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今年の夏は昨年のような極端に暑くなる日は少ない

と予測されていますが、熱中症には気をつけたいですね。 

夏といえば今年もやります恒例の赤ひげ夏期大学！

今年も各講師が特別な講座を用意いたします。ここでしか聞けない内容ばかりとなっておりま

すのでスケジュールの確保をお忘れ無く！ 

昨年度も好評いただいたオンライン配信ですが、今年も行いますが実技練習がございますので

実際の参加がオススメです！（延長戦と命名された懇親会も有志にて開催です！） 

配信は Web 会議アプリの ZOOM を利用いたしますので Web 参加を希望の方はお申込時に【Web

参加です】とお伝えいただけましたら受付がスムーズです。以下、イベント詳細となります。 

※イベント内容は現段階の予定であり内容については随時追加・変更される場合がございます。 

 

塾長講義 （講師：剣持太智 塾長） 

「デスクワーカーの腰痛・肩こりに効果的な手技（新技四種）の解説と実演＆練習」 

夏期大学講義その１（講師：剣持樹 講師） 

「経営・集客ノウハウ２０１９～売れっ子整体師の共通項とは～」 

夏期大学講義その２（講師：剣持拓未 講師） 

「メンタルケアと腸。増え続ける“メンタル疾患”に整体師ができること」 

他、充実のネタを鋭意企画中ですのでお楽しみに♪ 

日時：８月１８日（日） １０：００～１６：００ ※延長戦も有志でモチロン開催です！ 

定員：１０名 ※先着順 

会費：１０，０００円（税込） ※ビジネスプラン会員：８，０００円（税込） 

会場：新潟道場（新潟市東区牡丹山 5-4-6-5） 

 

 

 

 

 

 

これまで全国で開催してきた勉強会を

リスト化し、現在、開催と参加のお申し

込みを随時受け付けております。 

講座内容により参加者との日程調整・開催条件の確認が必要な場合や、インター

ネットを使った講座で自宅からの参加、動画講座での時間・場所を問わない受講

など、幅広い内容を揃えています。 

勉強会の詳細・お申込みは赤ひげ塾ウェブサイトの会員専用ページ「本部主催勉強会のお申込

み」からどうぞ。スマートフォンからは右上の QR コードから直接アクセスできます 

※会員ページのパスワードは今年度会員証に記載された４ケタの数字を入力してください。 

 

夏期大学２０１９ 

申し込み：総本部まで（お電話は平日午後５時までの受付です） 

TEL ０２５４－５２－１２０１ FAX ０２５４－５２－１２０５ 

メール：info@akahigejuku.com 

勉強会お申込み 
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「おやこ整体教室インストラクター講座」 

 

おやこ整体は赤ひげの整体の考え方を『親子で楽しく触れ合える』ようにアレンジしたメ

ソッドです。 

本講座では、その「おやこ整体」開催のためのノウハウ・テクニックを「0」から学びます。 

★インストラクター講座で得られるメリット 

☑ 小学校・保育園などから依頼が来る 

☑ 新聞社の取材が来る 

☑ 整体院の宣伝を大勢の参加者の前で出来る 

☑ 講師料（平均２万円）がいただける 

☑ 後日参加者さんが患者さんとして来てくれる 

☑ 地域での信頼・評判が得られる 

☑ 整体の啓蒙活動として 

 

■新潟開催 

＊日 時：９月 ８日（日） １１：３０～１６：００ 

     ９月１１日（水） １０：００～１５：００ 

＊会 場：新潟道場（新潟市東区牡丹山 5-4-6-5） 

 

■東京開催 ※３名以上の申し込みで開講決定。日程相談可 

＊日 時：８月２４日（土）or２５日（日） 

＊会 場：赤ひげ会東京セミナールーム（北区中里 1-25-5 Ｉ．Ｍ中里ビル３０１号室） 

 

■関西開催 ※３名以上の申し込みで開講決定。時間、会場は未定 

＊日 時：１０月２６日（土） 

＊会 場：未定 

＊講 師：剣持 太智 塾長 

＊参加費：50,000円（非課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おやこ整体講座 

申し込み：総本部まで（お電話は平日午後５時までの受付です） 

TEL ０２５４－５２－１２０１ FAX ０２５４－５２－１２０５ 

メール：info@akahigejuku.com 
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 以前お知らせした研修日程の続報と新規開催

の日程を掲載します。研修は参加する度に新た

な発見があります。奮ってご参加下さい。 

再受講の際は必ず受講先へご連絡下さい。 

 

 

茨城県 ■茨城研修 プロコース（木村和男講師） 

○第 ７回【応用２（肩・上半身）】               ６月 ９日（日） 

○第 ８回【応用２（下半身）】                ６月２３日（日） 

○第 ９回【応用２（下半身）・応用３】             ７月 ７日（日） 

○第１０回【バランスチェックの応用による臨床例】      ７月２１日（日） 

会場：茨城県支部（茨城県つくば市高須賀４７６－５ 整体きむらさんち） 

※会場都合により、再受講は各回先着優先１名とさせていただきます。 

（見学のみならそれ以上でも可） 

 付近には食堂等ありませんので、昼食は各自ご用意ください。 

 

 

 

新潟県 ■新潟研修 プロコース（剣持太智講師） 

○第 ９回【応用２（下半身）・応用３】            ６月 ５日（水） 

○第１０回【バランスチェックの応用による臨床例】      ６月２６日（水） 

○第１１回【バランスチェック】                ７月 ３日（水） 

会場：新潟道場（新潟市東区牡丹山 5-4-6-5） ※研修時間は 9：30～15：30となります 

 

 

 

石川県 ■石川研修 家庭コース（剣持樹講師）        

○第２回【基本検査・基本療法（復習）】            ６月１６日（日） 

○第３回【足湯・復習・サプリメント】             ７月２８日（日） 

会場：１１０イトー整体院、（石川県金沢市保古２丁目６１） 

 

 

 

 

 

京都府 ■京都研修 プロコース（後藤博正講師） 

○第４回【応用１・復習】                   ６月 ２日（日） 

○第５回【足湯・復習・サプリメント】             ６月１６日（日） 

○第６回【応用２（頭部・首）】                ７月 ７日（日） 

○第７回【応用２（肩・上半身）】                ７月２１日（日） 

会場：長岡京市立産業文化会館 和室（きりしま） （長岡京市開田３－１０－１６） 

 

研修日程情報 

申し込み： 茨城県支部 木村講師まで メール mail@t-balance.net  

申し込み：総本部まで（お電話は平日午後５時までの受付です） 

TEL ０２５４－５２－１２０１ FAX ０２５４－５２－１２０５ 

メール：info@akahigejuku.com 

申し込み：新潟道場まで（木曜定休） TEL・FAX ０２５－２１１－７２０１ 

申し込み：京都亀岡支部 後藤講師まで    TEL ０７７１－２５－３７５８ 

E メール：tao-ryoujyutuin@hera.eonet.jp 
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詳細などのお問い合わせは各申し込み先まで

お願いします。当日は会員証をお忘れなく。 

 

東京都 ※東京練習会 『臨床報告の勉強会』 

＊テーマ：好評につき第２７回の開催です。赤ひげ通信に掲載された臨床例をもとに体験、

勉強し、自身の臨床に応用できるように練習します。 

＊日 時：６月２６日（水） １１：３０～１５：３０ 

＊会 場：赤ひげ会東京セミナールーム（北区中里 1-25-5 Ｉ．Ｍ中里ビル３０１号室）   

＊講 師：根岸 茂夫 講師・佐藤 友治 講師 

＊参加費：無料 

＊定 員：１０名 

＊その他：各自、自身の臨床例があれば持参してください（なくても参加大歓迎です）。

雑談のように話し合います。気軽に参加してください。 

 

 

 

 

石川県 ※北陸勉強会 『レベルアップセミナー 第２回』  

＊テーマ：全４回のシリーズでお届けする勉強会の第２弾。今回のテーマは「部位別・症

状別の見立てと応用手技」 

＊日 時：６月１５日（土） １１：００～１７：００ 

＊会 場：110 イトー整体院、（石川県金沢市保古２丁目６１） 

＊講 師：剣持 樹 講師 

＊定 員：４名 ※締切 6/5（水）17時まで 

＊参加資格：資格取得から 1年以上の方 

＊参加費：50,000円 ⇒ 35,000（税別）2019年内の特別価格 

＊その他：次回開催は 7/27（土）を予定しています。 

テーマは「価値を伝える、理解を深めるトークスキル」です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錬成会・練習会情報 

申し込み：東京五反田支部 佐藤講師まで 

TEL ０９０－９２０８－７３５０ （佐藤講師 携帯） 

TEL ０３－３４９５－２０３２（東京五反田支部 / リーバース整体院） 

申し込み：総本部まで（お電話は平日午後５時までの受付です） 

     『レベルアップセミナーの参加希望』とお知らせ下さい。 

TEL ０２５４－５２－１２０１ FAX ０２５４－５２－１２０５ 

メール：info@akahigejuku.com 
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京都府 ※赤ひげ会 基礎向上練習会 ２０１９ 

＊テーマ：塾長による特別セミナーと基礎技術の徹底復習・相互施術を行います。 

＊日 時：１０月２７日（日） １０：００～１６：００ 

＊会 場：長岡京市内で調整中 

＊講 師：剣持 太智 塾長 ほか 

＊参加費：無料 

＊定 員：１０名 ※先着順 

＊その他：講義テーマなどの詳細は次号にてお知らせ予定です。まずは日程の確保を！ 

 

 

申し込み：総本部まで（お電話は平日午後５時までの受付です） 

TEL ０２５４－５２－１２０１ FAX ０２５４－５２－１２０５ 

メール：info@akahigejuku.com 


