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The International Society of Life Information Science (ISLIS)
The 34th Symposium on Life Information Science
“Seeking a New World View Which Can Explain Wonderful Phenomena” VI

At Fuji Calm, August 17-20, 2012
Sponsor: International Society of Life Information Science (ISLIS)
Co-sponsors: International Research Institute (IRI)
Human Science Association of the Diet Members (NS), Japan
⼀般⼈を含め、楽しい合宿の 6 回⽬です。

第34回生命情報科学シンポジウム

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

学術部門：第34回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会
一般部門：第34回生命情報の科学フォーラム

2012 年 8 月 17-20 日（金-月） 合宿討論 Ⅵ

不思議現象を説明出来る「新しい世界像」を求めて
ミニシンポ、 オプション・セミナーなど

於

富士 Calm(カーム)

http://fujicalm.jp ＝人材開発センター富士研修所（元経団連研修所）
電話： 0555-22-5156 Fax 0555-23-7988

山梨県富士吉田市新屋１４００

（富士浅間神社 徒歩５分）

新宿駅より中央本線 大月駅経由 富士急または富士登山電車
ＨＰに時刻表掲載 http://www.islis.a-iri.org/

建物

合宿所の前面庭

裏庭

富士駅

下車

富士浅間神社

研究発表・発表・体験報告・実演・セミナー･ワークショップ・展示など

今後の詳細：http://www.islis.a-iri.org/
参加会費

下記は、標準室料金(定員、相部屋)です。
追加料金： １人部屋 1泊 ＋１万５千円、 ２人部屋 1泊1名につき＋５千円
本会議 ４万円（17日２泊６食）、1泊のみ3万円（17日または18日3食付）、
オプションセミナー ３万円（19日１泊３食）、
毎日懇親会・会議費含む。

主催
国際生命情報科学会(ISLIS :イスリス )
共催： 国際総合研究機構(IRI :アイリ)、 超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS )
参加申込、質問先：
大会長 山本 幹男

ISLIS理事長・編集委員長（国際総合研究機構(IRI )理事長）

nsnpoiri@gmail.com 090-9232-9542 Fax 043-255-9143

ご参加の皆様へ
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ISLIS 第 34 回シンポ富士 Calm（カーム）合宿へのご参加誠にありがとう御座います。
何かと不備でご迷惑をお掛け致しまて、誠に申訳ございません。
楽しい集いとなるよう、皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。
2012 年 8 月 17 日 大会長
合宿へは、軽装でお出でください。

山本 幹男

延泊ご希望者は、早めに受付まで。
プログラムは、学会誌でなく、本紙を見て下さい。（大幅変更はありませんが）。
公式掲示板：
タクシー：

今後の、プログラム変更など 掲示します。
お帰りの富士山駅までのマイクロバスの予定表も。
フロントで呼んでもらってください。富士駅まで約 1,000 円強

各講演・発表などの説明は、多くはブルーの学会誌に掲載されています。
食 事： 全て １階 大食堂 奥で、全ての食事はバイキング形式です。遅く来ると無く
なる場合が有りますので、自己責任で定時においでください。お帰りの日の昼食も付いて
おります。
（今回は、ご到着の昼食の用意はありません。）全夕食は 立食、飲み放題（アル
コールも有り）です。夜 8 時から自主交流会が有ります（任意参加）。
ドリンク・バー：

会議中は、無料セルフサービス
のみ）をご利用頂けます。

ドリンク・バー（ノン・アルコール

気功・ヨガ指導など：

毎朝７：００から前のテラスと芝生で富士山を見ながら。雨天は
掲示します。運動靴ご持参。
何かご指導くださる方は、掲示板の表にお書き込みください。

夜の自主交流会：

何かしてくださる方は、掲示板の表にお書き込み、各自独自のＡ４版
のポスターを掲示板、会場ドア、現場にお貼り下さい。

風呂：朝６時～９時、夜６時～１２時。
男／女 場所が入れ替わる事があります。
玄関：夜中の１２時に閉まり、朝５時に開く。
チェックアウト： 朝１０時までに、お帰りになる日は、荷物を受付にお預け下さい。

ご発表者へ

ご注意

施設にご到着後直ぐに、本紙プログラムに誤りが無いかご確認下さい。
パワーポイントは、各会場にあります（小 2、小 3 は機器無）。
特殊な機器お使いの方を含め、黄色い腕章をした 会場係 世一（よいち）、高木、などと早
めにご相談下さい。
データは、お早めに、黄色い腕章をした
発表時間は厳守下さい。

会場係に

ご記名の上、お渡しください。

発表時間には、討論時間を含んでいます（５分討論、など）

第34回生命情報科学シンポジウム

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

不思議現象を説明出来る「新しい世界像を求めて」

2012 年 8 月 17-20 日（金-月） 合宿討論

(富士 Calm： 山梨県富士吉田市新座 1400

富士 Calm

電話 0555-22-5156, Fax 0555-23-7988)

直前に変更がないかホームページにてご確認ください
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8 月 17 日（金）午後
午後

本会議

11:00受付開始
今回は 17 日の昼食の用意はありませんので済ませておいで下さい。
*基調講演

会場
開会式 <開催趣意説明>
第 34 回生命情報科学シンポジウム
富士合宿討論 開催趣旨

第 4 中研修室

座長：山本 幹男

*13:00-

不思議現象を説明できる 「新しい世界像を求めて」VI
山本 幹男
博士(医学)・博士(工学)
第 34 回生命情報科学シンポジウム 大会長

ISLIS 理事長・編集委員長、 国際総合研究機構(IRI) 理事長
超党派国会議員連盟 人間サイエンスの会(NS) 世話人代表

PPT
*13:25-25 分間 +討論 5 分 講演
科学とスピリチュアリティー

Craig JUNJULAS(ｸﾚｯｸﾞ･ｼﾞｭﾝｼﾞｭﾗｽ)
ハイヤーセルフディスカバリー主宰、サイキック・スピリチャル･コンサルタント、
催眠療法士、セドナ・メタフィジカル・スピリチャル協会 元会長
通訳：吉野 晶子 日本代理人

*13:55- 40 分 +討論 5 分 講演

錯覚と脳の機能
PPT

河野 貴美子

国際生命情報科学会(ISLIS) 副会長（元 会長）
国際総合研究機構(IRI) 副理事長・生体計測研究所 副所長

*14:40- 40 分 +討論 5 分 講演とビデオ

気療で健康増進

神沢 瑞至

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ OHP、DVD、白板

気療塾学院

学院長

<ミニ・シンポジウム>
いかにすれば、幸福で平和な未来社会・世界を創れるのか？
－ 新たな文明への転換点にあたり
*15:25- 15 分

+討論 5 分

① IRI 幸福社会研究所(IRI-WHI)創立の背景
*15:45- 40 分

山本 幹男

博士(医学)・博士(工学)

IRI 幸福社会研究所(IRI-WHI）所長

+討論 5 分

② 幸福とは？－古代の叡智と潜在意識の探求

斉藤

大法

僧侶、医師

IRI 幸福社会研究所（IRI-WHI）主任研究員、四方僧伽
*16:30- 30 分

+討論 5 分

③ 幸せについて：自殺の社会背景と脳生理からの一考察
PPT
*17:05- 20 分

+討論 5 分

*17:25- 20 分

+討論 5 分

坪井 宏仁 博士（医学）、医師
金沢大学 医薬保健研究域 准教授

④ 幸福で平和な未来世界を築く-世界システムにバランスする
⑤ 日本政府への原発・電力政策の提言

上川

泰憲 僧侶
四方僧伽 事務局長

山本 幹男

博士(医学)・博士(工学)

IRI 幸福社会研究所(IRI-WHI）所長
セション討論

琴

と

三味線

演奏

操 弦

18:00-20:00 夕食（交流会１、飲物付）大食堂奥
20:00-22:00 自主的交流会１（募集中）：
クレッグ･ジュンジュラス オーラ視
神沢 瑞至（気療塾学院長） 気療で健康増進
上川 泰憲（四方僧伽事務局長）東日本大震災ボランティア活動ー大船渡のカフェ『お茶っこ』(VTR)
永草 美保（神塾 リラの会 代表）寛ぎの iRest ヨガ二ドラ
林 弘美（日本ヨーガ瞑想協会認定講師）一日の疲れを癒すヨガ
AUX 端子 CD
よしだ ひろこ（HPS カウンセリングアカデミー代表）催眠

8 月 18 日（土）
7:00-7:30 気功、ヨガなど指導：小野さつき（日本ヨーガ瞑想協会本部講師）、他
7:30-8:30 朝食 大食堂奥
注：表示時間には討論時間各 5～15 分を含みます。

会場 第 2 中研修室
8:30-12:00

会場 第 1 中研修室

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ OHP、DVD、白板

<実技指導> 気療で健康増進
講演・ビデオ・実技指導

12:00-13:00 昼食

神沢 瑞至

8:30-12:00 <ミニ・シンポジウム>

幸福社会実現の道

気療塾学院 学院長
12:10-12:50 ISLIS 顧問・役員・評議員会（食堂

大食堂奥

会場 第 1 小研修室

講演と討論
上川 泰憲、斉藤 大法、
坪井 宏仁、山本 幹男、他
一番奥）

会場 第 4 中研修室

座長：河野貴美子、小久保秀之
+討論 5 分 <研究発表>

13:00-15:00

<ワークショップ>
春における蛍光測定法の Bio-PK 検出能
アセンションはすでに始まっています
1,2
1
1
小久保 秀之 、小山 悟史 、高木 治 、
Craig JUNJULAS(ｸﾚｯｸﾞ･ｼﾞｭﾝｼﾞｭﾗｽ)
河野 貴美子 1、山本 幹男 1
ハイヤーセルフディスカバリー主宰、
13:00-13:20

1 国際総合研究機構（IRI） 生体計測研究所
2 明治大学 意識情報学研究所
13:25-13:45 +討論 5 分 <研究発表>

気功、瞑想、各種ヒーリングにおける脳波の解析
河野貴美子 1、串田剛 2

1.国際総合研究機構（IRI）生体計測研究所
2.横浜緑園丘の上クリニック

サイキック・スピリチャル･コンサルタント、催眠療法士、
セドナ・メタフィジカル・スピリチャル協会 元会長
日本代理人：吉野 晶子

会場 第 1 中研修室
15:00-18:00

<ミニ・シンポジウム> 討論
原子力発電・エネルギーをどうすべきか？
山本 幹男、斉藤 大法、上川 泰憲、他
大山 玄
世一 秀雄 国際総合研究機構(IRI) 主任研究員

13:50-14:55、その後も希望者実演測定継続可

<講演と測定実演>
ストレインゲージを用いた呼吸法の計測
―測定原理と測定実演―

多摩リハビリテーション学院

18:00-20:00 夕食（交流会 2、飲物付）大食堂奥
20:00-22:00 自主的交流会 2
クレッグ・ジュンジュラス
色々な瞑想方法とその実用
神沢 瑞至（気療塾学院長）気療で健康増進
永草 美保（神塾 リラの会 代表）自分の本質を探る iRest ヨガ二ドラ
林 弘美（日本ヨーガ瞑想協会認定講師）一日の疲れを癒すヨガ
よしだ ひろこ（HPS カウンセリングアカデミー代表）催眠

ISLIS 会員総会 （第１小研修室）

8 月 19 日（日）
7:00-7:30 気功、ヨガなど指導：林弘美（日本ヨーガ瞑想協会認定講師）、他
7:30-8:30 朝食 大食堂奥

会場 第 4 中研修室
10:00-12:00

<ミニ・シンポジウム>
前世療法がもたらす癒しと知見

会場 第 1 中研修室
座長：大門正幸

8:30-9:55
<講演とワークショップ>

統合医療におけるエネルギー、
スピリチュアルヒーリング応用の可能性
大槻ホリスティック
- シータヒーリング施術中の血液、心理、
前世療法を受けての一考察
林 和枝
生理学的データの中間報告を混えて 中部大学 生命健康科学部
串田 剛
前世療法体験に関する報告
岡本 聡
横浜緑園丘の上クリニック 院長
前世療法がいかに覚醒を促すか

大槻 麻衣子

中部大学 人文学部

前世療法体験に関する報告

大門

正幸

中部大学 共通教育部
12:00-12:10

閉会式

12:10-14:00

昼食

山本幹男、河野貴美子
大食堂奥、その後解散

19 日（日）13:00 ～ 20 日（月）12:00 までオプション・セミナー

8月19日（日）午後－ 20日（月）昼
オプション・セミナー
（19 日（日）13:00 開会、20 日（月）12:00 閉会、その後昼食付）
事前に下記より１つを選択し申込み。
11:00 受付開始 今回は、オプショナル・セミナーのみの方の 19 日の昼食はありません。
13:00 オプション・セミナー開会 （20 日(月)午後 12:00 閉会まで続く）

会場 第 3 中研修室

会場 第 1 中研修室

プチ・へミシンク体験

会場 第 2 中研修室

大法（だいほう）さんの
坂本 政道

気療で健康増進

幸福のいしずえ瞑想 & ダイアログ

モンロー研究所
レジデンシャル・ファシリテーター
（株）アクアヴィジョン・ アカデミー
代表取締役

斉藤

‐気療実施指導
大法

NPO 心のケア 大樹の会 代表、
四方僧伽メンバー、僧侶(日蓮宗)、医師
ヘミシンクは聴く人を知覚・意識の拡
3.11 以降、わが国に於いては、意識変革を伴
大した状態へ導くことで、体外離脱に代 ったバラダイムシフトが起こりつつあります。
表されるさまざまな不思議体験を可能 それは、誰か他から与えられるものではなく自
とします。たとえば、遠くの様子がわか らが「本当に求めているものは何か=ほんとう
ったり、知人が何をしているか把握でき の幸せ(社会)とは」という根源的な問いの中か
たり、人の思いが伝わってきたりという ら見出されるべきものです。今回のセミナー
ことが起こります。あるいは、さらにガ は、そうした幸福の礎(いしずえ)となるものを
イドと呼ばれる存在との交信や、過去世 深く体験的に知り発展させてゆく試みです。
体験、死後世界の探索、宇宙探訪といっ <瞑想(人類普遍の叡智の一つである仏教経典
たことが可能となります。心の中に隠さ に基づくダイナミック瞑想)>
れた過去に起因する種々の傷やトラウ ①悲しみや不安から解放され
マを解消することも可能となります。
②心の扉が開かれてゆき
今回のセミナーはその基礎となるもの ③真のわたしが湧き出てくる
です。ここでは、ヘミシンクの初歩につ
＝大いなるもの、人、自然とつながる生き
いて実際に体験します。
方が起こってくる
◎参加者は以下を持参：
<ダイアログ(深い対談)>
・ヘッドフォン（長時間聴きますので、 親しい対談(各人の自由な発想を尊んでゆくも
大き目の耳がいたくならないもの） ヘ ので正解を導き出すことを目的とするもので
ッドフォン・ジャック仕様：3.5mm ステ はありません)を通して幸福な未来社会を描き
レオミニジャック ・アイマスク又は目 出してゆきましょう。
を覆う黒っぽいタオル・筆記用具 ・飲 ※ここで話し合われた内容は、幸福社会研究所
み水
の理念、政策立案・提言に反映される可能性が
あります。
19 日(日)
20 日(月)

18:00- 20:00
20:00- 22:00
7:00- 7:30
7:30- 8:30
8:30- 12:00
12:00- 14:00

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ OHP、
DVD、白板
神沢

気療塾学院

第 35 回生命情報科学シンポジウム
於

横浜国立大学

<大会長> 伊藤 公紀 ISLIS 副会長 (横浜国立大学 教授)
<プログラム委員長> 河野 貴美子 ISLIS 副会長・事務局長（国際総合研究機構(IRI) 副理事長）
演題募集中：研究発表、事例発表、経験発表、講演、実演、実技指導、
セミナー、ワークショップ

演題・参加申込先：islis@a-iri.org
043-255-5482http://www.islis.a-iri.org/

Tel 043-255-5481

Fax

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

今後のシンポジウムなどの企画・運営などにご参加頂ける方は山本幹男まで。
090-9232-9542

nsnpoiri@gmail.com

学院長

テレビでも高名な、動物
の群れを遠くから眠らせる
術者。
動物たちは、なぜ気持よく
気療睡眠に入るのか？野生
動物は、現在でも〝太古の
脳幹と原始の免疫システム
〟などの『原始の生命機能』
で生きているのではないの
か？ また、太古の脳幹を主
体とする癒しの感覚活動
（癒しの感覚機能）によっ
て生きているのではないの
か？ 私たちの「現在の生
命機能」の中にもこうした
動物たちの原始の生命機能
などが、潜在的に眠ってい
ると考えられます。 気療で
は、自他治癒力（自己治癒
力と他者治癒力）の根源は、
原始の生命機能にあると考
えております。このことを
検証します。

夕食（交流会 3、飲物付） 大食堂奥
自主交流会 3（募集中）
：神沢瑞至 気療、他
気功など指導
朝食 大食堂奥
オプショナル・セミナー 継続
昼食 大食堂奥（今回は昼食付きです）、その後解散

2013 年 3 月 16・17 日（土・日）予定

瑞至

富士 Calm 館内見取り図
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