

āāૈಡൎৣʭʛʠʍ˃ޏଌޏۙڳဋۙڳෳā

ཆ༂ȱȹਗȦഽȩ౺ɘɦɘȱȹă

āāāāāāāāāāāāāāāāā់ರāကૂ

āৄᆔɼʱˋʠɉĂထౘɈʧĜʡ˃ɈݚɒȞȥɅഁ

āāāāāāāāĪ૬ݨۇފߔߔۇငമ࿒ۡī

ȩ౷ߊɅʴĜ˃ɬฆȳȥɬࢻȽɀɜɣȞɘȱȹăට
౯Ăட౯Ăાࢷɂ˂ĜʈȮɂɅो9შɬೊȱĂʗ
ɼʸɬࢻȞɘȱȹăܾܧɅᅰɣɦȹાࢷȹȻɜઞݡ
ȱɀȩɦɀߖȱȞ૪࠰ɂɄɤɘȱȹăޣᅕȦວȲ˂
ĜʈɈʙĜʸວɁவȱɁɜৄᆔȯɦɀȞɦɊড়Ȟ
Ɂȳă
āɅɄɥय़ݪɁȳȦĂɘȴઞݡʙĜʸȥɣɈຂ࿌
ɅɢɥʈʛʡʙĜʸɅɉஈྩۿɂȱɀʑʵĜʜ
˂ʒʸʠ˄ĜʣˋʈɬȽɀȞȹȺȞȹȜȷȠʇ˂
ʣʛʇȦೊɊɦɘȱȹăႨಱɈ௫ڮʠĜʢʹˋʠɅ
ɀಞಱɬ౫ȱᄭȱȹɈɉĂᆏ৳ފ࿒ۡʙĜʸɁ
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௫ڮǰᄭɈᆏ৳ފ࿒ۡʙĜʸ

ȜȷȠʇ˂ʣʛʇɅɢɥஈྩൌഀ

ڮݚǰᄭɈഐਗ࿒ۡʙĜʸ

ৄᆔɼʱˋʠ

āਗāဇāा
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＜障がい者スポーツ支援部だより＞
௩ȦȞଞʑʵĜʜɬഽȩɈᆅߔᆫၭɅඪȽɀɜɣȠɓȩᇦ੪ȱɀȞɥȭɈʋĜʢĜă
ޑɉ OQP ၭఱ ZBTV ɕɕȢəʇˁʮɅɀʇˁʮʶʥʐʻĜɬȯɦɀȤɣɦɥެஏ્ێȥɣɁȳă

「地域資源としての総合型地域スポーツクラブ」
!!!!ǪǬǫၭఱǵǝǯǱɕɕȢəʇˁʮāʇˁʮʶʥʐʻĜāެāஏێā
◇『総合型地域スポーツクラブ』とは？『ＹＡＳ
Ｕほほえみクラブ』とは？

◇「地域資源としての役割」
āǵǝǯǱ

āޣᅕɉĶਗळණۊʑʵĜʜʇˁʮķɬȮശඪ
ɁȱɡȠȥĉʑʵĜʜʇˁʮɂȞȠɂĂȞɩɠɥ
ʭɻʛʠʥʑृɈʑʵĜʜʐʸɬࠊྩȱȹʑʵĜ
ʜʇˁʮɬૃȞ࿑ȩၫɞĂʑʵĜʜவ༃චɞʍʛ
ʃĜʇˁʮɈɢȠɅඍێହᄆĆඍێ౦ൣɬൎɅ
ȱȹʙĜʸȦຢɅȥɐၫɜȞɥɁȱɡȠăɂȭ
ɧȦმ࠰ʇˁʮɁɜɄȩĂହᄆʇˁʮɁɜɄȞĂ
ණۊୣმɬൌɂȱȹĂഽ౦ൣĆഽହᄆळɈਗ
ळණۊʑʵĜʜʇˁʮɂঘɊɦɥʇˁʮȦĂႨ
ਡɁ4-811ʇˁʮڬ௫ȳɁɅശ੭ȱĂॻ໘Ʌɜ
71ࣷȞʇˁʮȦȜɥɈɁȳă
āᄘીɅȤȞɀɉǎȾɈਗळණۊʑʵĜʜʇ
ˁʮȦȜɤĂȷɦȸɦɈູɬ૩ȻɄȦɣĂණۊ
ɁߤɬȽɀȞɀĂȷɈێȾȦǵǝǯǱɕɕȢ
əʇˁʮɁȳă
āʇˁʮɅɢȽ
ɀൎණۊɈཱྀ
ڱɞ༃ൣĂହᄆĂ
ૂɉۅȞɘȳ
ȦĂǵǝǯǱɕ
ɕȢəʇˁʮɁ
ɉĂʑʵĜʜ࣋
ଆɞʑʵĜʜ

ɕɕȢəʇ
ˁʮɉ3114
༃ɅಡᆏȱĂ
༃ಡᆏ26
༃ɬ॒Ȣɘ
ȱȹăࣷ ༃
ɉ௩ȦȞଞ
ૢࣞɅɜᆵ
ɬɦɀȤ
ɤĂᄘીɄȥɢȱৄᆔ࠵Ī௩ȦȞଞʑʵĜʜૈ
ಡīɈૄฤࠣᆅɬିȫĂࠣᆅၭఱɈૢࣞɬିȫ
ॅȨĂ௩ȦȞଞɈၫęɬൎɅʴˁˋʞɻɺɈ
ၫęɈࢾᆵɬ෴ȧɄȦɣĂႴଢ଼ഽȩɈૢࣞɬާ
ȱɀȞɘȳăȷɭɄෂĂॻᆏ˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋ
ʓˋʗĜȥɣȤ౾ȥȫȞȹȺȧĂʇˁʮȦާȱ
ɀȞɥૢࣞɬॸୌޏɁގȯȵɀȞȹȺȧĂଌණ
ॸୌɂȱɀ༃ĆႨ༃ɂᆅߔᆫၭɬɉȲɛࡳુ
Ɉஜಪ౺ၫɅĂᄘીɄȥɢȱৄᆔ࠵ɒȤܛȱ෴
ȧĂ௩ȦȞଞʑʵĜʜ࣋ଆɈএ௲ൌঅɬȱɀ෴ȧ
ɘȱȹă
āʇˁʮɉɈฆɤĂණۊɈʴˁˋʞɻɺɈᆵ
ɬණۊɁߤȥȳචൌɁȜɤĂୣმɈၫɅɂȽɀɉ
ĶණۊķɁȳăණۊɂȱɀɈʇˁʮɬ
ĨઞݡଞɂȱɀߤȥȳĩɈȥĨĪࡳ༑Ćॄঅɬ૩
ȾīʴˁˋʞɻɺɂȱɀߤȥȳĩɈȥăʹʣʽĜ
ȿȩɤɜ࠸ɛɀĶȧɡȠȞȩĪȩīķ௲ȿ
ȩɤɂȱɀĂᅕęɄၫɞචൌɂᇦ़ɬȱɀĂʇˁ

ޏɄɃɈʑʵĜ
ʜĆۿ࠲ᇦɈ
ૢࣞĂᆧᆅ࣋ଆɞൌᆵʞʑʠɄɃɈ०য়ჶɬʭʁ
˅ĜȳɥૢࣞĂʑʵĜʜவ༃චɬɉȲɛĂෂߔ౺
ɞఱɜ࠸ɛɀโɅߤɬȠʍĜʇ˃ߤ
ɈʍʵĜʠɬȳɥૢࣞĂી໘Ɉൌૈۋಡɬࠣᆅۿ

ʮɈߤȥȱၫɉষɜȯɣɅഝȢɀȩɥɂᅅȯ
ɦɘȳă
āȭɦȥɣɜʇˁʮɉĶණۊķɂȱɀĂʑ
ʵĜʜɞ०য়ჶɁɈॄঅɞູࡳɬ૩Ƚȹၫęɂɜ
ȯɣɅᇦ़ȱɀĂ௩ȦȞɈᄵჟɅ࠲ɩɣȴĂȳɓ
ɀɈණۊɈၫęȦჍɬฆȲɀණۊɁৄᆔɁȧɥ
ɢȠɅĂഽȩɈၫęɈࢾᆵɬ෴ȧɄȦɣĂᅕęɄ
ૢࣞɬࡅކĆଌૈȱɀȞȧȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳă

܄ȱɀৌᆎɢȩીმɅߤᅙȱɀȞȹȺȩૢࣞɄɃĂ
༃ൣɈۅȞɞ௩ȦȞɈᄵჟɅ࠲ɩɣȴĂණۊɅୣ
ɚၫęȦഊɅʴˁˋʞɻɺɂȱɀĂȷɦȸɦɈ
ູࡳɞॄঅɬߤȥȱɀĂ౺ߤɈێငɂȱɀᅕęɄ
ၫȹȻɂৄᆔɬ૩ȻɄȦɣĂɅൌɬȥȳჍ
ɬߖȱɚĂȷɭɄߤɬȽɀȞɘȳ
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本

読みました！

ᄘ࿒ۡā˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋݻ
āāāāāāāā田

中

優

āȭɈழತɈခɉĂਗ࿒ۡɈ˅ʫĜɅȜɥʃʭɿă࿒ۡɈ˅ʫĜɅȜɥ
ȭɈʙɿĜˋ๑ɈʃʭɿɉĂ഼Ɉ௲ஒɅȜɥȤ๑ɂວȲɜɈɬ༸ȽɀȞɥȱĂ
࿒ۡɁȜɥȭɂɬႆɦȯȵɥɕɃĂฆă૭ᆫɅ࠲ɩɥɩȫɁɜɄȞȱĂȤ
ࢊȦࠏଞɁɜĂۇଞɁɜĂ०য়ɄఱɁɜĂȩວȲʍĜʫʑɬȳɥă૪Ʌɉ
഼Ɉ๑ɅɉᅰɄȞɢȠɄఱɜȞɥȫɦɃĂɏɤɘɩȯɦȴჟ࠲ఘɁĂȺȫɃ
ྒɣɬࢩɚȭɂɜȱɄȞă࿒ɭɁɥఱȦĂȞȾɁɜɦɥɢȠɅ࿒ۡɅࡍɤ
๒ȽɀȞɀĂɁɜ࠲ɩɣȴᆏȱɀȞɀĂȷȭɅȜɥă
āૐȦĂۗɅરȽɀȞɥɈɉĂ࿒ɈɅȦഗȽȹɁȳăᆤపɈގ
ীɞɈࠡ࿒Ʌྚɦȹட౯ɉĂ
ĶૐɉĂȭɈ࿒ۡɈʃʭɿɈɢȠɅɄɦɊȞȞķ
ɂɅ๙Ȣɘȳăގীɞࠡ࿒ɉĂଌ੫ɅȳɥȭɂɅɄɣɄȫɦɊယȥɣɄȞ
భȯɞंȱȯȦȜɥɂૃȠȦĂȷɈᇻȞɞ࿒ɅɈɘɦȴĂယɬॽɩɄȞ
ȭɂăȷɈྫკɄࢯᆋࠐȦಜɁȜɥȭɂɅȥȯɦɘȱȹă
āȜɤɏɦȹ௵Ȧ࿑ȥɦɀȤɤĂষɉʳʛɂఘȦݗɘɥ௲ჶɜă࣓ჍȦ
ȜɥၫɉĂ౩ྥȮێȩȺȯȞă
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૬ॻފᆅߔᆫၭޏĆ૬ࣞॻފᆫၭޏĆ૬ॻފা෪ߌࢼޏວ

3129 ༃Ć൦ : ޑ૬ॻފၸᄎ˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋଌოଞॸୌޏ
༃ɉĂ੭൮ȥȥɤȾȫુۇĂཾێ࿒ۡɈુۇɅɜĂ
সਆܩɬȞȹȺȧɘȳăૢᇉၡਠĆʈ˃ĜʯˇĜʇ
ɄɃɬฆȱɀĂޣȯɭɅ࣓Ⴭɬ૩ȽɀȞȹȺȧଌ
ɁߤᅙɁȧɥ໘ᅎɜࡅކȱɀȞɘȳɈɁĂޣȯɭɈ
ಓ࣡โɄઞݡɬȤȻȱɀȞɘȳăĶ૬ॻފɁၸᄎ
˂ʧɅ़ɩɥ¿ØÌà¾ÅĂ़ɩɤȹȞ¿ØÌà¾ÅĂȞȾȥၸ

ā༃ɜĂႨᆅߔᆫၭࢾޏĆႨࣞᆫၭ
ࢾޏĆႨা෪ߌࢾޏȷȱɀਡၸᄎ˂ʧʫ˂
ʞĜʏʿˋచ࣓ޏۙڳȦȱĂଌოଞॸୌޏɈާ
ɬࡅކȞȹȱɘȱȹăĶ౫ޜฤݚɁɈĂၸᄎ˂
ʧʫ˂ʞĜʏʿˋĆĆȷɈএķɬʞĜʶɂȱɀĂ
ၸᄎࠡীʑʞĜʏʿˋɂĂၸᄎ˂ʧʫ˂ૢࣞஒȷɦ
ȸɦȥɣɈ௶ၡอࢷĆሇ൨อࢷɬɜɂɅĂ௶ၡࢼᄵ
ɬూȽɀ෴ȞȹɤĂఛࡤઞૢࣞஒɈၨȢɥݻ൨ɜ
ࢼᄵɁȧɦɊɂૃȞɘȳăɘȹĂޜฤɅɢɤĂુۇ
ɂɈɢɤდಞɄᇦ़ɜ࢙ɛɣɦɀȞɥȭɂȥɣĂ

ᄎ˂ʧɬĆɈૃȞɈȜɥ¿ØÌà¾ÅĆޣȯɭୠɘɤɘȱɡ
ȠĊȷȱɀĆাɤਗȞɘȱɡȠăķޣȯɭɅȤޏȞ
ɁȧɥȭɂɬߖȱəɅȱɀȞɘȳăɂɜɅߔɍɘ
ȱɡȠă

ާ૪ćိ42༃2ॢ2:Īī24ć41〜28ć41!)!ି24ć11ɢɤ!*!
āāāāāိ42༃2ॢ31Īī!!:ć11〜27ć41!
ޏāā௲ćࣷ৮ཞཚીᆏਗۇᆫʓˋʗĜ!ɢȱɐȢʳĜ˃!)ɉ߂ɁĂȮᅙڷȩȺȯȞ*!
ઞ ྣ ݡćჟᆧ!
ઞݡൎćএ੭ၸᄎ˂ʧɅ़ɩȽɀȞɥʓˁʬʑʠÅɉɜȻɧɭၸᄎ˂ʧɅ࣓ჍɈȜɥʓˁʬʑʠĂॄঅଞă
໘āāᅎć!
āǍॢ2:)*!Ī24ć1ǌିާī!
!
24ć41〜āާޏɈډ!૬ࣞॻފᆫၭޏޏෳā໘ࢀഥ
!
24ć51〜 ਡၸᄎ˂ʧʫ˂ʞ―ʏʿˋණ˂ۊĜʘĜࡼޏɈၡਠ
!
24ć61〜 ိ41༃Ć౫ޜฤɅȷȽȹၸᄎ˂ʧɈଌ
!
āĆၸᄎࠡীʑʞĜʏʿˋȥɣɈၡਠāˇˋʺɺၸᄎࠡী
!
āĆ˂ʧʫ˂ʓˋʗĜāੲᄘࡈێ
!
āĆၸᄎ˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋૢࣞஒȥɣɈၡਠāāᆏ৳ފ࿒ۡāఠ৮ྰ
!
26ć36〜 ʈ˃ĜʯˇĜʇ〜ޜฤষɈၸᄎ˂ʧʫ˂ɈএɂষɈݻ൨〜௶ၡৄࠓޏ
!
27ć36〜 ఛࡤઞૢࣞஒɈএɂݻ൨〜
! āĆʓˁʬʑʠȦఛࡤઞȱȹၸᄎࠡীʑʞĜʏʿˋȥɣɈၡਠ
! āāෳʹʟɻʉɺʓˋʗĜɺˋʗ˄ʑၸᄎࠡীʑʞĜʏʿˋāஒෳāሊሆાā႘ഺ०ാᇾ
!

28ć41āāᆡ

āǍॢ31Īī)9ć41ିާ*
!
!!:ć11〜 Ķ੭൮ȥȥɤȾȫુۇɂɈᇦ़ɈȹɛɈĂʭɻʐʃ˃ɺʓʑʹˋʠķ
!
!
ā〜ၸᄎ˂ʧʫ˂ɒɈૃȞ〜!
܊૧ఫᆫஒāݴটࡦશಪ౺
!
21ć51〜 Ķ܉ᅤɂ˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋɅȾȞɀķ!
ᆏ৳ފ࿒ۡāိඪಪ౺
!
24ć21〜 ૢᇉॳບĶȜɄȹɄɣĆĆĆɃȠȳɥ!ķ
ā!
āϱ!ޑဌࡖ˂ʧ࿒ງ൞ۡૢᇉอɂĂʈ˃ĜʯˇĜʇ
!

āϲ!ǝǨǯĆ࿒ૢᇉอɂĂʈ˃ĜʯˇĜʇ

!

27ć41āāୌᆡཡĪ3ઞݡଞīᆡډ

డȱਮəćǎ࠰ɈઞݡɅɀȤࡄȞȱɘȳă!
!
ā်డȱਮəᅙɅɀĂ߂ૢࣞஒඍڮɁĂడȱਮəȩȺȯȞă) ฤۙ 71 შา *!
!
āడȱਮəำɛಜɤܤෳĆĆ23039 ྼශ
!
āŖʹĜ˃āϱஒമϲ્შĪɏɤȦɄīϳఊହϴ߂ࢾۙޏޏྈਖāϵၸᄎॄঅ༃ౘā
!
āāɬࡥ੪Ɉ௫ĂȤడਮəݚȯȞă
డȱਮəĆᄎȞਗɩȵಪćᇻఱ။०ૈಡ˂ʧʫ˂ʓˋʗĜȜɠəā
!
!
!gby!1859.53.1222!!!!!!ሇć1859.53.4466!!ఠɘɁ
!
!
ʹĜ˃ɺʡ˄ʑćtijhbipvnpoAzbipp/dp/kq
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ĺණۊʉɺࡼޏᄑॸୌĻ
ණۊʉɺࡼޏĪࢤණۊၟߣʉɺīైమ˂ĜʘĜຩॸୌɂ
ණۊʉɺখ်ॸࡼޏୌਗວɁާ
ā༃ɜණۊʉɺైࡼޏమ˂ĜʘĜຩॸୌɂණۊʉɺখ်ॸࡼޏୌɬਗວɁާඳȱɘȳăණۊʉ
ɺࡼޏĪࢤණۊၟߣʉɺīైమ˂ĜʘĜଲຶଞɁණۊʉɺখ်ॸࡼޏୌɬିਆȯɦɀȞɄȞၫɅ࠲ȱɀ
ɉĂষȥɣණۊʉɺైࡼޏమ˂ĜʘĜຩॸୌɂණۊʉɺখ်ॸࡼޏୌɬਗວާඳȱɘȳɈɁĂ
ষȥɣିਆȞȹȺȩɢȠȤࡄȞడȱ௫Ȭɘȳă
! ā ૪āိ 42 ༃ 3 ॢ 28 Īī:ć41 ġ 27ć11Ī!ି :ć26 ġ!ī
Ćိ 41 ༃ණۊʉɺైࡼޏమ˂ĜʘĜຩॸୌɉǍିਆȦྼీɁȳă
Ćɉණۊʉɺైࡼޏమ˂ĜʘĜຩॸୌɅ࠲ȳɥ EWE ෪ਆɂɄɤɘȳă
ĆষĪާ 24ć11!ି 23ć56 ġīȥɣɉ QPT ණۊʉɺখ်ॸࡼޏୌɂਗວާɁȳă
ĆষȥɣɈॸୌɉૄޏฤૢࣞɅไܾȯɦɘȳă
!ާޏ௲ !āࣷ৮ཞཚીᆏਗۇᆫʓˋʗĜā2 ި!ɢȱɐȢʳĜ˃
!ିࡖ࠰ !āိ 41 ༃ 23 ॢ 4 Īॢī
!ġ!ိ 42 ༃ 2 ॢ 42 Īᄄī
!ਆāāુ !
ā
ĺষĻ

૬ॻފᆅߔᆫၭޏćݭāਞྷ્Ăāౝ៛!ࡩྷ્Ă
āෂۈāᅖ્ގ
૬ࣞॻފᆫၭޏćఠāᆯാ્Ăāᄘāᄮୃ્
૬ॻފা෪ߌޏćರॽ!ۙᇇ્Ă
āᄞુರāᄻ્ݠ

!ൎāā !āᆅߔᆫၭĂࣞᆫၭĂা෪ߌĂɍ࠲ᇦఊହ
!
āā! ฤāۙ !ā91 შā!! ઞ! ྣݡāჟᆧ
!డ ਮ ಪ !āsfibcjmjAzbtv.iq/kq
ĆॻۙޏɈၫɉĂϱۙޏྈਖϲ્შĪʭ˂ʄʢīϳஒമϴ UFM ɬྼȴȮცࡥɈ௫ȤడȱਮəݚȯȞă
഼ۙޏĆ഼ఊହɈၫɉĂϱ્შĪʭ˂ʄʢīϲఊହϳஒമϴ UFM ɬྼȴȮცࡥɈ௫ȤడȱਮəݚȯȞă
ɄȤĂॣშɅɉྼȴĶĪǍīණۊʉɺైࡼޏమ˂ĜʘĜຩॸୌడਮķɂȮცࡥݚȯȞăණۊʉɺ
খ်ॸࡼޏୌɬିਆɈၫɉĂĶ
Īষīණۊʉɺখ်ॸࡼޏୌడਮķɂცࡥݚȯȞă
!  ڷ๘ !
ĆຩॸୌିਆɘɁɅ f. ˁĜʣˋʈɬᆡȱɀݚȯȞăຩॸୌɉĂf. ˁĜʣˋʈିਆୌᆡଞɘȹ
ɉ f. ˁĜʣˋʈିਆჲதଞɈၫȦൎɂɄɤɘȳăf. ˁĜʣˋʈିਆୌᆡɈၫɜĂຩॸୌɬି
ਆȞȹȺȩȭɂɉݢ༑ɁȳȦĂᆂୌɂɉɄɤɘȵɭɈɁĂȮݚڷȯȞă
Ćf. ˁĜʣˋʈɈჲதడಃɬȯɦɥၫɉĂຩॸୌާɈǍଢ଼࠰ɘɁɈჲதడಃɬȱɀȞȹȺȧɘ
ȳɢȠĂȤࡄȞඳȱɘȳă
ĆฤۙݿɈ௲ਗɉĂॻۙޏɁ f. ˁĜʣˋʈିਆୌᆡଞɘȹɉჲதడಃଞɬᄭಪȱɘȳă
!ᄎȞਗɩȵಪ !
Ćᄘ࿒ۡ!˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋ!ݻෂۈāԉć188.698.2443ā!ɺʡ˄ʑćsfibcjmjAzbtv.iq/kq
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第 34 回 滋賀県理学療法学術集会 一般演題募集
ާ૪ćိ 42 ༃ǒॢ 41 Īī
ޏ௲ćۇᆫॸୌૈಡĶʣʯ˅ j N FQ!) ɺɼʹʛʯī
［8］抄録の作成

演題募集要項
［1］今大会の演題発表概要

抄録集の事前配布を予定しています。
『演者名』

口述発表形式で行います。

『所属』
、『キーワード（３つ）
』、
『本文』の順で

（演題申込み数により、発表形式の変更あり）

Windows 版 Microsoft

Word にて作成し、電

子メールに添付してください。
［2］発表時間

様式は縦 A4 用紙に横書きにて、一行の文字数

口述発表、ポスター発表：1 演題につき 10 分

は 26 文字以内、行数は 50 行以下とし、印字範

（発表時間 7 分、質疑時間 3 分）

囲が横 8.5cm、縦 25.0cm の長方形におさまる
ようにしてください。

［3］応募資格
筆頭演者は、公益社団法人

文字の大きさ等については、演題名は MS ゴ
滋賀県理学療法士

シック体 12 ポイント、その他の文字は MS 明朝

会会員に限ります。

体 10.5 ポイントに設定してください。
本文には【目的】、
【方法】、
【説明と同意】
【結果】
、
、

［4］応募方法

【考察】
、
【まとめ】
、などの小見出しを付け文字数

抄録の投稿をもって受付と致します。

は全角換算で 1,000 文字以内としてください。

応募先 E-mail アドレス

機種依存文字、外字は使用しないでください。

reha-station@373932hp.jp

図表は抄録に含めないでください。
抄録中に倫理規定に関する記述がない場合には

［5］応募期限

登録できませんので、注意してください。

平成 30 年 12 月 1 日（土）〜
平成 31 年 2 月 28 日（木）17 時まで。
締め切り間近は問い合わせが集中しますので、
余裕を持って応募頂くことをお勧めします。

［9］公益社団法人

滋賀県理学療法士会誌への掲載

公益社団法人

滋賀県理学療法士会誌への掲

載・投稿を推薦する場合があります。

［6］応募上の注意

［10］発表演題申し込みに関する問い合わせ、およ

演題は、未発表の物に限ります。応募された演

び抄録の問い合わせ先

題（抄録）と当日の発表内容が大幅に変わること

医療法人芙蓉会南草津病院

の無いようにお願い致します。ヘルシンキ宣言に

リハビリテーション部

沿った研究であることをご確認ください。

諸頭

幸平

Tel：077-562-0724
E-mail アドレス：reha-station@373932hp.jp
メールでのお問い合わせの際は必ず題名に「第

［7］演題審査及び決定通知
演題の採択は、本学術大会準備委員が定めた演

34 回滋賀県理学療法学術集会に関する問い合わ

題審査員（査読者）による審査結果を参考に大会

せ」と記載し、本文中に氏名、連絡先を添えてい

長が決定し、発表形式についても学術局の判断で

ただきますようお願い致します。

通知致します。平成 31 年 4 月末日までに応募者
たくさんのご応募をお待ちしています。

のメールアドレス宛に通知致します。
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ᆅૢޏȺɢɤ
平成30年度第3回公益社団法人滋賀県理学療法士会理事会議報告
Ćާ૪ćိ41༃:ॢ24)*ā29૪26ယġ2:૪41ယ
Ćާ௲ஒć૬ݨۇފߔߔۇငമ࿒ۡ˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋင
Ćಌᆅૢćိ࠾য়་āৠင୭ఒāଐ०૭āܷۧৗā݊ுজāರ﨑ৰાā
āāāāāāā!ā!။ࡦৠā଼ૂܑۈāఝāථાāࢀāࠞ
ĆಌࠠૢćႨཆāགāā
Ćࡼāāෳćိ࠾āয়་

ड़ฤૢਐ

ȭɈࡊஈɉ 31290:024 ڬਏɈૢࣞާɅไܾ

ěૢࣞާɅȥȥɥࡊஈɅȾȞɀ

ȳɥă

ȭɈࡊஈɉĂ૬ॻފᆅߔᆫၭޏȦȳɥߔ

āāāāāāāāāāāāāāāāāāڬ௫

ߤɞߤܗɬȤȭɄȠ੫ɈઞݡଞɄɣɍɅ
ާଞɈڤɬߊ။ȳɥȹɛɅฤɛɥȭɂɅɄɤ

ၡਠૢਐ

ɘȱȹă

ě૬ ॻފQPT ᇦᅵࢾࡼޏၡਠ

ࡊஈɈޱᅟɁȳă

ގীᅅ႕ైమ˂ĜʘĜຩॸୌ )I41/23/3 ާ
 *Ăණۊʉɺైࡼޏమ˂ĜʘĜຩॸୌɂ 4 

ݚڬɈǍī〜ǑīɈ௲ਗɅȾȞɀɉĂާෂો

ޏʉɺॸࡼޏୌ )I42/3/28 ާ * ᅅฤ

ɬॳບȳɥă

߂ငɈၡਠɉߠڈȯȵɀȞȹȺȧɘȳă

ǍīޮɞࡤჹพɄɃɅɢɤާණɈ

ॳບݻ൨

ࡍɤܘɬ࠸ɚᇭೀɈࢼৄฆ࡙࠲ɈۿȦॽਗ
ȯɦĂާਲɂඣȯɦɥ௲ਗ

ěʂ˂ˋʬʛʇăʩˁ˂ˋʬʛʇɅ࠲ᇦȱȹʴʛ

ǎīާණɅ်्ູၡȦȯɦɀȞɥ௲ਗ

ʙʻɅȾȞɀ

ǏīާණɅණరɅɢɥˁɼʭˁɼˋ௩ޮȦཡ౺

൦ǓࡖʳʑʠʗɾˋሃɅɀĂ৳ފીȦʏˋʄ

ȱĂဌࢤɅ૪࠰ɬᅟȳɥ௲ਗ

ʵĜ˃Ɉିȫɦɬड़ฤȱɘȱȹăʳʑʠʗɾˋ

ǐīާණɅྤࠅਠĆૄȦȯɦɀȞɥ௲ਗ

ૢࣞɂᇦȱɀĂ௩ȦȞଞʑʵĜʜɁȜɥʴʛ

ǑīȷɈ഼ާȦਲɂඣȯɦɥ௲ਗ

ʙʻɅ࠲ȳɥࢾࡼຑȜɤɘȱȹă

Ǎī〜ǑīɅȾȞɀɉާຎǓ૪૪๘Ɂඣ

ষɉɃɈɢȠɅ࠲ɩȽɀȞȩɈȥĂ৳ފીɈ

ȳɥă

ඐຎଞɂࢾࡼᅅฤɁȳă

Ǔ૪ڬਏɁǍī〜ǑīɅຎȳɥ௲ਗɉĂȷɈ
૪๘Ɂඣȳɥă
ෂોɉĂඐຎᆅૢɂާငɈෳȦࢾࡼȱ
ड़ฤȳɥă
ෂોȦड़ฤȱȹ௲ਗɉĂȷɈૉɬʳĜʸʲĜʐ
ऻ੪ȱĂૢሃɈ௲ਗɉʹĜ˃ĂሇຑɁઞݡ
ଞɅୈඪȳɥăୈඪɈറȧɉާငȦȠă
഼චൌȦާȳɥૢࣞɄɃɅຎۙޏȦઞࢾݡ
ᆵȳɥ௲ਗɉĂଞɈࡊஈɅ୦Ƞă
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12 月分

○会員数名

1,050 名（うち入会手続き中７名）

入会金、会費について
新卒者の入会の場合

○賛助会員 5 社

（２年目以降は協会費の減額がなくなります）

財務関係書類等の請求・問い合わせ先について

入会金

5,000 円

今年度より事務局機能の一部が、湖南市下田に移

士会費

9,000 円

転しました。そこで、交通費等の請求書の送付先や

協会費

5,000 円

合計 19,000 円

２年目以降の協会費は 11,000 円になります

公文書請求書の請求先について問い合わせがきてい

（士会費と合わせて年 20,000 円）

ます。

問い合わせ先
財 務 関 係：滋賀医科大学

〒 520-3201

川波（事務員）宛

湖南市下田 909-9

公文書請求：滋賀県理学療法士会

滋賀県理学療法士会事務局

岩倉（事務局長）宛

問い合わせ
尚、提出先・問い合わせについては、別紙滋賀県
理学療法士会問い合わせ一覧を確認してください。

新卒者の入会について
皆様の施設、あるいは近隣の施設に未入会の方が
おられましたら、日本理学療法士協会への入会をぜ
ひおすすめください。日本理学療法士協会および各
県士会は理学療法士の質の担保、市民への質の高い
医療を提供するために教育活動を行っております。
理学療法士として一人前になるためには理学療法士
協会へ登録することが各免許保持者にとって最低限
の努力であると考えております。

入会方法について
協会ホームページ
URL

http://www.japanpt.or.jp/about/join/

をご参照の上、入会手続きを行ってください。
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滋賀県理学療法士会問い合わせ先一覧
事務局

公文書発送ā

kjnvlzplvAtijhb.qu/ps/kq!āඐຎć࠾ೲ
UFM;1859.89.1731!GBY;1859.89.1732
ŦȤᄎȞਗɩȵຑɉĂɁȧɥঔɤʹĜ˃ɅȤࡄȞȞȹȱɘȳă
入会、異動、休会
ڽɉࢾޏʳĜʸʲĜʐĪʶɼʲĜʐī௫ȥɣȠȭɂɅɄȽɀȞɘȳă
iuuq;00xxx/kbqboqu/ps/kq0
財務部

事業費請求

lbjlfjAtijhb.qu/ps/kq!ඐຎć૬ۇފāರ༜ĪૢოۙīāUFM0GBYā188.659.3781
発送物関係

総務部

sfibAputv/ksd/ps/kq!ඐຎćಘ૦࿒ۡā˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋݨāܼ
ಠਮཡഗဘຑȜɦɊĂႴॢ 36 ɘɁɅȤడȱȩȺȯȞ
ಠɤਮəཡഗဘɈཡഗಪɈཡഗཱྀڱɅȾȞɀɜȤඪɣȵȩȺȯȞĪۙޏɈəĂ࠲ᇦචൌਮɄɃīă
߂ငɈૢࣞɈ༯ဘɅ࠲ȱɀɜཡഗɅ࠲ȱɀɉოငɅȮഊඨȩȺȯȞă
ホームページ原稿受付ā
ඐຎćlpkjoAcfmmf/tijhb.nfe/bd/kqāඐຎć૬ۇފā࠾ۈ
ʳĜʸʲĜʐāiuuq;00xxx/tijhb.qu/ps/kqāāā
士会ニュース原稿受付

広報部

tijhbquofxtAzbipp/dp/kqāඐຎćᆏ৳ފ࿒ۡāટ๒
研修関係

研修部

tqub/lfotivAhnbjm/dpnāඐຎćழ။०ۇᆫʓˋʗĜā౸݊
介護保険部
qulbjhpiplfoocvAzbipp/dp/kqāඐຎćࣷ৮ݗಶ࿒ۡā။
診療報酬部
sfibcjmjAzbtv.iq/kqāāāඐຎćᄘ࿒ۡāฎഺ
UFM!;!188.698.2443āGBY!;!188.698.6115
生涯学習関係

生涯学習管理部

n.jlfzbAqu.tj/bjop/bd/kqāඐຎć૬ۇފᆫࡳಮᄑߔ৫āදඇ
UFM!185:.57.3433
厚生事業関係

厚生部

qutijhb`lpvtfjcvAzbipp/dp/kq!!ඐຎćຄࣷ৮ી߳౺ۇᆫʓˋʗĜāܼ
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編集後記
編集後記

IIIIIIIIIIIIIIIII

平成 30 年も嬉しいニュース、悲しいニュースとあり
すぎた 1 年でした。
来年は天皇陛下が退位され、皇太子様が即位されま
す。時代が変わっても、皆が協力して助け合える世界
になっていけたらと年の瀬に思います。
来年もよろしくお願いいたします。

IIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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䛈527-0145㻌 ㈡┴ᮾ㏆Ụᕷᆏ⏫967
Ꮫᰯἲே㻌
⸛㔝Ꮫ㝔
ߔ৫ၭఱ
āᅽᄘߔ
㈡་⒪ᢏ⾡ᑓ㛛Ꮫᰯ

TEL :0749-46-2311/FAX:0749-46-2313
E-mail:shiga@aino.ac.jp
http://shiga.aino.ac.jp/
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