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赤ひげ会事務局の剣持樹です。おかげさまで多くの会員さ

んにご参加いただき今年も無事に基礎向上練習会を終了する

ことが出来ました。 

今回は、関西地方での開催ということで京都亀岡支部の後藤講師にご協力いただきました。 

地元関西の会員さんだけでなく、北陸や東海地方からの参加も頂き嬉しい限り。 

塾長や講師陣による特別講座の様子は動画に

て撮影してあります。近く会員の方向けに公開

できればと企画しておりますのでお楽しみに。

準備ができ次第、通信紙面や Facebook グルー

プ、公式 LINE にてお知らせいたします。各媒

体のフォローがまだの方は是非この機会に。 

来年は東京都内での開催を予定しておりま

す。今年参加された方、残念ながら参加できな

かった方。来年もどうぞお楽しみに！ 

 

 

  

 昨年、総本部のある新潟県村上市にて開催した赤ひげ

年末勉強会＆忘年会ですが、今年も 12 月に開催いたしま

す。２０２０年も飛躍するため、学びを深めていきましょう！ 

 

塾長講義 （講師：剣持太智 塾長） 

「すぐに臨床で使える！施術の組み立て方の講義と実践」 

講義その１（講師：剣持樹 講師） 

「ヤメときゃよかった！広告宣伝•施術トーク失敗集」 

講義その２（講師：剣持拓未 講師） 

「私が臨床でよく使う特殊調整法 ～背中・骨盤・足～」 

日時：１２月１５日（日）１０：００～１６：００ ※延長戦（懇親会）も有志でモチロン開催です！ 

定員：１０名 

参加費：無料 

会場：新潟道場（新潟市東区牡丹山 5-4-6-5） 

締切：１２月１３日（金）午後５時まで 

その他：延長戦（懇親会）は会費５，０００円程度で予定 

 

 

 

基礎向上練習会 

 

赤ひげ忘年会 

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 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。 

 

東京都 ■東京研修 プロコース 土日コース（剣持樹講師） 

○第５回【足湯・復習・サプリメント】            １１月 ９日（土） 

○第６回【応用２（頭部・首）】               １１月１０日（日） 

○第７回【応用２（肩・上半身）】               １２月 ７日（土） 

○第８回【応用２（下半身）】                 １２月 ８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） 

★第８回の終了後、忘年会 inTokyo を予定しております（会場等、企画中） 

※ 研修時間は、１０：００～１６：００ となっております。 

※ 終了後は経営集客セミナーを同時開催いたします。 

 

 

 

新潟県 ■新潟研修 プロコース（剣持太智塾長） 

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

○第４回【応用１・復習】                   １１月２４日（日） 

○第５回【足湯・復習・サプリメント】             １２月 ８日（日） 

○第６回【応用２（頭部・首）】                 １２月２２日（日） 

会場：新潟道場（新潟市東区牡丹山 5-4-6-5） 

 

 

■総本部研修 家庭コース（剣持樹講師） 

○第６回【足湯・サプリメント・復習  後半】         １１月 ３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） 

 

 

 

 

 

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 ※東京特別勉強会 『あなたもなれる稼げる整体師⑤』  

＊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５回のテーマは「結果を出すための施術計画の立て方・相手に理解してもら

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

研修日程情報 

錬成会・練習会情報 

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 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 メール：info@akahigejuku.com 



No.161 

R1・11 月号 

 3 / 5 

 

うための伝え方」 

＊日 時：１１月９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（研修も参加の方は無料） 

 

※東京特別勉強会 『あなたもなれる稼げる整体師⑥』  

＊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６回のテーマは「お客様に愛される恋人目線経営とは」 

＊日 時：１１月１０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（研修も参加の方は無料） 

 

※東京特別セミナー 『プロが教える広告関連法規セミナー2019』  

＊テーマ：薬事法や整体院に関連した法律の広告規制について専門家の方をお招きして

最新の摘発事例や対策、本来あるべき表現法などを解説していただきます。 

＊日 時：１２月７日（土） １６：３０～１７：３０ 

＊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：井出 晃子 先生（Beauty Ad Consulting セールスコピーライター） 

＊定 員：１０名（残席４名）※既に開業している、近く開業する方が対象です 

＊参加費： 

受講のみ or Web参加 ⇒５，５００円（税込） 

後日動画だけみたい方 ⇒６，６００円（税込） 

会場参加でアンケートやインタビューに答えてくれる方 ⇒無料 

 

 

 

※東京練習会 『臨床報告の勉強会』 

＊テーマ：好評につき第３１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：１２月１１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。 

 

 

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） 

TEL ０２５４－５２－１２０１ メール：info@akahigejuku.com 
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静岡県 ※静岡定期練習会 

＊テーマ：基本療法と応用手技の復習。臨床上の相談ごとがありましたら、持ち寄ってく

ださい。 

＊日 時：１１月２４日（日） １３：００～１６：３０ 

＊会 場：アナミ施療院（駿東郡長泉町中土狩９１７－１３）   

＊講 師：寺内 茂 講師 

＊参加費：無料 

＊定 員：６名 

＊懇親会：終了後に会費制（１，０００円）で予定しています。 

＊その他：電車をご利用の方は三島駅まで送迎しますのでお申し出ください。 

      （三島駅北口改札前１２：４０集合）他県の方も是非参加ください。 

       お申し込み時に懇親会参加の可否もお知らせください。 

 

 

 

京都府 ※京都亀岡支部練習会 

＊テーマ：基本療法とＢＣ及びテキスト内容の復習 

＊日 時：１１月１０日（日）・１２月１日（日）、１５日（日）・１月５日（日）、 

１９日（日） 各１０：００～１６：００ 

＊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） 

＊講 師：後藤 博正 講師 

＊参加費：無料 

＊定 員：各１５名（要会員証の提示） 

 

 

 

※ご紹介カード＆名刺作成セミナー 

＊テーマ：実用性に特化した名刺・紹介カード・ショップカードを作るために情報を引き

出すワークショップと、実際に使える形にするための添削会を行います。 

セミナー終了後にはデザインの下書きが完成し、1 週間以内に私がパソコンで

デザインを作成・ネットでの印刷会社に発注代行もしますので、最速 10 日ほど

でお手元にアイテムが届きます。 

＊日 時：１２月２８日（土）１３：００～１５：００ 

＊会 場：長岡京市立産業文化会館（長岡京市開田３－１０－１６） 

     ※Ｗｅｂ参加も可能です 

＊講 師：剣持 樹 講師 

＊参加費：５,０００円 

＊定 員：５名（残席１名） 

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 

申し込み：静岡県支部 寺内講師まで    TEL ０５５－９８７－５６８９ 

                   Ｅメール：akahige@anami-s.com 
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＊その他：印刷代は別途必要となります。自宅で印刷できるタイプでの作成も可能です。 

どちらを希望されるかは当日お知らせ下さい。 

 

 

 

 

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 メール：info@akahigejuku.com 


