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２月例会ご案内

日時  ： ２月１２日 木曜日

  18;30 ～ 20;30

テーマ ：「私の自然治癒力への挑戦と

      脳力開発における心の問題」

場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 古川 彰久

１.私の自然治癒力への挑戦

野口整体との出会い

整体協会野口晴哉師からのご指導

親友の白血病への関わり

自らの自然治癒力への挑戦

乱視と近視で視力0.1以下だったが、眼鏡をはずして

日常生活を継続

薬や医者に依存せずに、食生活の改善と工夫

会社在職中に中小企業診断士の資格を取得し、コンサ

ルタントを志す

医業経営コンサルタントの資格を取得し、病院の経営

コンサルタントを行う

情勢判断学会の畏友であった増田寿男氏と再会し、波

動ビジネスに参画

波動を活用した生活改善に取り組み、目が急速に良く

なり、運転免許証の眼鏡使用をはずす

遺伝的体質の改善（体癖の修正）

ぎっくり腰の発症、改善から、筋肉の仕組みの再構成

関節痛の発症と転移

“いのち”と自然治癒力の考察

東洋医療における“気”“血”“水”の働きを実感

意識、精神性の重要性

“いのち”の進化と可能性

２.脳力開発における心の問題

戦略と戦術の違い

戦略における決心覚悟とは

脳力開発の指針の活用とは

何遍でも繰り返し活用して、身に着けるこ

とが大切とのこと。

潜在意識の活用
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１２月例会報告

日時  ： １２月１０日 水曜日

  18;30 ～ 20;30

テーマ ： 今年度の内容を振り返り、

      来年度の計画を練ろう。

場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 古川 彰久

今年度の定例会実施内容

１月

テーマ ：「平成２６年度の展開について」

担当  ： 古川 彰久

２月

テーマ ：「情勢判断学会とは

      ～その原点と歴史を振り返ろう」

担当  ： 古川 彰久

３月

テーマ ：「顔面表情読解を通した円滑なコミュニケ

ーションのあり方第３回－日本人の表情と微表情」

担当  ： 清水 建二

４月

テーマ ： なぜ誰も責任を問われないのか？

－３・１１原発過酷事故について－

担当  ： 古川 元晴（弁護士、元検事）

５月

テーマ ： 日本近代国家成立の発端となった生麦事件

担当  ： 石田 金次郎

６月

テーマ ： 食品から見た

「ハラール認証制度」について

担当  ： 北島 徳泰

７月

テーマ ： 「イスラム教」とはどのような

宗教なのか？

担当  ： 古川 彰久

８月 休み

９月

テーマ ： 条件学(仮称)について

担当  ： 榊原 高明

１０月

テーマ ： 自らの体験に基づく

現状打破の方策について

担当  ： 平井 兵治

１１月

テーマ ： 脳力開発の原点に戻ろう

      「真のリーダーの心得」について

担当  ： 古川 彰久

主な討議内容を列挙すると以下のような話

題が話し合われました。

過去３回にわたってご講演いただいた清水

建二さんは、その後、順調に発展し、自ら

の会社を興しいろいろの分野から注目され

ているとのことです。

これまで何回かにわたって、原発問題を取

り上げてきた古川元晴さんは、朝日新聞に

注目され、今度書籍を出すことになったと

のことです。

北島徳康さんが取り上げたハラールの問題

はいま世界を騒がせているイスラムを考え

るうえで大切な問題提起でもありました。

それにしても、何故、情判会あるいは脳力

開発が広まらないのか

最近の世の中は、インターネットの発達も

あり、スマホ等で情報が簡単に手に入るた

め、昔のように書物を読み自分の生き様を

求めるような努力が失われたように思える。

最近は常連がお互いにそれぞれの考えを披

露してきた。これはそれなりに意味があっ

たと思うが、今後、機会があれば外部の方

をお誘いしてご意見を聞かせていただくこ

とも考えよう。
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例会予定
2015年

３月１２日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定

担当  ：未定

（会場確保の関係で木曜日になります）

４月８日 水曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定

担当  ：未定

原則として第二水曜日となります。

開催場所：港区立商工会館

（都立産業貿易センター浜松町館 ６階）

分科会活動 ご案内

古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネルギ

ー学会の行事をご紹介します。

サトルサロン

講演テーマ：

＜古事記の舞台は阿波だった！＞

〜天地開闢から神々の物語を伝える「古事記」。

その舞台は阿波だった〜

講師：池本敬子（いけもとけいこ）

   阿波古事記研究会

   NPO 日本ホーリーバジル協会監事

   サトルエネルギー学会 運営委員

日時：2014年２月５日（木）18:30～20:30

場  所 港区立商工会館

会費：3000円

古代から今も引き継がれている、阿波忌部が司る、大

嘗祭での儀式。何故、阿波の忌部がつくる麻でなけれ

ばいけないのか？かつてそこに都があり、天皇家のル

ーツと深い関わりがあればこそではないのか？今の

古事記の常識は、本居宣長の解釈によるものであり、

つじつまが合わない。

奈良、京都、須賀、葛城、難波、なにわ、いずも、お

うみ、・・・すべて阿波の地名。

伊勢、出雲、大神、下鴨、その元宮は阿波にあること

から、神々の伝承の地は阿波にあったことを示してい

る。空海、聖徳太子とも縁深い地。柿本人麻呂が和歌

を詠んだのも阿波。

剣山には「失われたアーク」、ソロモンの財宝が埋め

られているのではないかと言われています。ある神

社の奥には、古代イスラエルの祭祀場と同様の石積

みもあります。

封印されてきた「阿波」の秘密を解きます。

窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久

   ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４

   ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２

区立商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター

浜松町館6階  TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分

ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩7分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より

浜松町駅方向へ徒歩10分   

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。

※ 年会費はありません。

※ 「じょうはん」発送のお申込は、

E-mail： info@iki2life.com
まで、Mailでご連絡下さい。

※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。

※ ホームページもご確認下さい。

   http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

編集後記

今回は、私自身がチャレンジしてきた自然治癒

力とは何なのか、その根底にある“いのち”に

対する考察と、城野先生が説く“情勢判断学”

の根底にある決心覚悟について、語ります。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。        

(古川)


