
平成 28年度 公―１事業実施報告 

 

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術による治療奉仕 

・本事業は定款第４条第１項第１号に規定されている事業である。 

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術の治療奉仕を通して、県民の健康維 

持、増進を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的として実施する事業。 

 

事業名 平成 28年度治療奉仕 

 

施術者総数   ３１１人 

受療者総数  １８３７人 

 

 【県師会】掛川新茶マラソンケアボランティア 

日時：平成 28年 4月 10日  7：30～15：00 

会場：ヤマハリゾートつま恋 多目的広場 

住所：〒436-0011 掛川市満水 2000 

電話：0537-24-6664 

施術者数：20人 

受療者数：293人 

 

 （河津地区） 

日時：平成 28年 4月 10日 10：00～13：00 

会場：河津踊り子温泉会館 

住所：〒413-0511 河津町峰 457-1 

電話：0558-32-2626 

施術者数：6人 

受療者数：9人 



 

 （袋井地区） 

日時：平成 28年 5月 28日 9：00～15：00 

会場：袋井市総合健康センター 

住所：〒437-0061 袋井市久能 2515-1 

電話：0538-84-6127 

施術者数：4人 

受療者数：42人 

 

 （掛川地区） 

日時：平成 28年 6月 8日 13：30～15：00 

会場：大須賀老人福祉センター 

住所：〒437-1304 掛川市西大渕 150 

電話：0537-48-5965 

施術者数：3人 

受療者数：12人 

 

 （森地区） 

日時：平成 28年 6月 12日 9：00～11：30 

会場：特別養護老人ホーム森町愛光園 

住所：〒437-0226 周智郡森町一宮 3150 

電話：0538-89-7031 

施術者数：3人 

受療者数：16人 



 

 （富士宮地区） 

日時：平成 28年 6月 19日 9：00～13：00 

会場：富士宮市西公民館 

住所：〒418-0031 富士宮市神田川町 27-4 

電話：0544-22-3355 

施術者数：12人 

受療者数：100人 

 

 （袋井地区） 

日時：平成 28年 6月 26日 9：00～13：00 

会場：明和宛 

住所：〒437-0121 袋井市宇刈 850-1 

電話：0538-49-1555 

施術者数：3人 

受療者数：30人 

 

 （牧之原地区） 

日時：平成 28年 6月 26日 10：00～15：00 

会場：福岡区公民館 

住所：〒421-0521 牧之原市相良 237-9 

電話：0548-52-0490 

施術者数：5人 

受療者数：22人 



 

 （焼津地区） 

日時：平成 28年 6月 26日 9：00～15：30 

会場：焼津市総合福祉会館 ウェルシップやいづ大

広間 

住所：〒425-0088 焼津市大覚寺 3-2-2 

電話：054-627-2111 

施術者数：10人 

受療者数：53人 

 

 （富士市地区） 

日時：平成 28年 7月 10日 9：00～14：00 

会場：富士市社会福祉センター 広見荘 

住所：〒417-0061 富士市伝法 59 

電話：0545-21-5558 

施術者数：11人 

受療者数：47人 

 

 （浜松地区） 

日時：平成 28年 7月 10日 14：00～17：00 

会場：浜松市福祉交流センター 

住所：〒432-8035 浜松市中区成子町 140-8 

電話：053-452-3131 

施術者数：16人 

受療者数：31人 



 

 【県師会】県民健康フエスタ 

日時：平成 28年 8月 7日 10：00～16：00 

会場：静岡県医療福祉センター 和室 ロビー 

住所：〒422-8006 静岡市駿河区曲金 5-3-30 

電話：054-285-0753 

施術者数：19人 

受療者数：16人 

 

 （沼津地区） 

日時：平成 28年 8月 28日 9：00～12：00 

会場：ぬまづ健康福祉プラザ 

住所：〒410－0032 沼津市日の出町 1－15 

電話：055－922－2020 

施術者数：20人 

受療者数：66人 

 

 （静岡地区） 

日時：平成 28年 9月 11日 10：00～14：30 

会場：静岡県総合社会福祉会館 シズウェル 

住所：〒420－8670 静岡市葵区駿府町 1－70 

電話：054－254－5221 

施術者数：19人 

受療者数：91人 



 

 （富士市地区） 

日時：平成 28年 9月 18日 9：00～14：00 

会場：富士市フィランセ 

住所：〒416－8558 富士市本市場 432－1 

電話：0545－64－8990 

施術者数：9人 

受療者数：74人 

 

 （御殿場地区） 

日時：平成 28年 9月 24日 9：00～15：00 

会場：御殿場市民交流センター ふじざくら 

住所：〒412－0042 御殿場市萩原 988－1 

電話：0550－70－6801 

施術者数：5人 

受療者数：41人 

 

 （三島地区） 

日時：平成 28年 10月 2日 9：00～13：00 

会場：三島市社会福祉会館 4階 大会議室 

住所：〒411－0841 三島市南本町 20－30 

電話：055－972－3221 

施術者数：17人 

受療者数：71人 



 

 （浜松地区） 

日時：平成 28年 10月 23日 10：00～15：00 

会場：浜北高齢者ふれあい福祉センター 

住所：〒434－0031 浜松市浜北区小林 1272－1 

電話：053－587－4830 

施術者数：14人 

受療者数：53人 

 

 （磐田地区） 

日時：平成 28年 10月 23日 9：45～15：00 

会場：磐田総合健康福祉会館 

住所：〒483－0077 磐田市国府台 57－7 

電話：0538－37－4824 

施術者数：9人 

受療者数：44人 

 

 （浜松市地区） 

日時：平成 28年 10月 29日 11：00～14：00 

会場：浜松市ギャラリーモール「ソラモ」 

住所：〒430－8588 浜松市中区砂山町 320－2 

電話： 

施術者数：9人 

受療者数：60人 



 

 （河津地区） 

日時：平成 28年 10月 30日 9：20～14：10 

会場：河津桜観光交流館駐車場 

住所：〒413－0512 賀茂郡河津町笹原 72－12 

電話：0558－34－1924 

施術者数：3人 

受療者数：46人 

 

 （御殿場地区） 

日時：平成 28年 10月 30日 9：00～16：00 

会場：玉穂報徳会館 

住所：〒412－0041 御殿場市ぐみ沢 750 

電話：0550－89－0161 

施術者数：8人 

受療者数：62人 

 

 （森地区） 

日時：平成 28年 11月 13日 9：00～10：30 

会場：森町愛光園 

住所：〒437－0226 周智郡森町一宮 3150 

電話：0538－89－7031 

施術者数：3人 

受療者数：13人 



 

 【県師会】 富士川キウイマラソン 

日時：平成 28年１１月２0日 7：30～14：00 

会場：富士市立富士川体育館 

住所：〒421－3304 富士市木島 89－1 

電話：0545－81－2301 

施術者数：31人 

受療者数：240人 

 

 （藤枝地区） 

日時：平成 28年１１月２７日 10：30～15：00 

会場：大洲公民館 

住所：〒426－0051 藤枝市大洲 3丁目 17－12 

電話：054－636－0059 

施術者数：15人 

受療者数：47人 

 

 （磐田地区） 

日時：平成 28年 12月 4日 13：50～16：00 

会場：特別養護老人ホーム 梅香の里 

住所：〒438－0112 磐田市下野部 363－1 

電話：0539－63－5030 

施術者数：5人 

受療者数：20人 



 

 

 【県師会】 メロンマラソンケアボランティア 

日時：平成 28年 12月 11日 7：30～15：00 

会場：小笠山総合運動公園内エコパスタジアム 

住所：〒437－0031 袋井市愛野 2300－1 

電話：0538－41－1800 

施術者数：23人 

受療者数：240人 

   


