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「科 
世界規模で実施されている気や超能力など潜在能力に関する科学研究 

の成果と現状、および人間の潜在能力に関する講演会をこれまで 110 回 

以上にわたり開いてきた超党派議員連盟「人間サイエンスの会」（現首相 

を含む約 20 名の国会議員が加盟）の実像を紹介。 

 

講師： 学 長 山本 幹男  

(やまもと みきお、医学博士、工学博士) 

国際総合研究機構(NPO-IRI：アイリ) 理事長 

国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 理事長（元会長）・編集委員長 

超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 世話人代表 

東邦大学 訪問教授、元 科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究室長 

 

 
 

TV 出演は 100 回以上！高名な脳生理学の専門家が様々な精神世界の脳波を明かす。 

20 年間の研究成果に基づき「脳波」の基礎知識を分かりやすく解説。 

 

講師： 副学長 河野 貴美子 
(かわの きみこ、工学博士) 
国際総合研究機構(NPO-IRI：アイリ) 副理事長、人体科学会 常任理事 

国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 副会長（元会長）、日本催眠学会 理事 

超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 世話人、元 日本医科大学 

東邦大学 非常勤講師・訪問研究員、東京都済生会看護専門学校 講師 

 

 

 
 
 

日 程：2010 年１月 28 日（木） 

時 間：開会 19：00（18：30 分開場）閉会 21：30 

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①東京メトロ有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分、 

②都営地下鉄浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 



 
 
 
 

 
 
 

当講座の趣意 
 

 

 

 

●当講座は毎月１回を予定（第 2 回は 2 月 24 日に第１回と同時刻・同所で開催します） 

●１回だけでも、どなたでも広くご参加頂けます 

●当研究科の講座を計 10 回（連続でなくても良い）修了毎に修了証書を授与します 

●ボランティア・スタッフ募集中です！ 

 

●講座講師陣 
①科学技術庁の研究所、大学や国際総合研究機構 (International Research Institute :IRI：アイリ) 

等の科学研究者や推進者。 
②超党派国会議員連盟「人間サイエンスの会」(N S)の講師陣 
（NS）現首相や大臣クラスなどの議員が約 20 名加盟し、国会議員会館で「潜在能力」を議員 
以外も含め毎月研究討論している 

③国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス)の講師陣。 
(ISLIS) 約 10 カ国に情報センターと会員を持つ「潜在能力」の専門学会。 
28 回ものシンポジウムや毎年 8月末に合宿討論を主催している。今回開講する講座を毎月 
1 度のペースで実施予定。 

※講師は講座の約２ヶ月前に決定します。 
 
 
 
 

 

右記メールにてお申込ください→iri.college@gmail.com  IRI-College（IC,アイリ-カレッジ) 
【申込内容】 
表題: 「IC 第１回申込」とご氏名。 
本文: ご本人氏名（ふりがな）、PC・携帯メールアドレス、携帯番号、振込予定日、振込名義（参加者と異な 
      る団体名、複数名の振込時） 

Tel&Fax 03-5609-0636  担当：吉沢希明 080-4340-4438 

 
 

 事前振込･･･････３千円（お振り込み証拠ご持参下さい）、 

   当日お支払い･･･５千円（満席で入れない事もございます） 

振込先①みずほ銀行稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１ トクヒ）国際総合研究機構 

振込先②ゆうちょ銀行 記号 １００７０ 番号 ５５８６２５７１ アイリカレッジ 

※事前振込み頂いた会費はキャンセルの場合、返金出来ませんが、事前に e-mail にてご連絡頂いた方には 

次回講演会に振り替え出来ます。 

 

 
主催 
特定非営利活動法人 国際総合研究機構 (NPO-IRI：アイリ) http://www.a-iri.org/iri/  

IRI-College(略記：IC,アイリ-カレッジ)  http://iri-college.org   iri.college@gmail.com 
      千葉市稲毛区園生町 1108-2 ４F 電話 043-255-5481 Fax 043-255-5482  

後援 
国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス)  http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/  
超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS)  nsnpoiri@gnamail.com 

21 世紀の求めている「潜在能力」(代替医療、統合医療、心身健康法、スピリチュアリティ、 

美容健康、能力開発なども含む)の分野で、幅広い知識・見識・叡智・能力を持った指導者・ 
推進者を養成する事を目的としています。 

参加申込 

会費 



 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

日 程： 第２回 2010 年２月２４日（水） 
時 間： 開会 午後 7:00（6：30 分開場）閉会 9：30 
        終了後 希望者 懇親会 別所 別料金 有り 

会 場： 京橋プラザ区民館 多目的ホール ２階 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通： ①東京メトロ有楽町線｢新富町駅｣ ２番出口 徒歩 5分、 
②都営地下鉄浅草線｢宝町駅｣ Ａ１出口 徒歩 5 分 
③東京駅八重洲口 徒歩１１分 

参加費： 前売り３千円、当日５千円（事前のお申込が必要です）  
参 加： 希望者は、件名「IC 第２回申込 氏名」で、 

氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、PC用メールで iri.college@gmail.com まで。 

吉沢 03-5609-0636,080-4340-4438 よりご案内のメールをお送りします。http://iri-college.org 
 

第３回３月２６日（金）、 第４回４月２５日（日） で、 
第１回・第２回と、同所、ほぼ同時刻 に開催予定。 http://iri-college.org  

 
 

主催： NPO 法人 国際総合研究機構 (NPO-IRI：アイリ)  www.a-iri.org/iri/   
共催： 国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) 、 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 

講師：坂本 政道

講師：川嶋 朗 

（さかもと まさみち） 
アクアヴィジョン･アカデミー 代表取締役 
モンロー研究所 レジデンシャル・トレーナー 
国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 理事

（かわしま あきら） 
東京女子医科大学附属青山女性･自然医療研究所 
自然医療部門 准教授 
附属青山自然医療研究所クリニック 所長 
国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 理事 
 

IRI-College（アイリ-カレッジ）潜在能力研究科 Ｄ-講座 第２回 (1 回参加可)
 

2012 年に天変地異で人類が滅亡するとか、あるいは、人類が

大きく進化するとか言われています。これは本当なのでしょう

か。モンロー研究所の開発したへミシンクを用い、高次の意識存

在たちと交信することで、2012 年に起こる現象について詳細

な情報を得ることができました。それについてお話します。 

1954 年生まれ。東京大学理学部物理学科卒、トロント大学
電子工学科修士課程修了。『死後体験』シリーズ、『SUPER LOVE』、
『2012 年人類大転換』など、精神世界、特にモンロー研究所で
の自身の体験を記述した著作多数。 新刊は『屋久島でヘミシン
ク 2012 年のメッセンジャー』（幻冬舎）。 

治療とは、医師が行うものと思われて来ましたが、一部を除

き、自分自身の精神力を含めた治癒力が治し、医師はそれを

助けるものです。その自己治癒力の源泉と実態について、 

また、西洋医療と伝統・代替医療の統合医療について、自身

の診療経験と科学文献に基づき、易しくお話します。 

1957 年生まれ。北海道大学医学部卒業。東京女子医科
大学大学院修了。ハーバード大学医学部マサチューセッツ総
合病院留学。気功、ホメオパシーなどにも精通し、現代医学、
代替医療を取り入れた統合医療を行う。『心もからだも「冷
え」が万病のもと』、『すべての病は「気」から』、『冷え取り
★美人』など著書多数。 新刊は『やせる!冷えとり習慣 66』
（講談社）。 



 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1977 年日本大学歯学部卒。聖マリアンナ医科大学より博士号を授

与。福岡歯科統合医療研究所長 福岡明氏に 3０年前より師事し、痛

くない、怖くない歯科治療を目指して、針灸をはじめとするあらゆ

る代替医療を導入。その科学的客観的データのエビデンスを構築し

ながら、臨床を行っている。女性ならではのこまやかな心配りが、

患者さんに喜ばれ、政財界、芸能界、文化人の有名患者さんも多い。

著書に「美顔術――口元から綺麗がはじまる」（講談社）、その他、

研究論文、エッセイなど多数。 

医療法人社団明徳会サンデンタルクリニック 院長 
福岡歯科統合医療研究所 主任研究員、, 
鈴鹿医療科学大学 講師、  日本歯科東洋医学会 理事 
国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 評議員 

講師：石塚 龍夫 
（いしづか たつお） 

講師：小山 悠子 医学博士 
（こやま ゆうこ） 

ヒューマンクリニカ 院長 
日本催眠応用医学会 会長 
日本催眠臨床学会 副会長 
国際生命情報科学会(ISLIS：イスリス) 実行委員 

今日、認知脳科学や精神神経免疫学などの研究から、潜在意識や催眠療法の効果について科学的な説明がつ

くようになってきました。アメリカなどでは、催眠療法で自己治癒力をより高めた上で医療を行うということ

があります。催眠についての正しい知識と医療への利用についてお話しします。 

IRI-College（アイリ-カレッジ）潜在能力研究科 Ｄ-講座 第３回 (1 回参加可)

日 程：2010 年 3 月 26 日（金） 

時 間：開会 19:00（18:30 分開場）閉会 21:30 

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 

参加費：事前振込 ３千円、 当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 

参 加：希望者は、件名「IC 第 3 回申込 氏名」で、 

氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 

PC用メールで iri .college@gmail .com まで。

吉沢 03-5609-0636,  080-4340-4438 より 

ご案内のメールをお送りします 

主催：NPO 法人 国際総合研究機構 (NPO-IRI：アイリ)  www.a-iri .org/iri/   

後援：国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) 、 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 

歯科治療は患者さんから怖がられ疎まれるもの。これは日本だけでなく世界共通の事情ですが、どうしたら

患者さんを気持ちよく治癒に導いて行けるか。そのための「氣」の必要性や「バイ・ディジタルＯ－リングテ

スト」、民間療法、果てはフィリピンの心霊手術までを、実体験をまじえてお話しします。 

鹿児島出身。1976 年、日本大学文理学部心理学科卒。日本催眠医学

研究所（森医院）勤務。1993 年ヒューマンクリニカ開設、現在に至

る。元聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター研究員。 

業績：1998 年日本医科大学精神医学教室との共同研究発表、1999

年東京工業大学樋口雄三教授との共同研究発表、2000 年国際催眠学

会ミュンヘン大会ワークショップで渡辺直樹「森田療法と催眠」催眠

担当。著書に「医療心理のための心身医学」（催眠項目担当）、その他、

催眠と脳波や免疫に関する論文など多数。 

第４回 ４月２５日（日）、 第 5 回 ５月２６日（水） 

第１～３回と同所、同時刻で開催の予定です。 

新情報はウェブで http://iri-college.org/ 



 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

講師: 本間 修二 （ホンマ シュウジ） 

株式会社ＴＢＳビジョン エグゼクティブ・プロデューサー、人体科学会学術会員・日本サイ科学会理事 

子供たちの未知能力の開発＆実験を克明に追ったドキュメンタリー作品シリーズを数多く手がける。 

超心理学では否定的であった「訓練による能力の開花」と「訓練による能力の上達」という二つの現象が 

一連の実験により確認されたという評価がある。さらに気功、武術、宗教といったテーマをスピリチュア 

ルな側面からとらえた作品を送り出している。 

 

（著作） 「未知能力―あなたの知らない不思議世界」（青春出版社）、「カメラがとらえた人間の不思議な力９９の謎」（二見書房）、 

「ワールドミステリーツアー・アジア編・中国怪奇譚」（角川書店）等 

国内外の“能力者”と呼ばれる多くの人々との交流体験を通した、いわば“能力者と
研究者の中間”に位置する立場から、潜在能力の本質、意味といったスピリチュアル
な側面を改めて捉えなおしてみる。 
ゲストに中国人超能力者の王斌さんを迎え、秘蔵映像を交えながら考察を加える 
 

IRI-College（アイリ-カレッジ）潜在能力研究科 Ｄ-講座 第 4 回 (1 回参加可)

日 程：2010 年 4 月 25 日（日） 

時 間：開会 19:00（18:30 分開場）閉会 21:30

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 

参加費：事前振込３千円、当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 

参 加：希望者は、件名「IC 4 月 25 日分申込 氏名」で、

氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 

PC用メールで iri .college@gmail .com まで。

吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438 より 

ご案内のメールをお送りします。 

主催：NPO 法人 国際総合研究機構 (NPO-IRI：アイリ)  www.a-iri .org/iri/ 

後援：国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) 、 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 

特別ゲスト 王 斌（ワン･ビン） 
中国北京生まれ。幼少のころに姉の王強とともにその潜在

能力を見出された中国を代表する超能力者。中国をはじめ、

ロシア、アメリカ、日本の多くの大学・研究機関の実験に

参加し実績を残している。２男１女の母。 

中国における能力開発の実情、実験の様子など、これまで

明かされたことがなかった中国・超能力の世界を能力者自

身に語ってもらう。 

次回  第５回 ５月２６日（水）  

今回と同所、同時刻での開催
講師 神沢 瑞至（かんざわ ただし） 

気療術学院 学院長 

演題 「猛獣も眠らす不思議な気－気療で健康増進」（仮） 

アフリカで、遠い場所にいる猛獣の群れを次から次へと 
座らせてしまう能力の持ち主。TV でも有名！ 

次々回 第 6 回 6 月 23 日（水）  
今回と同所、同時刻での開催 

 

情報は http://iri-college.org/ 

 
左が王斌さん。右は姉の王強さん 

詳細情報  http://iri-college.org/



 

 
  

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 講師： 神沢 瑞至（ かんざわ ただし ） 

気療塾学院 学院長 

1944 生。公務員時代に、気の力、癒し効果に目覚める。 

多くのテレビ番組に出演、大反響を得る。気療塾学院を創設。 

著書：『気療』、『遠隔気療』、『気療で健康増進』（たま出版） 

現在、気療理論完成のため、４冊目『気療空間』（仮称）を執筆中 

W 

講演と大鼓演奏 

IRI-College（アイリ-カレッジ）潜在能力研究科 Ｄ-講座 第 5 回 (1 回参加可)

日 程：2010 年 5 月 26 日（水） 

時 間：開会 19:00（18:30 分開場）閉会 21:30

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 

参加費：事前振込３千円、当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 

参 加：希望者は、件名「IC５月 2６日分申込 ご氏名」

氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 

PC用メールで iri .college@gmail .com まで。

吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438 より 

ご案内のメールをお送りします。 

主催：NPO 法人 国際総合研究機構 （NPO-IRI：アイリ）  www.a-iri .org/iri/ 

後援：国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) 、 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 

 
次回 第 6 回 6 月 23 日（水） 今回と同所、同時刻での開催 

 
今後の詳細情報は http://iri-college.org/ 

 
 

特別ゲスト： 大倉 正之助（おおくら しょうのすけ）  

大鼓（おおつづみ）奏者 能楽囃子（はやし）大倉流大鼓 
重要無形文化財総合認定保持者 故大倉長十郎の長男として生まれる（大倉家は、室町時代より続 
く能楽囃子｢大鼓・小鼓｣の家）祖父、父より稽古を受け、９歳で初舞台。能舞台の他、大鼓ソリストとしての地位を確立、古

式奏法にのっとり至難の技とされる素手打ちにこだわり、大鼓という日本古来の伝統打楽器を通じ幅広ジャンルを横断し

ながら国内外のインタージャンルのアーティストとの活動多数。世界各国の式典やイベントで演奏を続け、ローマ法王より

招聘されバチカン宮殿内クリスマスコンサートでも独奏を披露、又 CM などメディアにも多数出演。世界に向けて日本文化

を発信している文化プロデューサーでもある。2005 年文化デザイン賞受賞。PIAZZA PLUS よりＣＤ｢World Beat｣、ユニバ

ーサルミュージックより CD ｢飛天｣がある。 http://www.hiten-jp.com 

http://www.kiryo-jyuku.jp 



 

 
  

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 講師：神沢 瑞至（かんざわ ただし）気療塾学院 学院長 
気療は健康の損傷の回復・改善・予防を目的とします。気療は、「気は存在そのも

の」、「気は万人共有」を基本理念としています。テレビのロケーションにおける動
物たちとの気の交流を通して、人間（人類）が置き忘れている「感ずるがまま」の癒
しの感覚世界、なぜ動物達がリラックスして倒れこみ気療睡眠に入るのか？、犬や猫
などのペットに対し、気療ヒーリングの効果がなぜ有るのか？、を説明します。 

自己治癒力や他者治癒力の「気の力」を体得する、気療エクササイズを体験して頂
ます。 

1944 生。公務員時代に、気の力、癒し効果に目覚める。多くのテレビ番組に出演、
大反響を得る。気療塾学院を創設。著書：『気療』、『遠隔気療』、『気療で健康増
進』（たま出版）。現在、気療理論完成のため、４冊目『気療空間』（仮称）を執筆
中。 

W

講演と大鼓演奏 

IRI-College（アイリ-カレッジ）潜在能力研究科 Ｄ-講座 第 5 回 (1 回参加可)

日 程：2010 年 5 月 26 日（水） 

時 間：開会 19:00（18:30 分開場）閉会 21:30

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費：事前振込３千円、当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 
参 加：希望者は、件名「IC５月 2６日分申込 ご氏名」
ご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 
PC用メールで iri .college@gmail .com まで。
吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438 より 
ご案内のメールをお送りします。 

主催：NPO 法人 国際総合研究機構 （NPO-IRI：アイリ）  www.a-iri .org/iri/ 

後援：国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) 、 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 

 
次回 第 6 回 6 月 23 日（水） 今回と同所、同時刻での開催,  ７月は夏休み 

山川紘矢・亜希子「覚醒の時代」 
今後の詳細情報は http://iri-college.org/ 

 
 

 

特別ゲスト：大倉 正之助（おおくら しょうのすけ）  

大鼓（おおつづみ）奏者 能楽囃子（はやし）大倉流大鼓 
重要無形文化財総合認定保持者、 日本能楽会会員 
 

大倉流大鼓宗家、故大倉長十郎の長男として生まれる（大倉家は、室町時代より続く能楽囃子｢大鼓・小鼓｣の家）祖父、父よ
り稽古を受け、９歳で初舞台。能舞台の他、大鼓ソリストとしての地位を確立、古式奏法にのっとり至難の技とされる素手打ちに
こだわり、大鼓という日本古来の伝統打楽器を通じ幅広ジャンルを横断しながら国内外のインタージャンルのアーティストとの
活動多数。世界各国の式典やイベントで演奏を続け、ローマ法王より招聘されバチカン宮殿内クリスマスコンサートでも独奏を
披露、又 CM などメディアにも多数出演。世界に向けて日本文化を発信し続けている。PIAZZA PLUS よりＣＤ｢World Beat｣、ユニ
バーサルミュージックより CD ｢飛天｣がある。 http://www.hiten-jp.com 

http://www.kiryo-jyuku.jp  info@kiryo-jyuku.jp 

 



 

 
  

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 講師： 山川 紘矢・亜希子 
（やまかわ こうや・あきこ） 

 

この世に生まれてきて大切なこと。 忘れてはならないこと
は、『お互いが 助け合う」ということ。これが意識できれば、
世界は変わります。 『わかったら、変わります』何が変わる
の？人生が変わる。あなたが変わる。 そして世界が変わりま
す。僕らのことを宗教家としているけど、それはまずいよ。
宗教はいらないと主張しているのですから。スピリチュアル
な 本の紹介者、あるいは作者です。 今後は本を書きます。
宗教は好きではありません。何の特典も受けていません。 

W

 

 
IRI-College（アイリ-カレッジ）潜在能力研究科 Ｄ-講座 第 6 回 (1 回参加可) 
 

日 程：2010 年６月 2３日（水） 

時 間：開会 19:00（18:30 分開場）閉会 21:30

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費：事前振込３千円、当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 
参 加：希望者は、件名「IC６月 2３日分申込 ご氏名」
ご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 
PC用メールで iri .college@gmail .com まで。
吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438 より 
ご案内のメールをお送りします。 

主催：NPO 法人 国際総合研究機構 （NPO-IRI：アイリ）  www.a-iri .org/iri/ 

後援：国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) 、 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 

山川紘矢 翻訳家。1941 年、静岡生まれ。東京大学法学部卒業。大蔵省に入省し、マレーシア、 アメリカ
などで海外勤務を重ねる。1987 年に退官して翻訳家に。 
山川亜希子 翻訳家。1943 年、東京生まれ。東京大学経済学部卒業。夫・紘矢とともに海外生活を体 
験。外資系会社勤務の経験も。夫の退官後、ともに翻訳の仕事を始める。 
 
山川紘矢著 『輪廻転生を信じると人生が変わる』ダイヤモンド社 
山川亜希子著 『宇宙で唯一の自分を大切にする方法』大和書房刊 『人生は奇跡の連続』大和書房刊 
共訳に『アルケミスト』（パウロ・コエーリョ著、角川文庫）、『聖なる予言』 （ジェームズ・レッドフィールド著、
角川文庫）、『カミーノ―魂の旅路』（シャーリー・マクレーン著、飛鳥新社）、『心を癒すワイス博士の過去生
退行瞑 想』（PHP 研究所）など多数。 

http://www2.gol.com/users/angel/index.htm 

 

 
７月は夏休み。第 7 回 8 月 26-29 日(木－日)富士 Calm での合宿に合流 第 30 回生命情報科学シンポジウム 

不思議現象を説明できる「新しい世界像を求めて Ⅳ」、実践指導など楽しい企画満載 

詳細 http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm http://iri-college.org/ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

演題：臨死体験－ヒーリング 
講師：鈴木 秀子（すずき ひでこ） 文学博士、シスター 
聖心女子大学 名誉教授、 国際文学療法学会 会長 
国際コミュニオン学会 名誉会長、 NPO コミュニオン 名誉顧問 
 

臨死体験を通じてのヒーリング能力の取得。奥深くにある「こころ」そのものでつ
ながり、調和して生きる。お互いに癒しあいながら、絆を深め、愛のうちに成長し、
共に助け合う。人間を超える無限の力を信じ、その助けを借りて自己の気づきを深め
個性を輝かせ、豊かな人間性を身につけていきます。 

東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。 フランス、イタリアに留学。ハワイ
大学、スタンフォード大学で教鞭を執る。 聖心女子大学教授（日本近代文学専攻）を
経て、現職。聖心会会員。                  http://www.enneagram.gr.jp/ 

主催： NPO 法人 国際総合研究機構 （NPO-IRI =アイリ） http:// www.a-ir i .org/ir i/ 
後援： 国際生命情報科学会(ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
後援： 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS =エヌエス)  http://NPO-IRI.org 

mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

 
今後も上記と同時刻、同所にて予定 http:// www.a-iri .org/iri/ http://iri-college.org/ 
第 9 回 10/26 火   
第 10 回 11/24 木 リーナ ダナエ 大いなる自己（内なる神）との出会い－新しい夜明け・高次元への誘い

演題：臨死体験とは何か？ 
講師：大門 正幸（おおかど まさゆき） 人文学博士  
中部大学 国際関係学部 教授、 国際生命情報科学会(ISLIS) 常務理事 
ABH 認定ヒプノセラピスト、 シータヒーリングプラクティショナー 
 

臨死体験における一連の体験の中でも、光の存在と遭遇する、いわゆる「光体験」や、臨死 
体験後の、ヒーリンング能力を始めとする特殊な能力の目覚めは、インパクトの強いものです。 
このような体験、能力の目覚めが何故生じるのかについて、退行催眠やヘミシンクで得られる 
体験と比較しながら考察します。 

1963 年生まれ。専門は言語学。大学で 20 年以上に渡り教育研究に携わり、人生の目 
的とは何か、いかに生きるべきかに関わる学問の必要性を痛感。科学的分析に基づき、 
新たな「人間学」の構築を目指して奮闘中。 http://homepage.mac.com/ohkado/ 

IRI-College（ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ）潜在能力研究科 Ｄ-講座 第 8 回 (1 回参加可)  2010/9/30 版 

 

臨死体験・ヒーリング・光

日 程：2010 年９月 2９日（水）夜 

時 間：会場 6:30  開会 7:00 閉会 9:30 

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費：事前振込３千円、当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 
参 加：希望者は、件名：「ご氏名 IC９月 2９日分申込」 
本文：ご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 
PC 用メールで iri .college@gmail .com まで。 
吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438 より 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

主催： NPO 法人 国際総合研究機構 （NPO-IRI =アイリ） http:// www.a-ir i .org/ ir i /  
後援： 国際生命情報科学会(ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
後援： 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS =エヌエス)    http://NPO-IRI.org 

mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

 
今後も上記と同時刻、同所にて予定  http://www.a-iri.org/iri/    http://IRI-College.org/ 
 
第 10 回 11/24 木 リーナ ダナエ 大いなる自己（内なる神）との出会い－新しい夜明け・高次元への誘い他 

http://www.starpeople.com/ 

IRI-College（ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ）潜在能力研究科 D-講座 第 9 回 (1 回参加可)  2010/10/3 版 

前世療法・退行催眠の 
実際と体験〈ワークショップ〉

日 程：2010 年 10 月 26 日（火）夜 

時 間：会場 6:30  開会 7:00 閉会 9:30 

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通：①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費：事前振込３千円、当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 
参 加：希望者は、件名：「ご氏名 IC10 月 26 日分申込」
本文：ご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 
PC 用メールで iri .college@gmail .com まで。 
吉沢 03-5609-0636,  080-4340-4438 

http://www.a-iri.org/iri/ 

 

講師：よしだ ひろこ  

日本催眠療法協会（JHA）理事長 
国際生命情報科学会（ISLIS）評議員 
HPS カウンセリングアカデミー 
HPS 心理センター代表 

「前世療法」は退行催眠の過程で多くのクライアントが自主的に幼児 

期を通りすぎ前世まで退行することがあります。そのプロセスのなか 

でクライアントが抱えている現在の問題を解決することができる 

スピリチュアルなワークです。そのほか魂のワークとして「超意識・ 

ハイヤーセルフと出会う」「チャクラ瞑想」など、よしだひろこの催眠 

誘導の数々で感動的な魂の癒しを体験することができるでしょう。 

 

ヒプノセラピスト・画家。1970 年代より精神心理学や哲学を綴り 1980 年代 
以降、パリ滞在中に自然療法や各種セラピーを学ぶ。1995 年より HPS カウン 
セリングアカデミー・HPS 心理センターを開設、現在はヒプノセラピストの 
育成に力を注いでいる。              http://www.hps.jp/ 

【著書】人生好転のカギはあなた自身の中にある（マガジンハウス社） 



 

 

主催： NPO 法人 国際総合研究機構（NPO-IRI =アイリ） http:// www.a-ir i .org/ ir i /  
後援： 国際生命情報科学会 (ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
後援： 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会 (NS =エヌエス)    http://NPO-IRI.org 

mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

 
今後も上記と同時刻、同所にて予定  http://www.a-iri.org/iri/  http://IRI-College.org/

 
１２月はお休み、次回は１月です。（詳細はホームページでご確認ください） 

日 程：2010 年 1１月 2４日（水）夜 

時 間：会場 6:30  開会 7:00 閉会 9:30 

会 場：京橋プラザ区民館 多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163

交 通： ①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費: 事前振込 ３千円、 当日５千円 

（事前のお申し込みが必要です） 
参加：希望者は、件名：「ご氏名 IC10 月 26 日分申込」
本文：ご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、 
PC 用メールで iri .college@gmail .com へ。
吉沢 03-5609-0636,  080-4340-4438 

http://www.a-iri.org/iri/ 

IRI-College（ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ）潜在能力研究科 D-講座 第 10 回 (1 回参加可)  2010/10/27 版

2012 年、新しい時代の夜明け 
        ～古代の叡智と聖なる予言 

演題： アトランティスの叡智〜霊性の目覚め 
講師： リーナ・ダナエ （LINA DANAE） 

エイシェント・ウイズダム研究所所長、 スピリチュアル・カウンセラー 

国際催眠連盟認定ヒプノセラピスト、 国際セラピートレーニング協会認定セラピスト 

 2012 年の次元上昇（アセンション）。いま地球では、前代未聞の“古代の叡智”が次々と紐解

かれ、高次元の世界へと誘われています。私達の多くは、アトランティス時代に生きていた魂とい

われ、この大きな転換の時を志願し、地球が高周波の世界へ移行するための役割（使命・魂の目

的）を果たす目的を持って、この時代に生まれて来たと言われています。 

 つまり、私達の魂の中には、高次元の世界で生きていた時の『記憶』が隠されています。私達

の内で眠る“神聖なる叡智”を目覚めさせ、スピリチュアルな感性を高めることで、内なる神や守

護天使と遭遇し、より高い周波数に包まれた新しい現実を生きる力が与えられます。当日は、美

しい地球の未来を創るための瞑想や、スピリチュアルな感性を高め、新しい現実を創造するため

の実践法をお伝えします。                     http://www.starpeople.com/ 
 

演題： マヤの真の予言 

講師： 柳瀬 宏秀 （やなせ ひろひで） 

環境意識コミュニケーション研究所代表、 プロデューサー   
■マヤの予言の真の意味、日本が進化するための日付として出来ること。 

1987 年「マヤンファクター」という本が、世界の知識人を震撼させた。 

   それは、時間についてのシステマティックなプレゼンテーション。 

   人類の進化を促すマヤの叡智を確認し、進化のための、新しい呼びかけを行います。 

■COSMIC DIARY   http://www.async.ne.jp/cosmic 
■COSMIC DIARY INTERNET VERSION  http://cosmic-diary-internet.com// 
■【柳瀬宏秀ブログ】 http://cosmic-diary-internet.com/member3/  



 

主催： NPO 法人 国際総合研究機構（NPO-IRI =アイリ） http://www.a- i r i .o rg/ i r i /  
後援： 国際生命情報科学会 (ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
後援： 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会 (NS =エヌエス)    http://NPO-IRI.org 

mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

 
今後も上記と同時刻、同所にて予定  http://www.a-iri.org/iri/  http://IRI-College.org/
次回は２月２２日（火）、詳細はホームページでご確認ください 

日 程：201１年  1 月 2５日（火）夜 

時 間：会場 6:30  開会 7:00 閉会 9:30 

会 場：京橋プラザ区民館 ２Ｆ多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163

交 通： ①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費: 事前振込 ３千円、当日５千円（事前のお申し込みが必要です）

参加希望の方はご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、件名：

「IC1 月 2５日分申込」として i r i .col lege@gmai l .com に

メールしてください。メールによりリスト作成しています、受講

票などは発行しておりません。受付でお名前をお伝えください。

【振込先】① ゆうちょ銀行 10070-55862571 

       口座名：アイリカレッジ 

     ② みずほ銀行 稲毛支店 普通 2956551 

       口座名：トクヒ）国際総合研究機構 

その他お問い合わせは、吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438 

IRI-College（ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ）潜在能力研究科 D-講座 第 11 回 

長堀  優  
ながほり ゆたか 

 

「がん診療における統合医療の可能性～心を見つめ、 

魂を愛する医療を考える」  
総合病院副院長・外科部長、 日本外科学会・指導医、 日本消化器外科学会・指導医、 消化器がん外科治療認

定医、 国際生命情報科学会（ISLIS）理事、 心と遺伝子研究会会員（会長・村上和雄筑波大学名誉教授）、 信

州大学医学部委嘱講師。 

医療の現場では、科学では割り切れないことに遭遇することも少なくありません。  臨床経験が深まるにつ

れ、医療を超えた生命の神秘性を感じるようになり、心が身体に大きな影響を与えているのではと考えるよ

うにもなってきました。 西洋医学は素晴らしいものですが、心へのアプローチが充分ではありません。 西洋

医学の利点を生かしつつ、各種の代替療法を組み合わせた統合医療は、心をみつめる新しい医療になりうる

と考えています。  

（プロフィール） 

昭和33年 東京都生まれ。昭和58年群馬大学医学部卒業、同年横浜市立市民病院研修医、昭和60年横浜

市立大学医学部第二外科に入局する。平成 5 年ドイツ・ハノーファー医科大学に留学し、癌転移に関わる接着

分子についての研究に従事する。平成 17年横浜市立みなと赤十字病院外科部長、平成 20年現職に就任す。  

「大いなるものに抱かれて、生かされ生きる」 
可見、不可見のあらゆるいのちとの関わりの中で初めて私どもの生(死をも含めた生)は、存在し得ます。そ

して、あらゆる存在をそのように在らしめ、生の深い味わいとしてのメッセージを与え続けている大いなる

ものによって抱かれながら生かされ生きている自分である、ということに気づく時、そこには破れることの

ない安らぎと幸いが広がっています。 

（プロフィール） 

僧侶（日蓮宗）、  四方僧伽メンバー、  NPO 法人 心のケア 大樹の会 代表、  元浜松医科大学医師 

大病を患ったことがきっかけで医師となるが、現代医療の在り方に疑問を持つ。 仏教の修行に触れ、医師

を辞め仏道に専心。 僧侶となる。2006 年～カンボジアのサッダルマセンターに赴任。 2009 年、タイで開か

れた『世界同時平和法要』にてプラクティス交流の導師を務める。 現在、東洋の叡智と現代医療とを融合す

る活動を行っている。 

 （１回のみの参加可） 2011/01/04 版

斉藤 大法 
さいとう  だいほう 



 

波動速読 

主催： NPO 法人 国際総合研究機構（NPO-IRI =アイリ） http://www.a- i r i .o rg/ i r i /  
後援： 国際生命情報科学会 (ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
後援： 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会 (NS =エヌエス)    http://NPO-IRI.org 

mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

 
３月は１９（土）２０（日）横浜国立大学で「生命情報科学シンポジウム」に合流。 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm
ＩＣ４月２７日（水）矢島 実 http://www.yajimaminoru.com/ 場所・時間今までと同じ 

日 程：201１年  2 月 22 日（火）夜 
時 間：開場 6:30  開会 7:00 閉会 9:30 

会 場：京橋プラザ区民館 ２Ｆ多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通： ①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費: 事前振込 ３千円、当日５千円（事前のお申込が必要） 

参加希望の方はご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、件

名：「IC２月２２日分申込」として i r i .col lege@gmai l .com
にメールしてください。メールによりリスト作成しています、

受講票などは発行してません。受付でお名前をお伝えください。

【振込先】① ゆうちょ銀行 10070-55862571 

       口座名：アイリカレッジ 

     ② みずほ銀行 稲毛支店 普通 2956551 

       口座名：トクヒ）国際総合研究機構 

その他お問い合わせは、吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438

人間の脳は一生涯でわずか３％しか使っていないと言われています。残り９７％の未使用の脳の働きを自由に引き出すこ

とができたならば、私たち人間の能力は無限に広がる可能性があります。そして、脳の未使用の力をひらく鍵は右脳のイ

メージパワーが握っています。このセミナーでは、人の持つ可能性を引き出し、願望実現や、ビジネス、健康増進や美容な

ど、幅広く実用できるイメージパワーの活用方法を伝授します。ぜひ五感で体験してみてください。 

＜セミナー内容＞ 

◇超カンタン知ってトクする「脳の三重構造」  

◇夢を叶える人のイメージの使い方 

◇ザ･不思議体験！「気のエネルギーワーク」 

◇五感を使ってイメージパワーを強める方法 

 ・色のちからで感情や能力をコントロールする色呼吸法 ・音で多彩な能力や才能を引き出すサウンドイメージワーク  

・香りで体力･気力・魅力を上げるアロマイメージワーク 

◇秘伝！人生を変える「スーパーイメージワーク」 

  願望実現やヒーリング、仕事や学習へ活かす方法など・・・ 

七田チャイルドアカデミー 
 右脳開発プロデューサー 

山岡 尚樹 

 
IRI-College（ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ） 潜在能力研究科  D-講座 第 12 回 2011/ 02 / 19 版

※1 回参加もご自由。ISLIS シンポジウムも含め１０回参加されると修了証が授与。

夢を叶える！ 

イメージパワー【初級編】 

音や香りやイメージワークを使って、脳の潜在能力を引きだすスペシャリスト。全国各地にて

大人から子どもまでの脳力開発セミナーを実施。「人生を変える！イメージパワー」「音を使

って脳力アップ！音脳法セミナー」「香りとオーラの魅力アップセミナー」などを通算 1000 回

約４万人以上に指導。特に願望を実現するための個人才能カウンセリングや全脳活用コー

チングが好評。 ブログ「夢を叶えるイメージパワー！」http://ameblo.jp/yamaoka-naoki/ 

七田チャイルドアカデミーHP http://www.shichida.ne.jp 

 

やまおか  なおき 



 

主催： NPO 法人 国際総合研究機構（NPO-IRI =アイリ） http://www.a- i r i .o rg/ i r i /  
後援： 国際生命情報科学会 (ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
後援： 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会 (NS =エヌエス)    http://NPO-IRI.org 

mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

 
次回は５月１４日（土）夜７時 同場所 「原発と未来」討論会 

情報を持ち寄ってください

日 程：201１年  ４月２７日（水）夜 

時 間：開場 6:30  開会 7:00 閉会 9:30 

会 場：京橋プラザ区民館 ２Ｆ多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163

交 通： ①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費: 事前振込 ３千円、当日５千円（事前のお申し込みが必要です）

参加希望の方はご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、件名：

「IC４月２７日分申込」として i r i .col lege@gmai l .com に

メールしてください。メールによりリスト作成しています、受講

票などは発行しておりません。受付でお名前をお伝えください。

【振込先】① ゆうちょ銀行 10070-55862571 

       口座名：アイリカレッジ 

     ② みずほ銀行 稲毛支店 普通 2956551 

       口座名：トクヒ）国際総合研究機構 

その他お問い合わせは、吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438 

IRI-College（ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ） 潜在能力研究科  D-講座 第 14 回 2011/ 04 /19 版 

※1 回参加もご自由。ISLIS シンポジウムも含め１０回参加されると修了証が授与。

催眠と言葉の不思議 

「ザ・シークレット」という本が、世界中で話題になっています。 

その本には、世界中の成功者や億万長者が知っていた、ある「秘密」

が書かれています。その秘密を解き明かすカギが、潜在意識と言葉、

感情なのです。 

誰でも、この事をしっかりと理解し行動すれば、幸せや成功・健康を

体験できるようになるでしょう。今回は、潜在意識をすぐに変えられ

る催眠の仕組みや言葉が体に与える影響などを、体験を通し楽しみま

しょう。 

講師  ：  矢島 実 （やじまみのる） 
アクア鍼灸整骨院経営 （株）モミモミカンパニー代表取締役 サトルエネルギー学会理事、 
（社）千葉県鍼灸マッサージ師会常務理事 
慶応義塾大学理工学部卒 東京医療専門学校で学び鍼灸マッサージ資格を取得 鍼灸マッサ
ージ師・心理相談員・日体協公認 アスレティックトレーナー・宅建主任者・ケアマネージャー等 

 
主催： NPO 法人 国際総合研究機構（NPO-IRI =アイリ） http://www.a- i r i .o rg/ i r i /  
後援： 国際生命情報科学会 (ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
後援： 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会 (NS =エヌエス)    http://NPO-IRI.org 

mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

次回は５月１４日（土）夜７時 同場所 「原発と未来」討論会 
情報を持ち寄ってください 

 http://www.a-iri.org/iri/



 
 
 
  

日 程：201１年  ５月１４日（土）夜 

時 間：開場 6:30  開会 7:00 閉会 9:30 

会 場：京橋プラザ区民館 ２Ｆ多目的ホール 
東京都中央区銀座１-25-3 電話 03-3561-5163 

交 通： ①有楽町線｢新富町駅｣2 番出口 徒歩 5 分 

②浅草線｢宝町駅｣A1 番出口 徒歩 5 分 

③東京駅八重洲口 徒歩１１分 
参加費: 事前振込 ３千円、当日５千円（事前のお申し込みが必要です）
参加希望の方はご氏名、ふりがな、携帯番号を明記のうえ、件名：
「IC５月１４日分申込」として i r i .col lege@gmail .com に
メールしてください。メールによりリスト作成しています、受講
票などは発行しておりません。受付でお名前をお伝えください。
【振込先】① ゆうちょ銀行 10070-55862571 
       口座名：アイリカレッジ 
     ② みずほ銀行 稲毛支店 普通 2956551 
       口座名：トクヒ）国際総合研究機構 
その他お問い合わせは、吉沢 03-5609-0636, 080-4340-4438

IRI-College（ｱｲﾘ-ｶﾚｯｼﾞ） 潜在能力研究科  D-講座 第 15 回 2011/ 05 / 6 版 

※1 回参加もご自由。ISLIS シンポジウムも含め１０回参加されると受講証を授与。

3.11 大震災・原発・放射能・放射線、何が起きており、
代替エネルギーは？、 未来は？

皆で、集めた情報を持ち寄り、発表し、討論しましょう？ 
まずは、各自、パワーポイントなど使用して１０分以内で。 

発表予定者は、山本幹男 学長 までご連絡を、連絡法下部枠内 

司会・コメント：   
山本 幹男 学長、 元 科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究室長 
河野 貴美子 副学長、 元 日本医科大学 

発表者・指定討論者など：  募集中 
第１部 原発、放射能、放射線 

 
第２部 地震、津波、未来、予測、予知 

よしだ ひろこ  「未来図」  HPS カウンセリングアカデミー 代表 
滝沢 ゆう子           レイキマスター、 ヒプノセラピスト 

 
主催： NPO 法人 国際総合研究機構（NPO-IRI =アイリ） http://www.a- i r i .org/ i r i /    http://NPO-IRI.org 
後援： 国際生命情報科学会 (ISLIS =イスリス)           http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/sjis/islis.htm 
「潜在能力サイト」（SS=エスエス） http://www.a-iri.org/iri/ 
mixi 「潜在能力探検隊」  http://mixi.jp/view_community.pl?id=5120902 

今後、新たに「原子力と地球の未来」講座を立ち上げたいと思います。 

ご関心のある方はご連絡下さい： nsnpoiri@gmail.com 090-9232-9542 山本幹男 
 http://www.a-iri.org/iri/
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