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６月に東京でのセミナー＆公開講座の開催が決定しまし

た。参加を希望される方はスケジュールの確保をお願いい

たします。 

 

日程 ６月５日（日） 

会場 Sunny Yoga 高田馬場店 （東京都新宿区下落合 2-1-8） 

 

【午前の部】肩こり・腰痛・妊婦さんに対応可能な症状別「使える新技」の解説と実技練習 

 

時 間 ９：３０ ～１２：００ 

受講料 赤ひげ会員  5,000 円 

ビジネス会員 4,000 円 

    非会員ＯＢ  8,000 円 

※会場でお支払いいただきます 

 

臨床で使える「その場で改善を実感しやすい新技」を 7 種類+αお伝えします。（解説動画の

QR コードが入ったテキストつき） 

東京では初めてとなるセミナーで、新潟の夏期大で初披露された内容に、さらに妊婦さん特有

の不調に対応できる技も追加しました。 

筋肉の構造から考案された技ですので、習得がしやすく、患者さんへの説明やセルフケアの指

導にも応用が利く便利な技ばかりです。 

①正座困難の改善 

②後屈での腰の痛み 

③腿裏のしびれ 

④⑤⑥原因別 3 種の肩こり改善法 

⑦妊婦さんのお腹が大きくなることで起こる様々な不調の対応手技 

参加特典として、患者さんへの説明用ポスターをプレゼント 

 

【午後の部】公開講座 

 

時 間 １３：００～１５：３０ ※１２：４５より開場・受付。 

受講料 赤ひげ会員 無料 

一般    1,000 円 

定 員 ８名 

 

研修に興味がある方向けの説明会兼公開セミナーです。周りで整体師に興味のある方がいらっ

しゃいましたらぜひご紹介ください。会員さんからの紹介は特典として参加費無料にさせてい

ただきます。バランス活性療法をわかりやすく説明する参考にもなりますので、会員さんの見

学も大歓迎です。 

 

東京セミナー＆公開講座 
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１部：座学 １３：００～１４：００ 

・整体とは？ 

・人のカラダが治る仕組み 

・西洋医学と東洋医学 

・潜在意識との対話“バランスチェック”とは？解説と体験ワーク 

・整体という仕事のビジネスモデル 

・素人でも開業して成功できる理由 

 

２部：施術体験会 １４：００～１５：３０ 

希望者に塾長による施術を体験いただけます。 

解説をしながら施術しますので、バランス活性療法やバランスチェックへの理解がより深まり

ます。 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大によって延期または中止となる可能性がございます。変更と

なった場合は速やかにご連絡を差し上げます。 

※当日は検温、手洗い、不織布マスクの着用など、感染予防にご協力をお願いいたします。昼

食会や懇親会なども大変残念ですが行ないません。 

※締め切りは６月５日（土）の午前中までですが、先着順で定員となり次第締め切りとさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年恒例の赤ひげ夏期大学を７月に開催します。 

今年も夏期大学はWEB上をメイン会場として行います

ので、自宅から参加が可能です。 

※イベント内容は随時追加・変更される場合がございます。 

※オンライン参加はインターネットを利用できるパソコン、スマホがあれば参加可能です。 

参加の方法がわからない場合は総本部までご相談ください。 

 

 

塾長講義 （講師：剣持太智 塾長） 

申し込み：総本部まで。※以下の３種類のお申込み方法からお選びください 

①TEL ０２５４－５２－１２０１ 

②メール：info@akahigejuku.com 

  スマホからは右のＱＲコードをご利用ください。 

お申し込み時にお名前、電話番号、参加希望の回等を 

お教えください 

 

③事前支払も可能なお申し込みフォームはこちら→ 

 

赤ひげ夏期大学 

mailto:info@akahigejuku.com
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「地域で信頼される整体院になるために」 

  ・ブランディングについて解説 

夏期大学講義（講師：剣持樹 講師） 

「足育整体の基礎」 

  ・施術理論の解説 ・足の変形についての基礎知識 ・施術法の実演 

・施術評価と実際 

日時：７月３１日（日） ９：３０～１２：００ 

定員：１０名 

会費：１０，０００円（税込） ※ビジネスプラン会員：８，０００円（税込） 

   ※参加費は事前納入となります。総本部へお申し込み後、ご入金ください。 

 

【ゆうちょ口座からの送金】 

ゆうちょ銀行 記号 10180 番号 73035681 カ）アカヒゲジュク 

【他行口座からの送金】 

店名 018 店番 018 種目 普通預金 番号 7303568 

会場：オンライン（ウェブ会議システム「Zoom」を使用します） 

締切：７月２３日（土）午後５時まで 

 

 

 

 

 

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。通常の研修と同様、再受講は無料です。あなたのご参加をお待ちしており

ます。また、研修に興味のある方がおりましたら、ぜひオンライン研修をご紹介ください。 

 

 

 

 

オンライン研修 

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 FAX ０２５４－５２－１２０５ 

メール：info@akahigejuku.com 
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ハイブリッド研修・ウェブ ※こちらの研修はオンライン開催となります 

 

■木曜コース（剣持樹講師） 

○第 ７回【応用Ⅱ（下半身）】                   ６月 ９日（木） 

ミーティングＩＤ：875 3959 2761 

パ ス コ ー ド：495024 

 

 

 

○第 ８回【応用Ⅲ】                         ６月２３日（木） 

ミーティングＩＤ：871 9643 9047 

パ ス コ ー ド：640936 

 

 

 

○第 ９回【バランスチェックの応用による臨床例】          ７月１４日（木） 

○第１０回【バランスチェック３】                   ７月２１日（木） 

 

■水曜コース（剣持樹講師） 

○第 １回【整体理論】                       ６月１５日（水） 

ミーティングＩＤ：830 8339 0141 

パ ス コ ー ド：568563 

 

 

 

○第 ２回【基本検査・基本療法】                   ６月２９日（水） 

ミーティングＩＤ：844 0957 2783 

パ ス コ ー ド：120225 

 

 

 

○第 ３回【冷えとり健康法・自己療法】               ７月１３日（水） 

○第 ４回【応用手技Ⅰ】                       ７月２７日（水） 

 

※研修時間は、各１４：００～１６：００ となっております。 

 

 

 

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 
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※事前申し込みなしでも、各日程にあるＩＤとパスコードを Zoom で入力していただければ参

加可能です。（９時１５分以降から入室できます）お気軽にご参加ください。 

※スマホ・タブレットからのご参加は各日程にあるＱＲコードをご利用ください。 

※毎号当月分のみＩＤ・パス・ＱＲコードを掲載いたします。 

 

ハイブリッド研修・実技 ※実技研修は各地の会場で開催されます 

 

■新潟会場（剣持太智塾長） 

○第２回【バランスチェック２】                    ７月７日（木） 

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 

※感染症対策を鑑み、再受講は新潟県内の会員限定（事前申し込み。当日キャンセルＯＫ）で

３人まで、２週間以内に県外に行った人、同居家族以外と会食をした人、１週間以内に接触し

た人に濃厚接触者がいる、当日含む３日以内に熱や咳が出ている人は参加不可とさせていただ

きます。 

 

 

 

 

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：旬の話と質疑応答 他 

＊日 時：６月６日（月） 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：１０名 

＊その他：準会員の方は参加できません。 

 

 

※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「旬の症状と質疑応答」です。 

＊日 時：６月１５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 

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

錬成会・練習会情報 
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＊参加費：無料  

＊定 員：１５名 

＊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。 

 

 

 

 

東京都 ※塾長セミナー＆公開講座 in 東京 

＊テーマ：【午前】肩こり・腰痛・妊婦さんに対応可能な症状別「使える新技」の解説と 

実技練習 

【午後】公開講座 

＊日 時：６月５日（日） ９：３０～１５：３０ 

＊会 場：Sunny Yoga 高田馬場店 （東京都新宿区下落合 2-1-8） 

＊講 師：剣持 太智 塾長 

＊参加費：午前は会員 5,000 円。 午後は会員無料 

＊定 員：１０名 

＊その他：詳細は通信の前半ページをご確認ください 

 

 

 

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：６月１２日（日）、７月１０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：基本療法を中心に練習＆質疑応答 

＊日 時：６月１１日（土）、２５日（土）各１０：００～１６：００ 

＊会 場：徳島県立総合福祉センター 501号室 （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。 

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 メール：info@akahigejuku.com 

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.ne.jp 
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＊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。 

     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。 

 

 

赤ひげ通信編集部では、毎日の臨床の中で印象に残った

臨床例やおすすめの健康法などの投稿を募集していま

す。会員の皆様の投稿をおまちしております。 

 

投稿は赤ひげ塾総本部へ直接郵送・FAX・Eメールにてお願いいたします。 

●FAX：０２５４－５２－１２０５ ●Eメール： info@akahigejuku.com 

 

 

 

 

編集部からのお知らせ 

次回は７月の発行を予定しております。編集の都合上、練習会・錬成会・臨床例・投稿記

事等は６月２０日が締め切りとなりますのでよろしくお願いいたします。 

 

投稿募集 

申し込み：徳島県支部 利穂講師まで TEL ０９０－４３３２－７２０６ 

 

mailto:info@akahigejuku.com

