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おやこ整体教室インストラクター養成講座を開催いたし

ます。 

おやこ整体は赤ひげの整体の考え方をおやこで楽しく触

れ合えるようにアレンジしたメソッドです。本講座では、そのおやこ整体教室開催のためのノ

ウハウ・テクニックを「０」から学びます。 

※オンラインでの開催です。オンライン研修・勉強会への参加方法についてのご質問・お問い

合わせは赤ひげ塾総本部まで 

【インストラクター養成講座 日程】 

前半：座学 ３月２２日（月） ２０：００～２２：３０ 

後半：実技 ３月２８日（日） １５：００～１７：３０ 

 

【インストラクター養成講座 受講料】 

５万円（税込） 

 

【申込締切】 

３月１９日 

 

★インストラクター養成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 

 

 

 

 

家族整体教室インストラクター養成講座を開催いたし

ます。ご興味のある方は是非資料請求を。希望の方は総

本部（剣持樹）までご一報下さい。 

【インストラクター養成講座 日程】 

   ★３月上旬 ※オンラインでの開催となります。詳細はお問い合わせください 

 

【注意】インストラクター養成講座はこんな方は参加できません【注意】 

・ノウハウだけが欲しい方 ・教室開催をする気が無い方 ・講座の内容を他言してしまう方 

 

★こんな方に向けた講座です 

 バランス活性療法をもっと知って欲しいと感じている方。 

家族整体教室 

おやこ整体教室 

申し込み：新潟道場まで  メール：info@oyakoseitai.info 
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患者さんに向けて健康講座による事業展開を考えている方。 

 患者さんに教えられる整体法を知りたいという方。 

 

★家族整体って？ 

 バランス活性療法の基礎が詰まったとってもわかりやすくて評

判の講座です。 

 これまでの受講生は 250人以上！20人の定員が毎回満員御礼の

会場も！※全て新規参加 

 

★こんなに良いことが！ 

 整体法について知り、効果に納得するので【良質患者さん】の集客につながります！ 

 参加費をいただくので講師業という【収入の柱】が増えます！外部からの開催依頼も来ます！ 

 すでに【成功しているノウハウ】を提供するので自分の環境に合わせた集客法を学べます！ 

 

★講座受講資格 

 ・赤ひげ塾プロ整体師養成講座を受講済みである ・現在赤ひげ会員である 

 

★最後に・・・ 

バランス活性療法の種まきにご協力いただける方のお問い合わせをお待ちしております！ 

一緒にあなたの地元・地域を活気づけて行きましょう♪主催してみたいという方も大歓迎！ 

受講者特典も多数用意しています！まずは無料の資料請求を！！ 

 

 

 

 

 

 

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。 

オンライン研修 

資料請求・申し込み：総本部 剣持樹まで（お電話は平日午後５時までの受付） 

TEL ０２５４－５２－１２０１ FAX ０２５４－５２－１２０５ 

メール：info@akahigejuku.com  赤ひげ塾の LINE からも対応いたします。 

「家族整体教室について」とお伝えください 
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オンライン ■オンライン研修 土曜コース（剣持樹講師） 

○第６回【応用Ⅱ（肩・上半身）】                 ３月１３日（土） 

○第７回【応用Ⅱ（下半身）】                   ３月２７日（土） 

○第８回【応用Ⅲ】                       ４月１０日（土） 

○第９回【バランスチェックの応用による臨床例】        ４月２４日（土） 

 

※ 研修時間は、１０：００～１２：００ となっております。 

 

 

 

茨城県 ■ひたちなか支部 プロコース（茂木宏之講師） 

○第５回【足湯、サプリメント、復習】              ３月 ７日（日） 

○第６回【応用Ⅱ（頭部・首）】                  ３月１４日（日） 

○第７回【応用Ⅱ（上半身）】                    ４月１１日（日） 

○第８回【応用Ⅱ（下半身）】                    ４月２５日（日） 

 

※研修時間は、１０：００～１６：００ となっております。 

※感染症対策を鑑み、再受講は茨城在住の会員限定で、毎回１名とさせていただきます。 

※参加される際は当日朝の検温と会場内でのマスク着用・手指消毒をお願いいたします。 

会場：ひたちなか支部（ひたちなか市勝田中原町 6-5 サンユニマンション１階） 

 

 

 

 

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：旬の話と質疑応答 

＊日 時：３月８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 

錬成会・練習会情報 

研修日程情報 

申し込み・お問い合わせ：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：ひたちなか支部、茂木まで TEL ０２９－２１９－５８７８ 
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＊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。 

 

※赤ひげ臨床部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。今回は「旬の話と質疑応答」です。 

＊日 時：３月１０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 

 

 

 

 

 

※「おやこ整体教室インストラクター講座オンライン」 

＊テーマ：小学校などでのおやこの触れ合いワークショップや、独自でおやこ整体教室が

開催できるようになる、インストラクター養成講座をオンラインで行います。  

＊日 時：前半「座学」・・・３月２２日（月） ２０：００～２２：３０ 

  後半「実技」・・・３月２８日（日） １５：００～１７：３０ 

＊会 場：Web会議アプリ ZOOM を利用 

＊講 師：剣持 太智 塾長 

＊参加費：５万円（税込）※参加費の振込先は申し込みメールへの返信でお知らせします 

＊定 員：１５名 

＊締 切：３月１９日まで 

＊備 考：ZOOMへの参加リンクや資料の送付はメールでお送りいたします。 

 

 

 

※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。 

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：３月１４日（日）、４月４日（日）、１８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６名（要会員証の提示） 

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：新潟道場まで  メール：info@oyakoseitai.info 
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＊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：３月１４日（日）、２８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：各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 

 


