
第36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」 VII 
2013 年 8 月 24-27 日（土-火） 合宿討論 富士 Calm 

  2013 年 8 月 21 日版 多少変化します 
プログラム 

 

8 月 24 日（土）午後 
 
11:00-   受付開始 (11:00- 昼食付 食事はすべて ISLIS 用食堂：芙蓉です) 
注：時間には討論時間 5～15 分を含む。   
          

A 中研修室          座長：山本 幹男、河野 貴美子
 
13:00-13:40 開会式 <開催趣意説明> 
第 36 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」VII  
  富士合宿討論 開催趣旨                          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

推進の拠点-「いやしのビル」計画（IP）              山本 幹男  博士(医学)・博士(工学)
国際総合研究機構(IRI) 理事長、IP 企画委員長

 
13:40- 14:40 ＜一般講演＞             
特異現象の生物物理学的研究の可能性     

小久保 秀之
国際総合研究機構(IRI) 生体計測研究所 研究部長

 
 
14:40- 15:10 ＜一般講演＞               
瞑想者の周りの空間は何かが違う！                高木 治 1、坂本 政道 2、小久保 秀之 1、世一 秀雄 1、

河野 貴美子 1、山本 幹男 1

1 国際総合研究機構(IRI) 情報研究センター
2㈱アクアヴィジョン・アカデミー

15:10-15:40 ＜一般講演＞              
脳の進化と意識           

河野 貴美子
国際総合研究機構(IRI)  副理事長・生体計測研究所 副所長,ISLIS 副会長

 
15:40-16:40 ＜ビデオ上映＞  
気療講座 自他治癒力を身につけよう                 

神沢 瑞至
気療塾学院 学院長

 
 
16:40-17:30 ＜セミナー＞  
人間として総てを活かそう              

二宮 昭八
株式会社アート・アクション 代表取締役 

17:30 
琴演奏 ： 大山 玄 国際総合研究機構（IRI) 情報研究センター  客員主任研究員、 

国際総合研究機構（IRI) 幸福社会研究所 主任研究員 
舞 ： 朝日 舞 日本ライブセラピー協会 代表 
  
18:00-20:00 夕食（交流会Ⅰ、飲物付 会場：芙蓉）       
20:00-22:00 自主交流会 Ⅰ（募集中） 
22:00-   自由              
22:30    消灯 



 
8 月 25 日（日） 

7:00-7:30 気功など指導 （募集中） 
7:30-8:30  朝食 （会場：芙蓉） 
注：表示時間には討論時間各 5～15 分を含む。  
 

A 第 1 中研修室 
 
8:30-10:00 <ミニ・シンポジウム> ISLIS 生命力活性研究会              座長：古川 彰久
自然治癒力への挑戦                               

古川 彰久
(有)イキイキライフ 代表取締役、ISLIS 幹事

脳と潜在意識（波動測定のデモンストレーション）        高橋 武生 素粒子エネルギー療法研究所 所長
 

未来のエネルギー療法『衣服がからだを変える』（スポーツ＆リハビリ編）             鹿子 正己
東京統合医療ハーモニックステーション・TOKYO 気功ドック、氣功師

体内毒素を排泄し生命力を呼び起こす『禅エクササイズ』への誘い                             朝日 舞
 日本ライブセラピー協会 代表

 
10:00-10:30 ＜研究発表＞                                 座長：大山 玄
非接触ヒーリング（bio-PK）の方法と生体センサの反応パターンの関係 
－ チャクラ活性型、DNA 書き換え型（言語誘導型）、エネルギー循環改善型ヒーリングの競合・抑制関係 －

小久保 秀之 1,2、薄井 孝子 3、嶋原 兆子 4、南 愛梨 3、

清水 武 2、高木 治 1、河野 貴美子 1、山本 幹男 1

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

3 ユリア心理サポートオフィス

4 カリフォルニア臨床心理大学院 日本校
 
10:30-12:00 ＜セミナー＞ 
音の不思議                         大山 玄 国際総合研究機構（IRI) 情報研究センター  客員主任研究員、

国際総合研究機構（IRI) 幸福社会研究所 主任研究員 
  
12:00-13:00 昼食 （会場：芙蓉）     12:10-12:50   ISLIS 顧問・役員・評議員会    
13:00-14:00 ＜一般講演＞                                                    座長：高木 治 
生物の磁気感覚について          小久保 秀之国際総合研究機構(IRI) 生体計測研究所 研究部長
  
14:00-15:00                                        座長：山本 幹男
自由討論   科学とは？ 他  

  
15:00-17:00 ＜一般発表＞ 
「世界平和」と「潜在能力」－心の内奥から生まれる世界平和への道－                     斉藤 大法

要唱寺住職、医師、国際総合研究機構（IRI) 幸福社会研究所 主任研究員  
17:00-18:00  総合討論  座長：山本幹男、河野貴美子    

 
18:00-20:00 夕食（交流会 Ⅱ、飲物付 会場：芙蓉 ）   

18:00-  ISLIS 会員総会  

20:00-22:00 自主交流会Ⅱ （募集中） 

22:00-   自由        

22:30    消灯 

 



 
8 月 26 日（月）    

7:00-7:30 気功、など指導 （募集中） 
7:30-8:30  朝食（会場：芙蓉） 
 

A 第 1 中研修室 
 
8:30-10:00  
気療講座 自他治癒力を身につけよう                神沢 瑞至  気療塾学院 学院長

 
10:00- ＜公開講演＞ 富士山世界文化遺産登録記念                                    座長 斉藤 大法
富士山信仰の実相                                       小野 文珖 日蓮宗天龍寺院首、元立正大学助教授
明治維新の「神仏分離令」によって 1000 年以上続いてきた富士山信仰がゆがめられ、偏ってしまった。国家神道に組
みこまれた「富士山」は真実の相を表してはいない。世界文化遺産登録を機に、富士山本来の信仰を見つめ直したい。

 
勧請・読経                                          蓮華院日立（斉藤 大法）
 
富士の神々降臨の舞                                  朝日 舞 日本ライブセラピー協会 代表

 
琴演奏               大山 玄 国際総合研究機構（IRI) 情報研究センター  客員主任研究員、

国際総合研究機構（IRI) 幸福社会研究所 主任研究員
  
12:00-13:00 昼食（会場：芙蓉）       

 
8 月 26 日（月）午後 

オプション・セミナー  
下記より１つを選択 

13:00 オプション・セミナー開会 （午後 17:00 まで続く） 
 

B 第 2 中研修室 A 第 1 中研修室 
 

プチ・へミシンク体験                坂本 政道

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

ヘミシンクは聴く人を知覚・意識の拡大した状態へ導く
ことで、体外離脱に代表されるさまざまな不思議体験を
可能とします。たとえば、遠くの様子がわかったり、知
人が何をしているか把握できたり、人の思いが伝わって
きたりということが起こります。あるいは、さらにガイ
ドと呼ばれる存在との交信や、過去世体験、死後世界の
探索、宇宙探訪といったことが可能となります。心の中
に隠された過去に起因する種々の傷やトラウマを解消す
ることも可能となります。 今回のセミナーはその基礎と
なるものです。ここでは、ヘミシンクの初歩について実
際に体験します。 ◎参加者は以下を持参：・ヘッドフォ
ン（長時間聴きますので、大き目の耳がいたくならない
もの）ヘッドフォン・ジャック仕様：3.5mm ステレオミ
ニジャック・アイマスクまたは目を覆う黒っぽいタオ
ル ・筆記用具 ・飲み水 

“いのち”を活性化しよう             古川 彰久

 ISLIS 生命力活性研究会 会長 
 いのちを観察していくと、いのちを具現化している肉

体の背後に目には見えないが生命力ともいえる膨大な微弱
エネルギーが存在している。これらのエネルギーは、現在
の物質の科学では解明できず、量子論における２元性の 1
つである波動性の観点から説明される。 私たち生命体は、
意識するかどうかに関わらず、この生命エネルギーに支え
られている。また、移り行く環境の中で生命活動を継続し
ていくために、無意識下で環境から与えられるいろいろな
エネルギーを受け止め、自らの生命エネルギーを働かせて
いる。私達の“いのち”に備わっている感受性や自然治癒
力がその表れでもあります。 このような生命エネルギーを
観測したり、活性化するのに波動機器が活用されている。 
当セミナーでは、現実の生活の中で、このような生命エネ
ルギーをどのように受け止め、どのように活用し、人々の
生活に役立てているのか、実践指導者の方々からの報告と
討議を通じ、お互いに理解を深めて参ります。 

 
17:00-18:00 夕食（交流会 Ⅲ、飲物付 会場：芙蓉） 

18:00- 吉田の火祭り参加    

21:00-22:00 自主交流会 Ⅲ （募集中） 
 



8 月 27 日（火） 
7:00-7:30 気功、など指導 （募集中） 
7:30-8:30  朝食（会場:芙蓉）  
8:30 迄に チェックアウト （ツアー不参加者は 10:00 迄にチェックアウト） 

   オプショナルツアー スピリチュアルスポット巡り （詳略別紙参照） 

 
8:30 富士 Calm ロビー出発                     
9:00 「おし街さんぽ」ガイドツアー  
11:10 金鳥居、記念撮影、休憩（15 分） 
11:25 出発 
11:40 新屋山神社（本宮）、記念撮影 
12:40 出発  

13:00 富士山駅（第一次解散）または 昼食 
14:15 出発  
14:45 新屋山神社（奥宮、富士山 2 合目） 記念撮影 
15:20 出発 
16:00 富士山駅 解散 
 
 

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。nsnpoiri@gmail.com 
  

第37回生命情報科学シンポジウム 
学術部門：第37回国際生命情報科学会(ISLIS)学術大会 

一般部門：第37回生命情報の科学フォーラム 
主テーマ：未知なる科学への挑戦 

シンポ日時：2014年 3月15・16日（土・日） 
シンポ会場：東邦大学 医療センター大森病院 5号館地下1階 臨床講堂 

〒143-8541 東京都大田区大森西6-11-1 
JR 蒲田駅 東口から・バス（約 7 分）2 番乗場「大森駅行」「東邦大学」下車 ・タクシー（約 5 分） 

JR 大森駅 東口から・バス（約 20 分）1 番乗場「蒲田駅行」「東邦大学」下車 ・タクシー（約 10 分） 
京浜急行 梅屋敷駅から ・徒歩（約 7 分） 

参加費 ISLIS会員 3,000円、非会員前売り 5,000円、非会員当日 6,000円、懇親会費 4,000円 
（非会員前売り価格：2014年3月10日までお振込み完了の場合のみ適用）  

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 ) 

 
本学会は、生体機能、脳生理学、精神神経免疫学、統合医療、代替医療、東洋医学、伝統医学、美容学、精神活動、能力

開発、自己啓発、超心理学、生体放射、気、気功、精神集中、潜在能力、感覚外認識、精神的物理現象、生物特異機能な

どの実証的解明を行ない、21世紀の科学・技術の新しいパラダイムを切り開き、人類の平和な文化と福祉に寄与すること

を目的とする学会で、世界の約10ヵ国に情報センターと会員を有しています。 

上記の学術部門と一般部門とにプログラムを分けて開催します。 

二つは同建物にて同時開催し、いずれにも自由に行き来、参加が可能です。 

 

第37回生命情報科学シンポジウム大会長   
有田 秀穂 国際生命情報科学会（ISLIS）会長、東邦大学 名誉教授  

 
副大会長 山本  幹男 ISLIS理事長、国際総合研究機構（IRI）理事長 

河野 貴美子（プログラム委員長） ISLIS副会長、国際総合研究機構（IRI）副理事長 
 

問い合わせ先：    ISLIS 本部事務局 NPO 法人国際総合研究機構（IRI）内 

〒263-0051  千葉市稲毛区園生町 1108-2 ユウキビル 40A   
今後の詳細: http:// www.islis.a-iri.org/  

参加申し込み先：ISLIS本部事務局・編集部   
NPO法人 国際総合研究機構(IRI )内 〒263-0051 千葉市稲毛区園生町1108-2 ユウキビル40A 
      電話: 043-255-5481   Fax : 043-255-5482   E-mail: islis@a-iri.org    

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


