
IRI-College (IC) 
E

（とっても）いい

講座 はじめまーす！ 
   

 

 

 

脳波(希望者)の計測やその解説を交えながら、脳の仕組み、脳の不思議を学びましょう。 
10 回連続講座ですが、途中からでも、途中多少抜けても⼤丈夫（でも、連続でがんばると
いいことも・・？！）。その後さらに、中級、上級へと続いていきます。 受講⽣のご要
望やご質問に応じて、さまざまな⾓度から、ご⼀緒に脳について考えていく講座です。 

 

 

 

 

 お申し込みは E-mail⇒ npo.iri.college@gmail.com  
(FAX の⽅は⇒ 043-255-5482 ) 

 ⽇時：基本的に、毎⽉ 1 回、第３⽉曜⽇ 14：00〜16：00 を予定 (８⽉は休み) 
 都合により変更あり(毎回、翌⽉の⽇程を決定します) 

 場所：〒170-0003 東京都豊島区駒込 4-15-20 ビラベルディ 101 
 (王⼀帆 事務所：JR または都営三⽥線巣鴨駅より徒歩７分) 

 当⽇連絡先：090-6004-4745 (王⼀帆)  080-2009-6901 (河野貴美⼦) 

受講料 

 3 万円(10 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
 （連続でなくても 10 回まで参加できます）  
（参考：脳波の計測は通常、１人１万円以上、解析や報告書を含めると数万円かかります) 

 5 千円(1 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 

当日会場受付での支払いも可 

振込先１ 

みずほ銀行 稲毛支店（３３６） 普通口座 2956551  

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 （注意；アイリカレッジの名称ではありません） 

振込先２ 
ゆうちょ銀行  特定非営利活動法人国際総合研究機構 アイリカレッジ 10510 86047221    

トクヒ）コクサイソウゴウケンキュウキコウ アイリカレッジ  

 事前振込み頂きました 1 回ごとの受講料は、万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金は出来ませんが、 
 事前に e-mail にてご連絡頂ければ、次回講座に振り替え可能です。（お振り込み証拠をご持参下さい） 

講師：河野貴美子 (工学博士)： IRI カレッジ副学⻑・IRI 副理事⻑、国際⽣命情報科学会(ISLIS)副会⻑ 

IRI-College(IC,アイリ-カレッジ) http://iri-colleg.org  E-mail: npo.iri.college@gmail.com 

 特定非営利活動法人 国際総合研究機構（IRI） http://www.a-iri.org/iri/ E-mail:iri@a-iri.org   
千葉市稲⽑区園⽣町 1108-2 ４F 電話 043-255-5481 Fax 043-255-5482  
学⻑・IRI 理事⻑： ⼭本幹男(医学博⼠、⼯学博⼠)、 国際⽣命情報科学会(ISLIS)理事⻑・編集委員⻑、 
 超党派国会議員連盟 ⼈間サイエンスの会(NS)世話⼈代表、元科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究室⻑ 
後援： 国際⽣命情報科学会(ISLIS:イスリス) http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/ E-mail:islis@a-iri.org 

脳を知ろう！ 
講師：河野貴美子(元日本医科大学・脳生理学) 

第 1 回： 2012 年６⽉１８⽇(⽉) 14：00〜16：00 

自分の脳波を知るチャンス！ セラピスト、種々療法指導者などをめざす方、知ってお得

な知識です！ ♡ご興味ある方、ぜひどうぞ！♡ 



IRI-College (IC) 

E
（とっても）いい

講座 好評スタート！ 

 脳を知ろう！ 
講師：河野貴美子(元日本医科大学・脳生理学) 

 

脳波(希望者)の計測やその解説を交えながら、脳の仕組み、脳の不思議を学びましょう。 

10 回連続講座ですが、途中からでも、途中多少抜けても大丈夫（でも、連続でがんばるといい

ことも・・？！）。その後も続きますので、次回から 10 回でも OK です。 受講生のご要望やご

質問に応じて、さまざまな角度から、ご一緒に脳について考えていく講座です。 

 

 

 

 

 お申し込みは E-mail⇒ npo.iri.college@gmail.com (FAXの方は⇒ 043-255-5482 ) 

 日時：基本的に、毎月 1回、第３月曜日 14：00～16：00 を予定 (８月は休み) 
 都合により変更あり(毎回、翌月の日程を決定します) 

 場所：〒170-0003 東京都豊島区駒込 4-15-20 ビラベルディ 101 
 (王一帆 事務所：JR または都営三田線巣鴨駅より徒歩７分、地図は下記HP参照) 

 当日連絡先：090-6004-4745 (王一帆)  080-2009-6901 (河野貴美子) 

受講料 
  

 3 万円(10 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
 （連続でなくても 10 回まで参加できます）  
（参考：脳波の計測は通常、１人１万円以上、解析や報告書を含めると数万円かかります) 

 5 千円(1 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
当日会場受付での支払いも可 

振込先１  
 

みずほ銀行 稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１  

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 （注意；アイリカレッジの名称ではありません） 

振込先２ 
ゆうちょ銀行 記号 １０５１０ 番号 ８６０４７２２１    

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 アイリカレッジ 

 事前振込み頂きました 1回ごとの受講料は、万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金は出来ませんが、 
 事前に e-mail にてご連絡頂ければ、次回講座に振り替え可能です。（お振り込み証拠をご持参下さい） 

講師：河野貴美子 (工学博士)： IRIカレッジ副学長・IRI副理事長、国際生命情報科学会(ISLIS)副会長 

IRI-College(IC,アイリ-カレッジ) http://iri-colleg.org  E-mail: npo.iri.college@gmail.com 

 特定非営利活動法人 国際総合研究機構（IRI） 
http://www.a-iri.org/iri/ E-mail:iri@a-iri.org   
千葉市稲毛区園生町 1108-2 ４F 電話 043-255-5481 Fax 043-255-5482  
学長・IRI 理事長： 山本幹男(医学博士、工学博士)、 国際生命情報科学会(ISLIS)理事長・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、元科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究室長 
後援： 国際生命情報科学会(ISLIS:イスリス) http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/ E-mail:islis@a-iri.org 

第２回： 2012 年７月１６日(月) 14：00～16：00  

自分の脳波を知るチャンス！ セラピスト、種々療法指導者などを

めざす方、知ってお得な知識です！ ♡ご興味ある方、ぜひどうぞ！♡ 



 

 

E
（とっても）いい

講座 好評スタート！ 

 脳脳をを知知ろろうう！！  
 

 

 

脳波(希望者)の計測やその解説を交えながら、脳の仕組み、脳の不思議を学びましょう。 

10 回連続講座ですが、途中からでも、途中多少抜けても大丈夫（でも、連続でがんばるとい

いことも・・？！）。その後も続きますので、次回から 10回でも OKです。 受講生のご要望や

ご質問に応じて、さまざまな角度から、ご一緒に脳について考えていく講座です。 

 

 

 

 講師：河野貴美子：脳生理学（元 日本医科大学） 

        （現 IRI カレッジ副学長・IRI副理事長、国際生命情報科学会(ISLIS)副会長） 

 お申し込みは E-mail⇒ npo.iri.college@gmail.com (FAX の方は⇒ 043-255-5482 ) 

 日時：毎月 1 回、第３月曜日 14：00～16：00 ＊都合により変更あり (８月はお休み) 

 場所：変更します！千代田区立図書館 第２研修室 （千代田区庁舎９階） 
 http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/index.html  (千代田区九段南 1-2-1) 

  メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」駅 4番か 6番出口 徒歩 5分 
  （JR:飯田橋又は水道橋から約 12分） 

 当日連絡先： 080-2009-6901 (河野貴美子) 

 受講料 
  

 3 万円(10回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
 （連続でなくても 10回まで参加できます）  
（参考：脳波の計測は通常、１人１万円以上、解析や報告書を含めると数万円かかります) 

 5 千円(1回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
当日会場受付での支払いも可 

 振込先１  
 

みずほ銀行 稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１  

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 （注意；アイリカレッジの名称ではありません） 

 振込先２ 
ゆうちょ銀行 記号 １０５１０ 番号 ８６０４７２２１    

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 アイリカレッジ 

 事前振込み頂きました 1回ごとの受講料は、万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金は出来ませんが、 
 事前に e-mailにてご連絡頂ければ、次回講座に振り替え可能です。（お振り込み証拠をご持参下さい） 

IRI-College(IC,アイリ-カレッジ)  学長：山本幹男 Ph.D. (IRI 理事長) 

   http://iri-colleg.org   E-mail: npo.iri.college@gmail.com 

特定非営利活動法人 国際総合研究機構（IRI） http://www.a-iri.org/iri/ E-mail:iri@a-iri.org   

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/ E-mail:islis@a-iri.org 

第３回： 2012 年 9月 17日(月) 14：00～16：00 

自分の脳波を知るチャンス！ セラピスト、種々療法指導者
などをめざす方、知ってお得な知識です！ 
              ♡ご興味ある方、ぜひどうぞ！♡ 

mailto:iri.college@gmail.com
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/index.html
http://iri-colleg.org/
mailto:iri.college@gmail.com
http://www.a-iri.org/iri/
http://iri-college.org/iri@a-iri.org
http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/
mailto:islis@a-iri.org


 

 

E
（とっても）いい

講座 好評スタート！ 

 脳脳をを知知ろろうう！！  
 

 

 

脳波(希望者)の計測やその解説を交えながら、脳の仕組み、脳の不思議を学びましょう。 

10 回連続講座ですが、途中からでも、途中多少抜けても大丈夫（でも、連続でがんばるとい

いことも・・？！）。その後も続きますので、次回から 10 回でも OK です。 受講生のご要望や

ご質問に応じて、さまざまな角度から、ご一緒に脳について考えていく講座です。 

 

 

 

 講師：河野貴美子：脳生理学（元 日本医科大学） 

        （現 IRI カレッジ副学⻑・IRI 副理事⻑、国際⽣命情報科学会(ISLIS)副会⻑） 

 お申し込みは E-mail⇒ npo.iri.college@gmail.com (FAX の方は⇒ 043-255-5482 ) 
 日時：毎月 1 回、第３月曜日 14：00～16：00 ＊都合により変更あり (８月はお休み) 

 場所：9 月から変更になりました。千代田区立図書館 第 3 研修室 （千代田区庁舎９階） 
 http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/index.html  (千代田区九段南 1-2-1) 
  メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」駅 4 番か 6番出口 徒歩 5分 
  （JR:飯田橋又は水道橋から約 12 分） 

 当日連絡先： 080-2009-6901 (河野貴美子) 

 受講料 
  

 3 万円(10 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
 （連続でなくても 10 回まで参加できます）  
（参考：脳波の計測は通常、１人１万円以上、解析や報告書を含めると数万円かかります) 

 5 千円(1 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 

当日会場受付での支払いも可 

 振込先１  
 

みずほ銀行 稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１  

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 （注意；アイリカレッジの名称ではありません） 

 振込先２ 
ゆうちょ銀行 記号 １０５１０ 番号 ８６０４７２２１    

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 アイリカレッジ 

 事前振込み頂きました 1 回ごとの受講料は、万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金は出来ませんが、 
 事前に e-mail にてご連絡頂ければ、次回講座に振り替え可能です。（お振り込み証拠をご持参下さい） 

IRI-College(IC,アイリ-カレッジ)  学⻑：⼭本幹男 Ph.D. (IRI 理事⻑) 
   http://iri-colleg.org   E-mail: npo.iri.college@gmail.com 

特定非営利活動法人 国際総合研究機構（IRI） http://www.a-iri.org/iri/ E-mail:iri@a-iri.org   
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/ E-mail:islis@a-iri.org 

第 4 回： 2012 年 10 月 15 日(月) 14：00～16：00 

自分の脳波を知るチャンス！ セラピスト、種々療法指導者
などをめざす方、知ってお得な知識です！ 
              ♡ご興味ある方、ぜひどうぞ！♡ 



 

 

E
（とっても）いい

講座 好評スタート！ 

 脳脳をを知知ろろうう！！  
 

 

 

脳波(希望者)の計測やその解説を交えながら、脳の仕組み、脳の不思議を学びましょう。 

10 回連続講座ですが、途中からでも、途中多少抜けても大丈夫（でも、連続でがんばるとい

いことも・・？！）。その後も続きますので、次回から 10 回でも OK です。 受講生のご要望や

ご質問に応じて、さまざまな角度から、ご一緒に脳について考えていく講座です。 

 

 

 

 講師：河野貴美子：脳生理学（元 日本医科大学） 

        （現 IRI カレッジ副学⻑・IRI 副理事⻑、国際⽣命情報科学会(ISLIS)副会⻑） 

 お申し込みは E-mail⇒ npo.iri.college@gmail.com (FAX の方は⇒ 043-255-5482 ) 
 日時：毎月 1 回、第３月曜日 14：00～16：00 ＊都合により変更あり (８月はお休み) 

 場所：9 月から変更になりました。千代田区立図書館 第 1 研修室 （千代田区庁舎９階） 
 http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/index.html  (千代田区九段南 1-2-1) 
  メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」駅 4 番か 6番出口 徒歩 5分 
  （JR:飯田橋又は水道橋から約 12 分） 

 当日連絡先： 080-2009-6901 (河野貴美子) 

 受講料 
  

 3 万円(10 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
 （連続でなくても 10 回まで参加できます）  
（参考：脳波の計測は通常、１人１万円以上、解析や報告書を含めると数万円かかります) 

 5 千円(1 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 

当日会場受付での支払いも可 

 振込先１  
 

みずほ銀行 稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１  

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 （注意；アイリカレッジの名称ではありません） 

 振込先２ 
ゆうちょ銀行 記号 １０５１０ 番号 ８６０４７２２１    

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 アイリカレッジ 

 事前振込み頂きました 1 回ごとの受講料は、万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金は出来ませんが、 
 事前に e-mail にてご連絡頂ければ、次回講座に振り替え可能です。（お振り込み証拠をご持参下さい） 

IRI-College(IC,アイリ-カレッジ)  学⻑：⼭本幹男 Ph.D. (IRI 理事⻑) 
   http://iri-colleg.org   E-mail: npo.iri.college@gmail.com 

特定非営利活動法人 国際総合研究機構（IRI） http://www.a-iri.org/iri/ E-mail:iri@a-iri.org   
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/ E-mail:islis@a-iri.org 

第 5 回： 2012 年 11 月 19 日(月) 14：00～16：00 

自分の脳波を知るチャンス！ セラピスト、種々療法指導者
などをめざす方、知ってお得な知識です！ 
              ♡ご興味ある方、ぜひどうぞ！♡ 



 

 

E
（とっても）いい

講座 好評スタート！ 

 脳脳をを知知ろろうう！！  
 

 

 

脳波(希望者)の計測やその解説を交えながら、脳の仕組み、脳の不思議を学びましょう。 

10 回連続講座ですが、途中からでも、途中多少抜けても大丈夫（でも、連続でがんばるとい

いことも・・？！）。その後も続きますので、次回から 10 回でも OK です。 受講生のご要望や

ご質問に応じて、さまざまな角度から、ご一緒に脳について考えていく講座です。 

 

 

 

 講師：河野貴美子：脳生理学（元 日本医科大学） 

        （現 IRI カレッジ副学⻑・IRI 副理事⻑、国際⽣命情報科学会(ISLIS)副会⻑） 

 お申し込みは E-mail⇒ npo.iri.college@gmail.com (FAX の方は⇒ 043-255-5482 ) 
 日時：毎月 1 回、第３月曜日 14：00～16：00 ＊都合により変更あり (８月はお休み) 

 場所：9 月から変更になりました。千代田区立図書館 第 1 研修室 （千代田区庁舎９階） 
 http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/index.html  (千代田区九段南 1-2-1) 
  メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」駅 4 番か 6番出口 徒歩 5分 
  （JR:飯田橋又は水道橋から約 12 分） 

 当日連絡先： 080-2009-6901 (河野貴美子) 

 受講料 
  

 3 万円(10 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 
 （連続でなくても 10 回まで参加できます）  
（参考：脳波の計測は通常、１人１万円以上、解析や報告書を含めると数万円かかります) 

 5 千円(1 回) 
申込後、事前振込（お振り込み証拠をご持参下さい） 

当日会場受付での支払いも可 

 振込先１  
 

みずほ銀行 稲毛支店（３３６） 普通口座 ２９５６５５１  

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 （注意；アイリカレッジの名称ではありません） 

 振込先２ 
ゆうちょ銀行 記号 １０５１０ 番号 ８６０４７２２１    

口座名  特定非営利活動法人 国際総合研究機構 アイリカレッジ 

 事前振込み頂きました 1 回ごとの受講料は、万一ご都合で参加できなくなった場合も、返金は出来ませんが、 
 事前に e-mail にてご連絡頂ければ、次回講座に振り替え可能です。（お振り込み証拠をご持参下さい） 

IRI-College(IC,アイリ-カレッジ)  学⻑：⼭本幹男 Ph.D. (IRI 理事⻑) 
   http://iri-colleg.org   E-mail: npo.iri.college@gmail.com 

特定非営利活動法人 国際総合研究機構（IRI） http://www.a-iri.org/iri/ E-mail:iri@a-iri.org   
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/ E-mail:islis@a-iri.org 

第 6 回： 2012 年 12 月 17 日(月) 14：00～16：00 

自分の脳波を知るチャンス！ セラピスト、種々療法指導者
などをめざす方、知ってお得な知識です！ 
              ♡ご興味ある方、ぜひどうぞ！♡ 
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