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先月の基礎向上練習会では、参加者が積極的に質問し、内

容の濃い講義となりました。当日の内容を記録した動画を

後日、赤ひげ塾ウェブサイトの会員専用ページにて公開い

たしますのでお楽しみに。 

さて、２０２１年に開催を予定している勉強会等の詳細をお知らせいたします。 

 

１月２４日（日曜） 新年勉強会 

４月２５日（日曜） 代議員会・講師会議 

７月１８日（日曜） 赤ひげ夏季大学 

１０月２４日（日曜） 赤ひげ基礎向上練習会 

１２月１２日（日曜） 年末勉強会＆忘年会 

 

新たに開催予定のイベント日程が決まりましたら、通信にて告知いたします。 

 

オンラインセミナーに遊びに来ませんか？ 

 

こんにちは。赤ひげ塾の剣持樹です。通信紙面で文章を寄せるのは久しぶりな気がします。 

今回は私が現在取り組んでいる Web セミナーについてのご案内です。 

新型コロナウィルスの感染拡大により、なかなか直接に集って学び合うということが難しくな

ってきております。特に、県を跨いだ移動については慎重に対応しなくてはいけません。 

私たち整体師にとって、お客様の安心・安全が何よりも大切です。 

赤ひげ会の会員さんが全国にいること、地域によっては少人数のためなかなか練習会などに参

加できない方もいるということを考慮して、２年ほど前からオンラインセミナーを企画・展開

して試行錯誤してまいりました。 

コロナによってオンラインでの学びに対してのハードルが下がり、zoom というシステムの普及

から以前より遙かに手軽に Web セミナーを受講して頂ける時代になったことは一つの収穫とも

言えるかもしれません。 

そんな Web セミナーを「集客経営」「臨床」の２テーマで、それぞれ毎月１回開催しておりま

す。日程については通信紙面の練習会情報欄をご確認ください。 

毎月全国各地の先生がご参加くださり、学びを深めていただいております。すぐに臨床で使え

るような、院の運営で役立てるような情報をお届けしておりますので「モヤモヤ」を感じてい

る先生ほどオススメですよ。 

随時お悩み相談も行っておりますので、集客や臨床でお悩みのことがあれば是非お問い合わせ

くださいね。 

参考に、最近のセミナーの振り返り動画を公開させていただきますね。お手持ちのスマートフ

ォンにて、QR コードをスキャンしていただけましたら閲覧が可能です。 

先生のご参加を心よりお待ちしておりますね。 

オンラインセミナー 

来年度日程表 
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← 臨 床 セ ミ ナ ー             ←経営集客セミナー 

 

 

 

 

 

 

web 会議システム「zoom」を活用したプロ整体師養成講

座のオンライン研修が開催中です。 

オンラインでの再受講を希望される場合は、以下の条件

を満たしてください。 

・Facebook を利用している方  

※アカウントがない方はご用意ください（無料） 

・Wi-Fi か有線接続のネット回線がある方  

※安定したネット環境が必要です 

・パソコン参加の場合は Webカメラとイヤホンマイク 

・スマホ参加の場合はイヤホンマイクを持っている方 

各条件に関してご不明な点は、総本部の剣持拓未までお問い合わせください。 

実際に会場へ足を運んでの参加が難しい今だからこそ、オンラインでの学びに挑戦してみては

いかがでしょうか。あなたのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン ■オンライン研修 土曜コース（剣持樹講師） 

○第３回【冷えとり健康法・他】                １２月２６日（土） 

○第４回【応用Ⅰ】                       １月１６日（土） 

○第５回【応用Ⅱ（頭部・首）】                  １月３０日（土） 

※ 研修時間は、１０：００～１２：００ となっております。 

 

 

 

新潟県 ■本部研修 プロコース （剣持樹講師） 

○第１１回【総復習】                     １２月 ６日（日） 

会場：新潟道場（新潟市東区牡丹山 5-4-6-5） 

※ 研修時間は、 １０：００～１３：００ となっております。 

 

オンライン研修 

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 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 

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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石川県 ■本部研修 プロコース （剣持太智塾長） 

○第１１回【総復習】                     １２月 ６日（日） 

会場：110 イトー整体、（石川県金沢市保古２－６１ 米光ビル） 

※ 研修時間は、 １２：００～１５：００ となっております。 

 

 

 

 

 

 

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。 

WEBセミナー ※経営集客セミナー 

＊テーマ：年末年始の実例集 

＊日 時：１２月１４日（月） ２０：００～２１：００ 

＊会 場：Web会議アプリ ZOOM を利用 

＊講 師：剣持 樹 講師 

＊定 員：１０名 

＊参加費：無料 

＊その他：Facebook にてメッセージのやりとりをします。アカウントをお持ちで無い方は

作成をお願いします。 

 

※実践的すぎる臨床 Q & Aセミナー 

＊テーマ：月１３０～１６０件の施術を行っている現役整体師である講師が臨床の様々

な疑問にアドバイスを行います。今回のテーマは「この時期に多い臨床例」 

＊日 時：１２月１６日（水） ２１：００～２２：００  

＊会 場：Web会議アプリ ZOOM を利用 

＊講 師：剣持 樹 講師 

＊参加費：無料  

＊定 員：１５名 

 

 

 

 

 

※ウェブセミナーに興味があるけど参加を迷っている方や、参加方法が分からない方は、一度

総本部までお問い合わせください。Webセミナーはスマホ１台で参加できます。 

 

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 

※Facebook のアカウントをご用意ください。ご不明な方はお申込み時にお問い合わせください 

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 
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静岡県 ※静岡定期練習会 

＊テーマ：基本検査、基本療法の復習 

＊日 時：１２月１３日（日） １３：００～１７：００ 

＊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：３名 

＊その他：参加者はマスクを着用してお越しください。新型コロナウィルス感染予防対策

のため、事前に検温し体温が３７．５度以上の方は参加をご遠慮ください。 

今回は、対象を静岡県在住の会員の方に限らせていただきます。 

 

 

 

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：１２月６日（日） 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：６名（要会員証の提示） 

＊備 考：コロナの影響により急遽開催を中止する場合がございます。必ず参加申し込み 

を行ってください。会場の要請により来館時は必ずマスクを着用ください。消 

毒用アルコールはこちらで準備します。 

 

 

徳島県 ※徳島練習会 

＊テーマ：基本検査と基本療法を中心に、参加者の希望に合わせて練習します  

＊日 時：１２月１３日（日）、１月１０日（日）、２４日（日） 

各１０：００～１６：００ 

＊会 場：徳島県立総合福祉センター 204和室 （徳島市中昭和町 1-2） 

＊講 師：利穂 武志 講師 

＊参加費：無料 

＊定 員：１０名（要会員証の提示）必ず事前にお申し込みください。 

＊備 考：感染症対策の為、朝の検温と会場ではマスクの着用をお願いします。会場都合

で身分証の提示を求められますので、免許証などをご持参ください。 

 

 

 

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：徳島県支部 利穂講師まで TEL ０９０－４３３２－７２０６ 

 

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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【年末年始の営業のご案内】 

年内は２９日（火曜）まで営業しており、新年は５日（火曜）より通常営業となります。 

サプリメント等の発送については、２８日（月曜）の午前中までにご注文いただけましたら年

内の発送手続きが可能です。メーカー直送の商品もありますので、お急ぎのご注文がありまし

たらお早めにご連絡ください。 

１２月３０日～１月４日までは、電話がつながりにくい状況になります。 

 

■通常のお問い合わせはメール（info@akahigejuku.com）にてお願いいたします 

■緊急のお問い合わせは、090-3980-6822 剣持拓未まで 

 

 

今年も１年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

赤ひげ会事務局 剣持拓未 

 

 


