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名採用、学歴不問・実力主義 事務局員(編集・広報・会計・会員管理・

シンポ開催・企画:複数人で分担), ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・建築士,
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ,
2022 年から

IT 技術者・HP 作成技術者・

各種研究者・技術者,
企画・事業計画・ｼﾝｸﾀﾝｸ,
学生ｲﾝﾀｰﾝ など
心療内科クリニック 開業予定、院長候補 募集中, 企画設計段階からご参画ください

総武線沿線に 大規模「いやしのビル」を建設し

ホリスティック医療・統合医療を実施予定、現在企画基本設計中

チャンス： 規模・分野 急拡大の第 1 次、 目標 この種世界一の 千人規模に
「各自の生きがいの創生」を目指しています。 何をしたいかご希望を
世界の人々の幸福・健康、生物・地球環境の改善、平和・科学・医学のための研究所
生き甲斐を求める 善意で 意欲的な方、 大集合!!
International Research Institute (IRI ) Since 2001
国際総合研究機構 (略称： IRI = アイリ )
沿革： 千葉市稲毛に在る 元 科学技術庁/文部科学省の放射線医学総合研究所にて、不思議な
「潜在能力の科学」を国家予算にて同所研究室長の山本幹男 博士(医学)・博士(工学) が始め、
2001 年本機構を同志と創立、2005 年定年退官時に研究室を本機構現本部に移転、研究と推進活動中。
「いやしのビル」大規模設計中
山本幹男 で検索すると、Wikipedia で最初に出ます
募集： 各種スタッフ、 ご希望と能力により 3 ヵ月～１年で 役付・幹部昇任 可能
主な仕事内容： 研究・技術： 潜在能力の科学、生体計測分析、IT 等各種。建築士等：都市計画、大小ビル等
広報・事務： PC を使った HP 創り、広報、実務、
編集、イベント・事業・企画・実施・ シンクタンク 等も
形態・待遇： 正職員:年俸予算 250 万～2,000 万円 諸費含
学歴不問・実力主義・転職など大歓迎
各種保険・手当準備、 休暇年休制度 国家公務員並み、 研修期間３か月間は時給 1 千円以上相当
パート、契約職員、個人事業主等、ご希望により応相談、 時給１～5 千円税込相当
待遇年 2 回見直し
勤務日時： フル勤務可。 応相談: 週３～５日、コア 10:00～15:00 等、 日・時間
土日祝原則休み
採用時期： 常時応募受付、随時審査後、 即日～ご希望に応相談、
応募者へ希望： PC（最低 Word・Excel)の好きな方、
長期勤務可能な方、 やる気の強い方、 明るい方、 なるべく勤務地に近い方
主な勤務地： 総武線快速停車駅 JR 稲毛駅 東口 近辺 下記 本部 または 分室など
本部： JR 稲毛駅 東口 徒歩 12 分、 または、JR 稲毛駅 東口 から 多路線のバス便有、
バス停 「園生団地入口」 直前
白い 5 階建て ユウキビル 1 階は ピザハット
分室： JR 稲毛駅 東口 徒歩 4 分
将来： 他への進出計画中（大型ビル建設等）、 ご希望者転勤可

提出物： 先ずは： 履歴書(履歴書のみは全て手書き、顔写真付)。 希望書（打込文書で、ご希望勤務形
態、日時希望、勤務始め可能日、希望待遇、どの位長期可能かも、連絡法もなるべく詳しく。 本当は何を
したいか、何をしたくないか、その他の希望）を添付。その他、経歴・スキル書等別紙打込資料等添付可
広告主： お問合せ・履歴書等送付先： IRI 分室 山本理事長に お気軽に携帯へもお問合せください。
IRI 理事長分室 〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 2-13-31 Peace
FAX 043-255-9143
IRI 理事長 山本幹男 博士(医学)・博士(工学)
nsnpoiri@gmail.com 090-9232-9542
元 科学技術庁/文部科学省 放射線医学総合研究所 研究室長・上席研究員 国家公務員研究者 34 年勤続定年退官者
元 東邦大学 客員教授、千葉大学大学院 客員助教授、東北大学 医学部 講師、 米国ワシントン大学にて２年間研究

IRI 本部：

特定非営利活動法人(NPO) 国際総合研究機構 (略称 IRI =アイリ) http://www.a-iri.org/iri-jp
〒263-0051 千葉市稲毛区園生（そんのう）町 1108-2 ユウキビル ４階 A 室、 同 B 実験室、3 階 A 室利用準備中

現状 IRI 本部スタッフ： 博士レベル研究者 5 名（内 副理事長女性）、 その他、支部、他部署、客員研究者、会員、多数。
編集・事務・実務系では、２０年以上長期勤続の 女性実務主任１名 と 同女性１名。

参考： 関連組織等：

国際生命情報科学会(ISLIS) 理事長 山本幹男 http://www.islis.a-iri.org 1995 年創立
会員管理、シンポジウム 50 回開催済、学会誌 50 号刊行済 を IRI が受託、 ２０２０年創立 25 周年記念
IRI-生体計測研究所 http://www.a-iri.org/iri-jp
IRI-College (IC) http://iri-college.org/
IRI-幸福社会研究所（ＷＨＩ） http://www.a-iri.org/whi/ 潜在能力科学サイト (SS) http://www.a-iri.org/
IRI- 「いやしのビル」 企画委員会 現在小規模ビル建設中 最速 2021.9 月完成予定 JR 稲毛駅徒歩 5 分, 他に大規模ビル群企画設計中
国際総合研究機構(IRI ) 一般財団法人、 IRI-潜在能力科学研究所 設立準備中
帯津三啓病院 名誉院長 帯津良一先生 ホリスティック(全人的)医療のご指導
超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) http://NPO-IRI.org
国会議員会館内での講演会を 173 回実施済
議員会館内での毎月の講演会を IRI と共催、 講師選定を含む講演会企画と実務を議員連盟より IRI が受託 現在終了

