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先月号でも告知しましたが、今年も恒例の赤ひげ夏期

大学を開催します。各講師が特別な講座を用意し、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 ※６月末現在、残り６名です。お早目にお申し込みください 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

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 

おやこ整体講座 
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☑ 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） 

＊締 切：８月末まで 

■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、会場は調整中 

＊日 時：１０月２６日（土） 

＊会 場：長岡京市内にて調整中 

＊講 師：剣持 太智 塾長 

＊参加費：50,000円（非課税） 

 

 

 

 

 

 

【９月２５日（水） 新潟 】 

子宝セラピスト養成セミナー～基礎編～開講！ 

★こんな『お悩み』ありませんか？ 

「妊活をコースに取り入れたいがどうしたらいいのかわからない」 

「妊娠や不妊について知識を学びたいがどこで学べばいいのかわからない」 

「実践している先生から直接学びたいがなかなか見つからない」 

「お客様から妊活について質問をされるが専門外で答えられない」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

基礎セミナーでは妊活・不妊の基本を学びお客様と共通の知識・認識を持ちあなたの施術に

活かすことができる文字通りの「基礎編」となります。 

 ★「明日から臨床で活かせる」を目的とした充実の基礎知識が学べる 

 ★充実の資料（スライド１５０ｐ超！）で講座内容を復習しやすい 

 ★質疑応答だけでなく講義の動画も配信する安心のアフターサポート（FBグループ活用） 

と、基礎でも結果に繋がるダントツの内容である！！と自信を持ってお伝えできます。 

 妊活に本格的に取り組みたいとお考えの先生は是非、このチャンスに受講下さい。 

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 

子宝セラピスト養成 
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【この講座で学べること】 

 ・妊娠のプロセスと妊娠に必要な条件解剖学的、内分泌的角度から学びます。 

 ・病院の検査や治療、専門用語を理解できるようになります。 

・どこに原因があってどのような改善点が必要か答えられるようになります。 

 ・不妊、妊活に対しての施術を組み立てられることを目指します。 

 ・あなたならではの手技を活かした『独自の妊活コース』を作れます。 

【セミナー内容（一例）】 

 １．妊娠のしくみとホルモンの作用 

不妊症の定義、実際のところ何歳まで妊娠出産できるのか？、期待される体外受精、意

外な成績！？、排卵～受精～妊娠までを覚えよう、性腺刺激ホルモンと女性ホルモン、

世界初、腹腔鏡手術で偶然撮影された排卵の瞬間、男性不妊の定義 

 ２．不妊症になりうる疾患 

   基礎体温について、BMI と不妊症、妊娠しにくい器質的疾患（頸管因子、子宮因子、排

卵因子、卵管因子、免疫因子）、黄体機能不全、子宮内膜症・チョコレート嚢腫、子宮

腺筋症、子宮筋腫、卵巣嚢腫、多嚢胞性卵巣 

 ３．病院の不妊治療 

   ６大基本検査と検査時期、検査数値の読み方、タイミング法、人工授精、排卵誘発剤、

ホルモン剤について、体外受精・顕微授精、男性不妊の検査 

 ４．基礎体温から読み取る症例検討 

   基礎体温からわかる情報、基礎体温の読み方、気血水チェックで体質分類 

   症例と基礎体温、基礎体温に合わせた施術方針 

 【講師プロフィール】 

西條信義（にしじょう のぶよし）※通称「梅安（ばいあん）先生」 

 

明治３４年から続く漢方薬専門西山薬局・西山鍼灸院 代表取締役。 

新潟市中央区本町通四番町で子宝を望む方の漢方処方と針灸治療を生業

にしております。 

母校の新潟看護医療専門学校 東洋療法科では不妊鍼灸学を担当。 

自分自身が二人目不妊で 6年苦い思いをしたことがきっかけで、不妊症

を深く学び強くなりました。 

【所属団体】 

日本中医薬研究会、新潟中医薬研究会会長、日本不妊カウンセリング学会、 

統合医療生殖学会（子宝カウンセラーの会） 

【ライセンス】 

鍼灸師国家資格、国際中医師Ａ級（中国政府公認の漢方アドバイザー）、医薬品登録販売者  

日本不妊カウンセリング学会認定不妊カウンセラー※新潟県内の薬局関係者で初の合格者 

せんねん灸セルフケアサポーター（公認インストラクター） 
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【マスコミ取材】 

2016 年１月 19 日フジテレビ【直撃ＬＩＶＥグッディ！】 

使い捨てカイロを使ったツボケアを番組で取り上げられました 

UX 新潟テレビ２１・レクスタ TV「梅安先生の漢方劇場」 

 2014 年８月～2015年 2月までレギュラー出演 

NHK 新潟放送局「お灸について」 

NST 新潟総合テレビ「新潟県内の妊活事情」「冷え性について」 

FM-KENTO、FM-PORT 

【雑誌媒体】 

日経ヘルス、オレンジページ、安心、壮快、新潟日報、月刊キャレ

ル（コラム掲載）、財界にいがた、月刊 komachi、SUITO など  

 

【これまでのお問合せ】 

Q「実技とかはあるの？」 

A「今回のセミナーの目的はそれぞれの手技で妊活コースを作ることが出来る知識を身につけ

るというものですので、実技はなくひたすらに座学で学んで頂きます。」 

  

Q「1 回で全部理解できるの？」 

A「後日も具体的な質問が出来るようにフォローアップの FBグループをご用意いたしました。 

 当日の講義動画を閲覧でき、好きな時間に好きなだけ講師に直接質問できます！ 

 また、その質問を他の参加者も見ることが出来るので同時に学べます。」 

  

Q「受けたら再受講の特典とかあるの？」 

A「はい。2回目以降は 1万円で全国どこでも再受講できます。」 

   

■基礎講座参加費 ※事前入金  

 ８０，０００円（税別） ※再受講の方は１万円（税別）でご参加いただけます。 

★日時 ９月２５日（水）１０時～１７時 ※９時３０分開場 ★定員：１０名  

★会場：東区プラザ 講座室６（新潟市東区下木戸 1丁目 4番 1号 東区役所２階） 

★特典：修了証の発行、FBグループでのフォローアップ、レベルアップセミナーの受講資格 

 

 

 

 

 

 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） 

研修日程情報 

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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○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） 

○第１１回【バランスチェック】               ８月 ４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。 

 

 

 

東京都 ■東京研修 プロコース 土日コース（剣持樹講師） ※開催決定・受講生募集中 

○第１回【基本検査・基本療法】                 ８月３１日（土） 

○第２回【基本検査・基本療法（復習）】           ９月 １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） 

※ 研修時間は、 １０：００～１６：００ となっております。 

 

 

 

 

 

新潟県 ■新潟研修 プロコース（剣持太智塾長） 

○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 

 

 

 

■総本部研修 家庭コース（剣持樹講師） ※現在募集中 

○第１回【基本検査・基本療法 前半】               ８月 ４日（日） 

○第２回【基本検査・基本療法 後半】               ８月２５日（日） 

※研修時間は 10：00～12：30 で、研修を分割して開催します。 

会場：赤ひげ塾総本部（新潟県村上市三之町９－３６） 

 

 

 

 

 

石川県 ■石川研修 家庭コース（剣持樹講師）        

○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） 

 

 

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：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：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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京都府 ■京都研修 プロコース（後藤博正講師） 

○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） 

○第８回【応用２（下半身）】                 ８月 ４日（日） 

○第９回【応用２（下半身）・応用３】              ８月１８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） 

 

 

 

 

 

 

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２８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：７月３１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。 

 

 

 

 

 

 

※東京特別勉強会 『あなたもなれる稼げる整体師』  

＊テーマ：売上げを安定する、優良なご新規さんに恵まれるための集客経営セミナー  

     第１回のテーマは「そもそもの集客経営のお話」 

＊日 時：８月３１日（土） １６：３０～１８：３０ 

＊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：剣持 樹 講師 

＊定 員：１０名 

＊参加費：5,000円 ⇒ お試し参加費 1,000 円（7月 12日までのお申込に適用） 

※東京特別勉強会 『あなたもなれる稼げる整体師』  

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：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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＊テーマ：売上げを安定する、優良なご新規さんに恵まれるための集客経営セミナー  

     第２回のテーマは「あなたに合った開業・集客の方法とは」 

＊日 時：９月１日（日） １６：３０～１８：３０ 

＊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：剣持 樹 講師 

＊定 員：１０名 

＊参加費：5,000円 

 

 

 

 

新潟県 ※新潟道場勉強会 『基本検査と見立て』  

＊テーマ：基本検査から症状の要因やアプローチポイントを推察するテクニックをお伝

えします。 

＊日 時：７月１７日（水） １４：００～１５：５０ 

＊会 場：赤ひげ塾新潟道場（新潟県新潟市東区牡丹山 5-4-6-5） 

＊講 師：剣持 樹 講師 

＊定 員：１０名（残席 ５名） 

＊参加費：10,000円 

＊その他：現在開催しているスキルアップセミナーから一部を抜粋した特別講座です。 

 

 

 

 

 

石川県 ※北陸勉強会 『レベルアップセミナー 第３回』  

＊テーマ：全４回のシリーズでお届けする勉強会の第３弾。今回のテーマは「価値を伝え

る、理解を深めるトークスキル」 

＊日 時：７月２７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 7/17（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 

 

 

 

 

 

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 

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：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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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 


