
                
国際生命情報科学会(ISLIS =イスリス)主催  生命情報科学シンポジウム 

2014 年 8 月 23-26 日（土-火）合宿 の       2014/4/21 版です。 

「癒し と 不思議 の科学」  大至急 演題募集中 
山本幹男と河野貴美子で下見をして来ましたが、とても素晴らしい所でした。 

「増富の 湯にも山にも 癒されて」 山本幹男 
武田信玄金山・秘湯、百名山 瑞牆（みずがき）山、樹林気功・清流気功等、パワースポット多数 

北杜市長様初め、地元の方々が大歓迎して、人集めにも力を入れて下さいます。 
 

The International Society of Life Information Science (ISLIS ) 
The 38th Symposium on Life Information Science 

“Science for Healing and Wonder”   Camp Ⅷ 
  At Masutomi Hot Spring, Hokuto-City, Yamanashi, Japan,  August 23-26, 2014  

一般人を含め、250 人が集う、楽しい合宿の 8 回目  短縮呼称【2014-ISLIS 合宿】 
今回は、地元も全力募集協力中なので、 先着入金順締切ますので、お早めに      

第38回生命情報科学シンポジウム 今後の詳細： http://www.islis.a-iri.org 

学術部門： 第38回国際生命情報科学会(ISLIS )学術大会           2014/4/7版 

一般部門： 第38回生命情報の科学フォーラム    

主テーマ： 癒し と 不思議 の科学  大至急 演題募集中 
合宿討論 Ⅷ 2014 年 8 月 23-26 日（土-火） 

於: 山梨県 北杜(ほくと)市・増富温泉峡 http://www.masutominoyu.com 

(武田信玄秘湯・百名山 瑞牆（みずがき）山・樹林気功・清流気功等パワースポット多数) 

増富 ISLIS 受入本部＝【現地連絡所】： 「増富の湯」（日帰温泉施設） 小山事務局長 

〒408-0102 山梨県北杜市須玉町比志 6438 Tel.0551-20-6500 Fax.0551-20-6515 info@masutominoyu.com    
講演、ミニシンポ、ワークショップ、セミナー、パワースポット・ツアー、登山 等含む 

公開講座：23 日（土）午後、レセプション（毎夕）。 24 日（日）午前 本会議、午後 セミナー24/ツアー24。 
25 日（月） 午前セミナー25、午後ツアー25。 26 日（月）瑞牆(みずがき)山登山/ツアー26 

注： ツアー24 と ツアー25 は、ほぼ似たコースです。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
参加会費：  公開講座のみ 2千円、＋23日レセプション 全8千円。  他日 日帰り: 1.5万円/日  

宿泊者： 1.5万＋宿泊数ｘ1万 = 1泊2.5万、2泊3.5万、3泊4.5万 宿泊・３食/日・レセプション含む 
＋ 希望割増料 1人部屋、2人部屋  ISLIS会員 3千円引、 IRI会員・NS（正・準）会員 2千円引  

 
お振込先：  みずほ銀行(0001) 稲毛支店(336)  普通 ４０９３１４３ 

名義:  国際生命情報科学会    本部電話 043-255-5481 Fax 043-255-5482 
上記はシンポ（合宿含）参加費専用口座。ISLIS 年会費他は、上記に振込まないで下さい。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
発表申込：  ☆発表申込に必要な事前提出原稿詳細は 下記  HP に近く掲載の別表もご参照 
種目： 学術研究発表、一般発表、事例報告、症例報告、経験報告、講演、セミナー、 

ワークショップ、実演、実技指導、ポスター、展示、その他 

申込方法: 発表希望部門と種目及び下記を、下記 ISLIS 本部まで E-mail（または Fax）で 
発表の筆頭演者は ISLIS 会員に限る(ただし、学術発表は専門会員・正会員・学生会員に限る) 今からの入会申込も可 

提出物・締切： 審査・プログラム・ホームページ用:和文原稿：題名、氏名、所属、肩書、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（有れば）、要旨 
（学術部門は、当学会様式和文要旨 400 字以内、一般部門 200 字以内）、E-mail・携帯等連絡法： 
追加募集中 和文大至急 ／  英文原稿： 5 月末日 

学術部門は更に： 学会誌用 発表論文（プロシーディングス）原稿（当学会様式） 英和：6 月末日厳守  
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

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=エヌエス) 

 一般社団法人護持の里たまゆら（「増富の湯」等）、 家族楽園大学 
後援: 北杜市（交渉中）、 北杜市観光協会、 増富温泉峡観光協会、 ㈱ヴィンテージリゾート、 

地元協賛企業（交渉中）、など 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

連絡先： 大会長 山本幹男 nsnpoiri@gmail.com 090-9232-9542 Fax 043-255-9143 
ISLIS本部事務局： 古谷佑子 islis@a-iri.org 043-255-5481 Fax 043-255-5482 

  



 
国際生命情報科学会(ISLIS =イスリス)  生命情報科学シンポジウム 

「癒し と 不思議 の科学」  於： 山梨県 北杜市・増富温泉峡  
JR 中央本線 韮崎駅前 まで、「ISLIS」無料バスが送迎します。 定時外、前日までに要予約。 

 

合宿 全日程表   2014 年 8 月２３（土）～２６(火)        2014/4/21 案 

日時 23（土） ２４（日） ２５（月） ２６(火) 

6:00  起床 起床 起床 

6:30  早朝気功など指導 24 同左 25 朝食 

7:00 ISLIS 本部スタッフ 新宿発 朝食 朝食 1. 7:30 発 
瑞牆山登山 
弁当・下山 

温泉・帰途 

韮崎駅 4:50 

2. 8:00 発 
ツアー26 
温泉・昼食 
帰途 
韮崎駅 2:30 

8:00 8:40  ISLIS 本部スタッフ 
韮崎駅集合 各会場点検 

本会議 
於：家族楽園大学 

セミナー25 
於：家族楽園大学 

12:00 この昼食は各自事前に 昼食 昼食 
午後 韮崎駅へお迎えバス   

12:30 
1:30 
5:45 
5:50 

受付開始須玉ふれあい館ホール 

「公開講座」 開会 
「公開講座」 閉会 
移動 韮崎駅行 駅着 6:15～ 

1:00  セミナー24 
於：家族楽園大学 

 
（ツアー24 は中止） 

1:00 ツアー25 
温泉 

当日帰宅者 

韮崎駅 6:00 

6:20 レセプション 開会ヴィンテージ 夕食交流会 24 夕食交流会 25  
8:20 同   閉会 ゴルフクラブ    
8:30 自主交流会 23     同上 自主交流会 24 自主交流会 25  

 温泉 温泉 温泉  
10:00 宿泊・消灯 宿泊・消灯 宿泊・消灯  
                          ツアー24は中止。 ツアー25 と ツアー26は異なります。 
 
23（土） 「公開講座」＋「レセプション」  プログラム（企画中）         2014/4/14 案  
 
2014 年 

８月 
23(土) 

於： 須玉ふれあい館ホール （=北杜市須玉農村総合交流ターミナル） ホール0551-42-1435
http://stage-in.jp/halls/hokuto_sutama 〒408-0112 山梨県北杜市須玉町若神子 521-17 

JR 韮崎駅前より： 定時は ISLIS 無料バス送迎   
車で： 中央自動車道を須玉インターで降り、621 号を北上、須玉郵便局で右折、須玉川近く右側 

 

分 

間 

午後 
この日の 昼食は各自事前に お済ましください。 講師・順・時間など企画中・変更があります

「公開講座」での講演のいくつかは、24・25 日に、詳細実施予定。 
12:30 受付開始                      司会１ 
1:30 「公開講座」 開会の辞  増富 ISLIS 受入本部長 3

 開催趣旨説明             山本 幹男 ISLIS 大会長・理事長・編集委員長 30
 歓迎の辞(仮)             県代表（交渉中） 5
 国会議員等・ご挨拶・ご講演 1         (依頼中) 20
 北杜市の魅力(仮)          北杜市長（交渉中） 15
 増富温泉峡の魅力 パワースポット  高橋武生 ISLIS 大会実行委員長 ・評議員 15
    休憩                         司会２ 10
 増富温泉峡の放射線計測結果(仮)      桂川 秀嗣 東邦大学 名誉教授 10
 ラジウム温泉の効用    堀内 公子 東京慈恵会医科大学、元 大妻女子大学 教授 10
 統合医療とは(仮) 渥美 和彦 東京大学名誉教授、日本統合医療学会 名誉理事長 (交渉中) 20
 精神神経免疫の効用（仮）            安保 徹 新潟大学 名誉教授 20
      休憩                         司会３ 10
 聖書に出ている木の実の健康食効果（仮）  米国 医師(交渉中) 15

 
西野流呼吸法 足芯呼吸法と対気 ビデオ 

山崎 秀夫 気の教室 代表、山旺建設 社長、西尾法人会 会長
10

 「気療」 動物の群れを制す ビデオ(仮)        神沢 瑞至 気療塾学院 院長 10
 世界保健機構 WHO からの期待(仮)      WHO 極東代表(交渉中)  20
 国会議員等・ご挨拶・ご講演 2         (依頼中) 20

5:48 「公開講座」 閉会の辞         増富 ISLIS 受入本部副長 2
5:50 閉会   移動 韮崎駅行き着 6:15～、  レセプション行き 
6:20 「レセプション」 開会 於： ヴィンテージ・ゴルフリゾート 
8:20 同      閉会 



企画開始 2014/4/21 版 
 

２4（日） プログラム (企画中）                                2014/4/21 案 
日時 ２４（日）  

6:00 起床  

6:30 早朝気功など指導 24  
7:00 朝食  

8:00 本会議  Ａ会場 於：家族楽園大学 本会議  Ｂ会場 於：家族楽園大学 

1h 

 

 

1h 

 

45m 

 

 

45m 

 

 

 

 

30m 

 

 

【講演】 統合医療とは（仮）  

渥美 和彦 東京大学名誉教授、

日本統合医療学会 名誉理事長 (依頼中)

 

【講演】 世界保健機構 WHO からの期待(仮) 

      WHO 極東代表(交渉中)

 

【講演】 白血球の分布の自律神経による調節        

安保 徹(Abo Toru, M.D.,Ph.D.) 新潟大学名誉教授 

 

日時未定 【講演】 宇宙・地球 そして 心     

曽我 文宣（Fuminori Soga, Ph.D.） 理学博士、

国際総合研究機構(IRI) 副理事長

（財）医用原子力技術研究振興財団 調査参与

元 科学技術庁 放射線医学総合研究所 

研究部長・企画室長

 

日時未定 【一般講演】  

いのち”の観察と科学（生命力と波動性）  （仮） 

古川 彰久(Akihisa Furukawa)

ＩＳＬＩＳ生命力活性研究会 会長、ISLIS 評議員

 

 

 

 

 

 

 

【発表】 

 

2h/6 題 【研究発表】 

幸せ度格差とその要因（都道府県別）  

大島 章嘉  ㈱ワード研究所 代表取締役

ウルトラ幸せ（＝非常に幸せの上の水準）は理論

上あり得るか？（仮題）   

大島 章嘉  ㈱ワード研究所 代表取締役 

  

日時未定 90m 【ミニシンポ】  

「人間の幸福のための心理学」  

企画・座長： いとうたけひこ 和光大学 教授 

４題 

12:00 昼食  
1:00 

 
セミナー24  Ａ会場 於：家族楽園大学 

（ツアー24 は中止）
セミナー24  Ｂ/C 会場  

（ツアー24 は中止）
1h 

 
 
 
 
 

30m 
+3h 

 
 
 

１ｈ 
 
 
 

【ワークショップ】 心身統一合氣道、 
氣の威力と氣圧法紹介

山本  晶一（Shouichi YAMAMOTO） 一般社団法人 
心身統一合氣道会  副会長、本部師範  七段、

西日本責任者、氣圧法コース（大阪校、名古屋校）責

任者 http://www.shinshintoitsuaikido.org/
 

【実技指導】  「気療」 で健康増進(仮)          

神沢 瑞至(tadasi kannzawa) 気療塾学院 院長 

 

 

 

【セミナー】 潜在能力の入口は夢から  
～人生 高のドラマは夢の追求・・・～

尾矢 翔蜂（Shouho Oya=二宮昭八)  
人間経営  太陽塾  塾長、㈱CF70 代表取締役

 
 
 
 
 
 
 
 
3h+往復 20m+風呂 40m 

【実技指導】 西野流呼吸法 足芯呼吸法 と  

対気 の実演と指導  

山崎 秀夫(Hideo Yamasaki) 気の教室 代表、㈱

山旺建設 代表取締役、西尾法人会 会長

 

6:30 夕食交流会 24  
8:20   
8:30 自主交流会 24  

 温泉  

10:00 宿泊・消灯  

      ツアー24 は中止。 ツアー25 と ツアー26 は異なります。 



 
２５（月）  プログラム (企画中）                              2014/4/21 案 
日時 ２５（月）  

6:00 起床  

6:30 早朝気功など指導 24  
7:00 朝食  

8:00 セミナー25  Ａ会場     於：家族楽園大学 セミナー25  Ｂ会場     於：家族楽園大学

 【ミニシンポ】 北杜市・増富温泉峡に関し 
 
増富温泉峡の魅力 パワースポット       
高橋武生 北杜健康研究センター 理事長、
IRI 幹事、ISLIS 評議員 
 
【研究発表】 増富温泉峡の放射線計測結
果(仮)  桂川 秀嗣 東邦大学 名誉教授 
 
ラジウム温泉の効用(仮)             
堀内 公子 東京慈恵会医科大学、元 大
妻女子大学 教授 
 
増富ラジウム温泉における新たな温泉入浴
法の可能性(仮)   杉森 賢司 東邦大学
医学部 生物学研究室 講師 
 
「生体ミネラル」が健康と地球環境に貢献す
る  
本井 秀定（Hidesada Motoi） 株式会社ジェ
イ・イー・エス 代表取締役社長 
http://ameblo.jp/jesmotoi/ 
 
その他、山梨大学 など 
 
北杜健康研究センターの創立報告       
高橋武生 北杜健康研究センター 理事長、
IRI 幹事、ISLIS 評議員 
 
【セミナー】 聖書に出ている木の実の健康
食効果（仮）  米国 医師(交渉中) 
 
【ワークショップ】 生命を活性化させよう
（仮） 
古川 彰久（Akihisa Furukawa） ISLIS 生命
力活性化研究会 会長、ISLIS 評議員 

【ミニシンポ】 「幸福文明憲章」 

12:00 昼食  
午後   
1:00 

 
 
 

ツアー25 
温泉 

当日帰宅者 

韮崎駅 6:00 

 

6:30 夕食交流会 25  
8:20   
8:30 自主交流会 25  

 温泉  

10:00 宿泊・消灯  



      ツアー24 は中止。 ツアー25 と ツアー26 は異なります。 
 
 

2014 年 8 月 国際生命情報科学会(ISLIS =イスリス)  第 3８回生命情報科学シンポジウム 

「癒し と 不思議 の科学」 合宿  於： 山梨県 北杜市・増富温泉峡 

 

 プログラム企画中 変化します 

発表者募集中： 研究発表、一般発表、事例報告、症例報告、経験報告、講演、 

                  セミナー、ワークショップ、実演、実技指導、ポスター、展示、など 

      【内容説明】 各日 順不同 

 
２３(土)午後 公開講座 

 

【開催趣旨説明】  国際生命情報科学会(ISLIS)主催 第 38 回生命情報科学シンポジウム 
「癒し と 不思議 の科学」  2013 年 8 月 23 日- 26 日 山梨県 北杜市・増富温泉峡 合宿Ⅷ 

 開催趣旨  

山本 幹男 ( Mikio YAMAMOTO, Ph.D. ) 博士(医学)，博士(工学)、第 38 回生命情報科学シンポジウム 大会長、 

国際生命情報科学会(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、 元 東邦大学 客員教授、 

元 科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究室長、 元 ワシントン大学(在米国セントルイス市) 研究員 

 

標記の第 38 回大会は、北杜市長様初め地元の方々の熱心なお誘いで、2014 年 8 月 23～26 日に初めて山梨県北

杜市・増富温泉峡で「公開講座」や合宿を 250 人規模で開催する。地元や一般の方を含め多くのご参加を期待する。 

主テーマは「癒しと不思議の科学」で、研究発表だけでなく、一般人も大いに楽しめる、講演、セミナー、ワークショ

ップ、実技指導等が多く在り、樹林・清流・山岳気功スポット・ツアー、日本百名山の瑞牆（みずがき）山登山も在る。 

主催者の国際生命情報科学会(ISLIS)は、1995 年創立来、現在の科学知識の延長で説明が出来そうも無い不思

議なこころや精神を含んだスピリチュアル・ヒーリング、気功、潜在能力、超心理現象などの存在の科学的実証とそ

の原理の解明を主目的として来た。この 19 年間に生命情報科学シンポジウムを 38 回主催し、国際学会誌 Journal 

of International Society of Life Information Science (Journal of ISLIS )を年 2 号定期発行し、総計 6,000 頁以上の学

術論文と発表を掲載し続けてきた。 

この間不思議現象の存在の科学的実証には多くの成果を挙げた。しかし、その原理の解明は世界的にもほとん

ど進んでいない。そこで、今回第 8 回目の合宿を開催し、議論を深める。 

 本学会の設立趣意は、物質中心の科学技術から、こころや精神を含んだ 21 世紀の科学技術へのパラダイム・シフ

ト（枠組革新）のための、実証的科学技術研究の発展、「潜在能力」等の不思議現象の原理解明、「潜在能力」の開

花により、健康、福祉、教育と社会および個人の心の豊かさを増進させ、自然と調和した平和な世界創りに寄与する

事である。 

本学会は現在世界の 11 カ所に情報センターを、約 15 カ国に約 230 人の会員を、擁している。 

また、次回第 39 回は 2015 年 3 月 14・15（土・日）に東邦大学医学部大森にて主催の予定である。     (仮版)  

 

歓迎の辞(仮)                      県代表（交渉中） 

北杜市の魅力(仮)                 北杜市 市長（交渉中） 

増富温泉峡の魅力 パワースポット      高橋武生 ISLIS 大会実行委員長 ・評議員 

国会議員等・ご挨拶・ご講演            (依頼中) 

増富温泉峡の放射線計測結果(仮)       桂川 秀嗣 東邦大学 名誉教授 

ラジウム温泉の効用                堀内 公子 東京慈恵会医科大学、元 大妻女子大学 教授 

統合医療とは（仮）              渥美 和彦 東京大学名誉教授、日本統合医療学会 名誉理事長(交渉中) 

精神神経免疫の効用（仮）            安保 徹 新潟大学 名誉教授 

聖書に出ている木の実の健康食効果（仮）  米国 医師(交渉中) 

西野流呼吸法 足芯呼吸法と対気の ビデオ  山崎 秀夫 気の教室 代表、山旺建設 社長、西尾法人会 会長 

「気療」 動物の群れを制す ビデオ(仮)    神沢 瑞至 気療塾学院 塾長 

世界保健機構 WHO からの期待(仮)      WHO 極東代表(交渉中)  

 

２４(日)午前 本会議  
 

【講演】 統合医療とは（仮）     渥美 和彦 東京大学名誉教授、日本統合医療学会 名誉理事長 (依頼中) 



 

【講演】 白血球の分布の自律神経による調節           安保 徹(Abo Toru, M.D.,Ph.D.) 新潟大学名誉教授 

生体防御に関与する白血球は自律神経によって調節を受けていて、その分布が変化する。細菌を処理する顆粒球

は交感神経によって支配され、免疫に関与するリンパ球は副交感神経によって支配されている。これらのコントロー

ルは防御を高めるために存在する。しかし、生活の偏りによって病気の発症とつながっている。交感神経の刺激は

組織破壊の病気を引き起こす。一方、副交感神経の活性化はアレルギー疾患を誘発する。 

 

【講演】 世界保健機構 WHO からの期待(仮)      WHO 極東代表(交渉中) 

 

【講演】 宇宙・地球 そして 心     

曽我 文宣（Fuminori Soga, Ph.D.） 理学博士、 国際総合研究機構(IRI) 副理事長 

（財）医用原子力技術研究振興財団 調査参与 

元 科学技術庁 放射線医学総合研究所 研究部長・企画室長 

 私たちが毎日生活している、この自然環境はどうなっていくのだろうか。その も広大な宇宙と地球の現在の理解、

そして我々の運命は科学的にどうなっていくのだろうか、ということについて述べる。 

 一方、我々の心についての科学、すなわち心理学、生理学、脳科学についての現状を解説し、それに対する私の

考えを話したいと思う。 

 
日時未定 【一般講演】 いのち”の観察と科学（生命力と波動性）  （仮） 

古川 彰久(Akihisa Furukawa) ＩＳＬＩＳ生命力活性研究会 会長、ISLIS 評議員   

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とが分かる。例えば“気”という言葉でも表現されているこれらのエネルギーは、現在の

物質の科学を前提とした客観性の観点からは存在は認識されない。 一方、物質の科学をさらに掘り下げてきた結

果、素粒子の世界の解明が進展してきた。素粒子は、粒子として客観的に認識できるが、粒子からは説明できない

ポテンシャルを持っていることが明らかになった。このことから素粒子は粒子性と波動性の２元性があるとし、波動性

はシュレジンジャーの波動方程式で把握されているが、この式には複素数が含まれており、４次元を超える機能を持

つとされている。 “気”のような“いのち”の背後にある生命力ともいえる膨大な微弱エネルギーはこの波動性の観

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といえ

る。いのちは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。これらのエネルギーは、私たちの“いのち”の中に存在す

る自然治癒力や感受性に関わっており、これらのエネルギーを活性化することにより、より健康な生活を獲得するこ

とも可能となろう。 

 

日時未定【ミニシンポ】 「人間の幸福のための心理学」  企画・座長： いとうたけひこ 和光大学 教授 

１．【報告】 自ら森になって大地と子孫をまもる（仮） 河野秀海 森になる 

 「森になる」は、単なる樹木葬や環境保護を目指した活動ではなく、終末、埋葬・葬送のより良いあり方を調査研究

し、新たな埋葬・葬送を創り出す活動です。具体的には、木を植え自らが森になる活動を通じて森の墓地を整備し、

人と人、また人と自然とのつながりを取り戻し、さらには豊かな生き方をも提案します。森が数千年も続いていくよう

に、「森になる」は、私たちを育み支えてくれる自然と、これから生まれてくる子どもたちを守ります。また、森は生者

の亡骸を栄養として成長するものであり、先祖とのつながりをも回復できます。 

 

２．【研究発表】 インクルーシブ・ポジティビティと心的外傷後成長（仮） 尾崎真奈美 相模女子大学 

 インクルーシブ・ポジティビティとは、痛みやネガテイブな想いと同時に生起する深い本質的な喜びをさす。3-H のよ

うな壊滅的な状況の中でどうすることもできない中、すべてを放棄し大いなる者や流れに任せるような態度「明けむし

ろ成長していく人たちが見られることがポジティブ心理学では知られている。東日本大震災の後、学生たちにその話

をし、データを取り、作文を書いてもらい、分析してきた結果、驚くべきことに「悲しむ者は幸い」というマタイ伝の言葉

どおりの結果が得られた。すなわち、悲しみ、心配、不安、怒りなどのネガティブな感情を多く経験した人ほど心的外

傷後成長（PTG）が高く、悲惨な状況であるにもかかわらず新しい価値を発見したり感謝したりしていた。 

 

３．【研究発表】 人間の幸福に貢献するメディアとは？：米国の９１１から３１１の日本への問題点と課題 

いとうたけひこ（Takehiko Ito） 和光大学 現代人間学部 教授 http://www.itotakehiko.com/ 

2001 年 9 月 11 日に起こったアメリカ同時多発テロ事件は、報復としてアフガニスタン紛争、イラク戦争を導いた。こ

のテロ事件は米政府が事前に察知していたのでは、という疑惑や世界貿易センター第 7 ビルの崩壊など不可解な事

実もある。10 年後の 3 月 11 日の東日本大震災では、地震、津波、という天災に加え、福島第一原子力発電所事故と

いう人災も加わった。しかしその後の日本の首相は各国に原発をセールスして回っている。戦争や原発は人間の幸

福を著しく損なうにもかかわらず、メディアが権力者に不都合な事実を隠したり加担したりしている。このような問題

点に気づき、我々人間の課題をはっきりとさせるため、メディアリテラシーが必要であることを心理学の観点から論じ

る。 

 



 

【研究発表】（日時未定 ２５日（月）にも在り） 募集中 

 

【研究発表】 幸せ度格差とその要因（都道府県別）                 大島 章嘉  ㈱ワード研究所 代表取締役 

http://word.co.jp http://shiawasedo.com/ 

 

【研究発表】 ウルトラ幸せ（＝非常に幸せの上の水準）は理論上あり得るか？（仮題）   

大島 章嘉  ㈱ワード研究所 代表取締役 http://word.co.jp  http://shiawasedo.com/ 

 

【発表など】（日時未定 ２５日（月）にも在り） 募集中 

 

２４（日）午後 セミナー24   
(この日の ツアー24 は中止としました。 ツアー24 や 25 にご参加ください） 

 
【実技指導】 西野流呼吸法 足芯呼吸法 と 対気 の実演と指導  

山崎 秀夫(Hideo Yamasaki) 気の教室 代表、㈱山旺建設 代表取締役、西尾法人会 会長 

対気を受けることによって生命エネルギーの活性化をはかることができ、そのことによって一体感、絶対感を得、深

い悟りの境地に達する事が出来、結果としてトラウマやエゴや鬱的な症状を少なくすることが出来る。また取り囲ん

だ相手を触らずに一瞬にして飛ばしてしまう実演・実技指導も行う。 

 

【ワークショップ】 心身統一合氣道、氣の威力と氣圧法紹介 
山本  晶一（Shouichi YAMAMOTO） 一般社団法人  心身統一合氣道会  副会長、本部師範  七段、 

西日本責任者、氣圧法コース（大阪校、名古屋校）責任者 http://www.shinshintoitsuaikido.org/ 
現代社会では氣の欠乏症でお困りの方が大勢おられますが、その解消法は余り知られていません。心身統一合氣

道の創始者 藤平光一先生が  発見した氣圧法とは、外部から氣を補給して生命力を活性化するものです。このワ

ークショップでは、基本となる心身統一した正しい姿勢を学び、  氣の呼吸法を行うこと、そして、自己氣圧により自然

治癒力を高めることで、故障や病氣から回復し、健康的なプラスの人生を歩む方法を実践ベー  スでお伝えします。 
 
【実技指導】  「気療」 で健康増進(仮)                   神沢 瑞至(tadasi kannzawa) 気療塾学院 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。 

私たち人間は、他の動物と同様に身体から「生命エネルギー」を発散しながら生きています。 両手の五本の指から

も当然、生命エネルギーが発散されています。私たちは、大脳が主体の「運動機能」により、両手の五本の指を自由

自在に動かすことができます。しかし、私たちの両手の五本の指には、もう一つの機能があります。それは脳幹が主

体の「癒しの感覚機能」です。癒しの感覚機能としての、両手の五本の指には、生命エネルギーを発散する機能と、

人間や動物が発散する目には見えない生命エネルギーを感ずる機能の二つの機能が秘められています。この癒し

の感覚機能の存在を知る人は、少ないと思います。両手の五本の指は、「気療理論」と「気療実践」の〝要〟です。

癒しの感覚機能には、「自己治癒力」と「他者治癒力」の二つの治癒力があります。これを『自他治癒力』といいます。

自他治癒力は、病気やケガの癒しの効果と病気の予防効果があります。今回は、両手の五本の指と自他治癒力と

の関係を詳しく説明しますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【セミナー】 潜在能力の入口は夢から ～人生 高のドラマは夢の追求・・・～ 
    尾矢 翔蜂（Shouho Oya=二宮昭八) 人間経営  太陽塾  塾長、㈱CF70 代表取締役  http://www.cf70.jp 

・空を見上げ思いを深め、さあ！出発だ・・・。 人生ドラマ主役に！ ・人のもっている無限の可能性・・・。 潜在して

いる能力、これらを活用する手段は夢の追求。潜在能力の入口は夢から・・・～人生 高のドラマは夢の追求・・・～ 
  人には多くの能力がありますが、それ以上にまだ使っていない能力が潜んでいます。夢の追求とは潜在能力の発

見、発掘、そしてそれを活用し、成果に繋げていく事だと考えます。自分の人生を味わい深いものにするためには、

人生ドラマを企画、演出し、観客までも総てプロデュースすることが『人間経営』そのものだと考えます。その事を実

行する上で も有効な考え方が『宇宙思考法』です。この驚きの思考法『宇宙思考』がなぜ潜在能力を引き出せるの

か？なぜ出せた能力を 大限に活かせるのか？以上のことを主に報告させて頂きます。 
  
【ワークショップ】 潜在能力引出法(仮)               宮崎 ますみ 女優・エッセイスト・催眠療法士(交渉中) 

 
 
 

２５(月)午前 セミナー25 
 

【ミニシンポ】 北杜市・増富温泉峡に関し 

増富温泉峡の魅力 パワースポット        高橋武生 北杜健康研究センター 理事長、IRI 幹事、ISLIS 評議員 

【研究発表】 増富温泉峡の放射線計測結果(仮)  桂川 秀嗣 東邦大学 名誉教授 



ラジウム温泉の効用(仮)               堀内 公子 東京慈恵会医科大学、元 大妻女子大学 教授 

増富ラジウム温泉における新たな温泉入浴法の可能性(仮)   杉森 賢司 東邦大学医学部 生物学研究室 講師 

「生体ミネラル」が健康と地球環境に貢献する  

本井 秀定（Hidesada Motoi） 株式会社ジェイ・イー・エス 代表取締役社長 http://ameblo.jp/jesmotoi/ 

第１回地球環境サミットにおいて発表以来、「生体ミネラル」が医療・農業・建築・畜産・水産・食品・放射能など様々

な分野で成果をあげている。その主な特徴は、全生命にとって「足りないミネラルを急速に補い、不要な化学物質を

キレートする力」。食の安全を確保し、酵素や神経伝達機能等を増進。農作物の食味値や収穫高の上昇、農薬や連

作障害対策、遺伝子組換、土壌改良、シックハウス対策等、健康と地球環境全般の調和に貢献する。 

 

その他、山梨大学 など 

北杜健康研究センターの創立報告        高橋武生 北杜健康研究センター 理事長、IRI 幹事、ISLIS 評議員 

 

【セミナー】 聖書に出ている木の実の健康食効果（仮）  米国 医師(交渉中) 

 

【ワークショップ】 生命を活性化させよう（仮） 

古川 彰久（Akihisa Furukawa） ISLIS 生命力活性化研究会 会長、ISLIS 評議員 

 
２５(月)午後 ツアー25 

 
２６（火）全日 屋外と温泉・解散 

１． 瑞牆(みずがき)山登山 

または 

２． ツアー26 

 

【説明】 癒しの増富 日本のパワースポット 

高橋 武生 IRI-北杜健康研究センター 理事長  
          

 山梨県北杜市須玉町にある増富温泉郷、山頂は日本百名山である、瑞牆（みずがき）山（2,230M）金峰山

（2,599M）で、水晶と武田信玄の隠し金山として栄え、現代は静かにねむっている山です。しかし 2001 年天皇陛

下、皇后さまをお迎えし全国植樹祭が行われ記念植樹をされました。現在はその記念碑が建てられておりま

す。  

以前には、皇太子様であります浩宮様が 1974 年瑞牆（みずがき）山、1975 年金峰山へとお登りなされた山

で、その時は増富ラジウム温泉峡に宿泊なされております。このような中、日本のパワースポットとして十分に

自然エネルギーを人にふれさせてくれる山です。1,000 万年前隆起したこの山、パワースポットとして高エネル

ギーを放出して、人にやさしく癒しの名山として十分その豊かさを観せてくれます。  

この山の山中で瑞牆（みずがき）気功、樹林気功、清流気功を行い、ラジウム温泉浴を行い、天地のエネルギ

ーを十分に浴し、ゴルフ場でゴルフコースを回り（未経験者でもゴルフで運動し、すばらしい環境の元潜在意識

のプログラムを入れ替え）、心と肉体のバランスを持って健康バランスをとり、食世界を含めての健康バランス

こそが健全な肉体を作ることになります。  

 ヴィンテージゴルフ倶楽部のゴルフコースはこれらの山系にあり「非日常的」体験を皆様に提供いたしており

ます。類まれなる景観、心地よいおもてなし、上質な空間などゴルファーならずとも心動かされます。  

増富ラジウム温泉峡の小さな湯治場の女将達は７軒９名の小数ですが日々お客様との「心」の結びつきを大切

にしています。女将自らオープンさせる「女将食堂」や「女将物産店」は直接会話を楽しみ、和やかな出会いの

場となっております。この地で「心」と「体」を癒して頂けることが女将達の 大の「おもてなし」と思っています。  

増富の湯（日帰り温泉施設）はラジウム、ゲルマニウムを持って 25℃源泉湯、30℃源泉湯、35℃源泉湯、37℃

源泉湯、42℃高温湯、ジャグジー湯と、湯の種類も多くその時の体調、病により入浴方法を変え、風呂にてゆっ

たりと体調をリフレッシュできます。ラジウムによる抗酸化作用、又、ゲルマニウムによる脳神経、神経の活性

化作用など現代病に大きなエネルギー作用が活用されると期待されます。  

又、今回シンポジュウム会場として家族楽園大学が中心となり行われます。市民大学としても、農業やアウトド

アの名人、知識人、芸術家、英会話などプロの専門知識人をお招きしております。アメリカのビジネススクール

のような場を目指して「都市地域交流促進施設（通称：ヴィヴァノーラ）」として体調をリフレッシュしながら宿泊に

来る人達、地域住民の皆様を交え楽しく学ぶ楽習で教養を深め、都会と田舎の交流を促進する拠点としての

目的を含め進めております。  

全体の環境は瑞牆（みずがき）山を中心として、南アルプス、北アルプス、八ヶ岳、茅ヶ岳（作家であり登山家

でもある深田久弥氏が昭和 39 年日本百名山として発表の山）、富士山と名山に囲まれ日本一の山の景観を望

むことができます。 


