一般の方も、ご参加申込歓迎： 完全事前予約・事前振込制 http://NPO-IRI.org/
平成２６年７月１日版

超党派 国会議員連盟

「人間サイエンスの会」(NS ) 講演会 ご説明
本会は

超党派の国会議員連盟

で、主として人間に係る

潜在能力

研究･議論・推進する会です。 定例会合（講演会）は第３水曜(7,8,12 月休み)

地球の未来 について
入館午後 2:20～2:35 講演３～５時、
や

主として 衆議院第一議員会館 会議室 にて開催。
その後、７時頃迄 地下１階食堂で自主交流会（この参加は、飲物等自己注文食券代のみ必須）。

会

長： 山本 有二 衆議院議員

幹

事： 大島 敦、 松原 仁、 古川 禎久 各衆議院議員

事務局長： 宮下 一郎 衆議員議員
顧

問：

幹事長 ： 下村 博文 衆議院議員
衆１－1207 号室

北岡 秀二 元 幹事長、 南野 知惠子 前 幹事長、

国会議員以外の方

小泉 俊明 前 事務局長

お問合せ先、 ご参加申込法(次の欄)

NS 講演会 共催・運営受託: NPO 国際総合研究機構（NPO-IRI）-NS 部会
参加・入館･入会 問合せ: (下記) 議員会館や議員事務所には電話しない事(当方が受託しておりますので)。
NS 世話人 山本 景（けい） 極力 下行Ｅ-メールにて。 土日祝・平日 17 時以降は対応的出来ない事があります。
◆ E-mail nsnpoiri@gmail.com Fax 043-255-9143 携帯 080-5401-3837
NS 世話人代表： 河野 貴美子 NPO-IRI 副理事長、NS 部会長 ( 山本 幹男 NS 創立参画者・初代世話人代表は
平成７年から１７年間１６４回開催で、７０才を迎え、平成 26 年 6 月 21 日付辞任）

ご参加法： 完全事前申込・振込制： ①参加申込、②返信メール受取、③会費振込、④当日受付へ
① 参加申込： １．このホームページ 右部より講演を選択し、入力。自動返信メールが来ます。 これが出来ない方は、
２．上記 NS 世話人にメール または Fax で、下記項目を：NS 演者名参加希望、ビラを見てなど、氏名ふりがな、
自宅〒住所、携帯、Fax、メールアドレス、詳細社名・肩書き（主婦可）、自己紹介・参加希望動機、紹介者(いれば)、
振込予定額・日 を明記。 団体名にてや複数名分をお振込みの場合は、必ず、「会費の内訳」として、
振込目的、内訳、振込名義団体名、参加者全員の個人名、連絡先、などをメールなどに明記。
準会員でも毎回上記 HP への 入力予約 が必要。
満席 または 原則２日前(月曜) になり次第締切ります。
② 会費振込： ３千円（１回のみ=「当月会員」会費）→その他、年会費 1.2 万円(月割)を払う割引制度「準会員」も在り。
お振込み先：下記１．または２．に：
1. ゆうちょ銀行 1 0 5 5 0 8 5 5 2 3 8 1 名義： 特定非営利活動法人国際総合研究機構 NS 部会
カナ： トクヒ）コクサイソウゴウケンキュウキコウ エヌエスブカイ
２． みずほ銀行 （0 0 0 1） 稲毛支店（3 3 6） 普通
4049624
名義： 人間サイエンスの会
カナ： ニンゲンサイエンスノカイ
・一度納入された会費は、返金されません。 ただし、当月会費は、講演会 3 日前までにメールにて欠席の連絡があり、
次回以降に回すか、ご推薦の代わりの方の申込があれば、振替えます。
・当お振込は、参加費でなく、共催・運営 NPO 法人国際総合研究機構(IRI＝アイリ) NS 部会の会費（一部ご寄付扱い）
となり、NS 講演会の運営のみに使用され、国会議員連盟「人間ンサイエンスの会」（NS）には一切入金されません。
当日入館受付： 2:20～2:35 の間のみに： （事前予約・事前振込の無い方は、入館出来ません。）
大会議室の場合： 会館玄関 左側ホール中央机専用受付にて。
それ以外の場合： 会館玄関 右側ホール入り、すぐ右側にて受付。
ご持参・提示： 1.運転免許証・パスポート等の顔写真付公的証明書、 2.振込証拠、 3.返信メール、
準会員は準会員証のみ
（以上、議員会館セキュリティの為、玄関受付にて提示必須）
服装： 背広・ネクタイ または 同等。 ただし、5～10 月はクールビズ期間なので略装可。遊着は禁止。
交通：東京駅から 地下鉄丸ノ内線(赤い丸)３駅目「国会議事堂前」徒歩２分。 地下道経由：改札を出て、右の自販機の
次を右折地下道を進むと、エスカレーターで上がる、T 字路にぶつかるので、左折、階段かエレベータで地上へ出て
一番近い１３階建程の建物。 地上経由：１番出口を出て、大きな交差点を右折し直ぐの横断歩道を渡ると直ぐ右手。
首相官邸の道路を隔てて隣、国会議事堂の裏。
当会のマスコミ取材： 上記 世話人代表の文書による許可が必要です。 それ以外は入室出来ません。

講演会・イベント 一覧 ２０１４-１５年

http://NPO-IRI.org/

平成２６年９月１１日版
■８月休み・９月１５日(祝)・１０月２０日 毎月第３月曜 2:30～4:30 都内にて
IRI-College(IC=アイリ-カレッジ) Ｅ-講座 「脳を知ろう！」
講師 河野 貴美子 副学長、国際総合研究機構(IRI)副理事長、国際生命情報科学会(ISLIS)副会長、元 日本医科大学
http://iri-college.org/ http://www.a-iri.org/iri-jp/ このお申込 npo.iri.college@gmail.com FAX043-255-5482
主催 国際総合研究機構(IRI)、 共催 国際生命情報科学会(ISLIS)、 後援 人間サイエンスの会(NS)

議員会館内での NS 講演会(７，８，１２月休み): 申込ホームページ（HP）

http://NPO-IRI.org/

で参加受付中。

第 166 回 平成 26 年９月１７日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 大会議室(地下１階一番奥)
参加受付中
演題: 臨死体験・生まれ変わり・神秘体験・霊媒現象・他 －脳は心を生み出さない：唯脳論から脳濾過装置論へ－
講師: 大門 正幸 人文学博士、中部大学大学院国際人間学研究科・全学共通教育部 教授、 http://ohkado.net
米国バージニア大学知覚研究所 客員教授、 国際生命情報科学会(ISLIS) 常務理事
第１会議室の場合は：会館右玄関ホールに入り、直ぐ左手で受付。
第 167 回 平成 26 年１０月１５日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 第１会議室
演題： 気の遠隔作用とは何か？－科学はその謎にどこまで迫れるか？
講師： 小久保 秀之 国際総合研究機構 研究部長、明治大学 意識情報学研究所 研究員、
国際生命情報科学会 常務理事・執行編集委員、人体科学会 理事
第 168 回 平成 26 年１１月１９日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 会議室
演題: 性命双修で真の自己を取り戻す
http://ameblo.jp/kamehenmura/
講師: 中 健次郎 叡智の学び舎「かめへんむら」代表、東海ホリスティック医学振興会 顧問

参加受付開始

http://www.a-iri.org
参加受付中

１２月休み
第 169 回 平成 27 年１月２１日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 会議室
演題: あの世はある！ （仮題）
http://www.aqu-aca.com/
講師: 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
国際生命情報科学会（ISLIS) 理事、 元 ソニー㈱ エンジニア
第 170 回 平成 27 年２月１８日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 会議室 予定
講師： 未定
第 171 回 平成 27 年３月１4・１5 日（土・日） 於：東邦大学大森病院
主催： 国際生命情報科学（ISLIS） 創立２０周年記念 第３９回生命情報科学シンポジウム 「科学と不思議」
共催： 人間サイエンスの会、など
http://www.islis.a-iri.org/
スピリチュアル、ヒーリング、自然治癒力、代替・統合医療、美容、健康増進、潜在能力、能力開発、超常現象、
発表、講演、体験報告、実演、実技指導、ワークショップ、など
演題募集中：この回申込先： islis@a-iri.org
第 172 回 平成 27 年３月１８日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 3 ヶ月前に確定予定 それまでは受付ません
演題: 地球交響曲=ガイアシンフォニーの世界 Ⅱ －第七・八番を中心に－
講師: 龍村 仁 映画監督 http//gaiasymphony.com/
■平成 27 年４月 15 日、５月２０日、６月１７日、７・８月休み、８月 ISLIS 合宿 予定
■平成 27 年６月１７日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 会議室 予定
演題: (仮題）温熱療法
講師: 龍村 和子 東洋医学博士、日本文化海外紹介者、ガイアホリスティック代表、Dr.Kazuko 遠赤外線温熱療法 創始者、
Dr.Kazuko 遠赤外線温熱器 発明者、沖ヨガ真気光療法 教師、日本の鍼・瞑想指導、ニューヨーク在住

終了した 最近の会合（講演会）等
第 154 回 平成 25 年８月２４-２７日(土-火) ISLIS 合宿 山梨県 富士 Calm 第３６回生命情報科学シンポジウム
２６日夜には、日本三奇祭 富士「吉田の火祭」にも参加可。 ２７日にはスピリチュアル・スポット巡り。
主催： 国際生命情報科学（ISLIS）、 共催： 人間サイエンスの会、など
スピリチュアル、ヒーリング、自然治癒力、代替・統合医療、美容、健康増進、潜在能力、能力開発、超常現象、
発表、講演、体験報告、実演、実技指導、ワークショップ、など http://www.islis.a-iri.org/
第 155 回 平成 25 年９月１９日(木) 午後 3 時～5 時 衆議院議員会館 大会議室
演題 「気療講座 自他治癒力を身につけよう」
講師 神沢 瑞至 氏 気療師、気療塾学院 学院長、気療研究会 主宰
http://www.kiryoujyuku.jp/
第 156 回 平成 25 年１０月１７日(木) 午後 3 時～5 時 衆議院議員会館 大会議室
演題 「抹殺された神より観る、作られた日本近代神話」
講師 小野 文珖 氏 僧侶、日蓮宗天龍寺院首、 元 立正大学 助教授、NPO 法人 T・M 良薬センター 理事長
第 157 回 平成 25 年１１月２１日(木) 午後 3 時～5 時 衆議院議員会館 第１会議室
演題 からだとこころの健康のみなもと～呼吸、筋弛緩、姿勢など～
講師 春木 豊 氏 文学博士、 早稲田大学名誉教授、日本武術太極拳連盟 理事、日本学生武術太極拳連盟 会長
第 158 回 平成 26 年１月１６日(木) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 大会議室
演題 神から授けられた無限なる英知、潜在能力引出し法 ～魂との対話を通し病気を克服～
講師 宮崎 ますみ 氏 催眠療法士、女優、エッセイスト、㈱ヒプノウーマン代表 http://salon.hypnowoman.jp/index.php
第 159 回 平成 26 年２月２０日(木) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 第一会議室
講師 吉村 尚美 氏 医師・医学博士・各種専門医、吉村眼科内科医院副院長 http://www.yoshimura-clinic.net
演題 何故命はあるのでしょうか？－高次元の存在から教えられたこと－
第 160 回 平成 26 年 3 月 15・16 日(土・日) 第３７回生命情報科学シンポジウム 主テーマ： 未知なる科学への挑戦
東邦大学 大森病院 ５号館地下１階 臨床講堂 主催：国際生命情報科学会(ISLIS) 共催：人間サイエンスの会(NS)等
脳科学、精神神経免疫学、生体機能、代替・統合医療、自然治癒力、健康増進、ヒーリング、潜在能力、能力開発、自己啓発、
美容、気、気功、瞑想、ヨーガ、超心理学、スピリチュアル、超常現象、など
http://www.islis.a-iri.org/
項目： 研究発表、一般発表、講演、体験報告、実演、実技指導、ワークショップ、など
第 161 回 平成 26 年３月２０日(木) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 国際会議室
演題 「氣」の活用法 －大リーグ ドジャースが取り入れた法－
http://www.shinshintoitsuaikido.org/
講師 藤平 信一 氏 心身統一合氣道継承者、慶應義塾大学 非常勤講師
http://www.shinichitohei.com/
第 162 回 平成 26 年４月１６日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 大会議室
頭初 10 分程 定例総会 会長 山本有二衆議委員議員 信任、 他の役員等 留任
演題 暗号は解読された 般若心経 -超実体の空と人間賛歌新時代の到来- http://angoukaidoku.com/
講師 岩根 和郎 氏 (空不動) 文化家・自然行動家、空展会会長、一般社団法人 じねんネットワーク 代表理事
第 163 回 平成 26 年５月２１日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 大会議室
演題 人間の潜在的可能性の神髄をひらく～仏教経典と科学研究によるこころみ～
講師 斉藤 大法 要唱寺住職、医師 http://mahadharma.jimdo.com/
岩本 泰寛 千葉県館山市日蓮宗妙長寺住職 http://www16.ocn.ne.jp/myochoji/
大山 玄 ＩＲＩ監事、ＩＳＬＩＳ評議員、多摩リハビリテーション学院の非常勤講師 http://www.islis.a-iri.org
第 164 回 平成 26 年６月１８日(水) 午後 3 時～5 時 衆議院第一議員会館 大会議室（地下 1 階一番奥）
演題 奇跡のオンパレード ～世界が認め始めたゴットミラクル～
講師 佐藤 康行 心の学校グループ創立者、真我こころのクリニック創立者
http://satoyasuyuki.com/
第 165 回 平成 26 年８月２３－２６日(土-日) 第３８回生命情報科学シンポジウム 主テーマ： 癒しと不思議の科学
合宿 山梨県 北杜(ほくと)市・増益富温泉峡 主催：国際生命情報科学会(ISLIS) 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)、 地元自治体（交渉中）、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: 地元各自治体（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、など
癒し、温泉、パワースポット、脳科学、精神神経免疫学、生体機能、代替・統合医療、自然治癒力、健康増進、ヒーリング、
潜在能力、能力開発、自己啓発、美容、気、気功、瞑想、ヨーガ、超心理学、スピリチュアル、超常現象、など
項目： 23 日公開講演、講演、研究発表、一般発表、体験報告、実演、実技指導、セミナー、ワークショップ、
温泉浴、パワースポット・ツアー（樹林気功・清流気功を含む）、瑞牆（みずがき）山登山ツアー、など
参加申込 http://www.islis.a-iri.org の参加申込用紙にて。 この回申込先： islis@a-iri.org 別料金

