２０１２年度セミナー学会情報
2012/11/25

「常歩-なみあし」セミナー
【日時】2012/11/25 10 時～17 時
【場所】電気ビル 共創館 Ｃカンファレンス
【住所】福岡市中央区渡辺通 2-1-82 ☎ 092-781-0685
【主催】JAC 九州ブロック
【内容】常歩身体研究所を主宰されている木寺英史先生（九州共立大学 准教授）をお呼びし、貴重なお
話を伺う機会を設けました。木寺先生は、昨年ＴＶ番組「世界一受けたい授業」に「体の仕組みを知り尽く
した男」として出演され大反響を呼んだ先生です。「常歩」の理論と実践を通して、合理的な姿勢や動き、
異常の見抜き方と対処法などを学びます。
【講師】木寺 英史(きでらえいし)先生・九州共立大学准教授
【受講料】JAC 会員 5,000 円、一般 10,000 円
【申込締切】平成 24 年 11 月 11 日（定員に達し次第締切）
【お問い合わせ先】いとうカイロプラクティック（伊東まで）
E-mail:jac.kyusyu@gmail.com TEL:0952-62-3003
2012/11/18

過敏症と不耐症
【日時】2012/11/18 9 時～18 時
【場所】新大阪 丸ビル本館 511 号室
【主催】JAC 西日本ブロック
【講師】佐藤章夫 PhD
【費用】10,000 円（会員） 15,000 円（非会員）
【定員】20 名
【お問い合わせ先】0852-20-2040 （担当 若槻）
2012/11/11

強くなるための栄養学・第二回
【日時】2012/11/11 13 時～17 時
【場所】京橋区民館 東京都中央区
【主催】日本スポーツカイロプラクティック連盟
【内容】スポーツ栄養学セミナー・第一回アスリート食事学、第二回ランナーの諸問題と栄養学的アプロ
ーチ、第三回パフォーマンス向上の為の栄養学
【講師】佐藤章夫 PhD, CCN
【受講料】JAC 会員 5,000 円（講義一回）、12,000 円（三回シリーズ）
2012/10/05

The NeuroImpulse Protocol Spinal Basics
【日時】2012/10/5-7
【場所】台北、台湾
【主催】kiro kids

2012/09/30

第３回竹谷内克彰セミナー
【日時】2012/9/30 10 時～16 時
【場所】札幌市産業振興センター
【住所】札幌市白石区東札幌 5-1-1-1 ☎ 011-820-3033
【主催】JAC 北海道ブロック
【講師】竹谷内克彰先生
東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック講師
【受講料】5,000 円
【お問い合わせ先】鎌田とおる E-mail:qqfa5np9@happytown.ocn.ne.jp TEL:090-3399-2442
2012/09/30

治療に活用でるヘルスケア周辺知識
【日時】2012/9/30 10 時～15 時
【場所】東京都港区 予定
【主催】日本カイロプラクターズ協会関東甲信越ブロック
【内容】ボランティア支援チャリティー
AM10:00～12:00 講師 吉川祐介
「妊婦に応用できる東洋医学の知識」
PM13:00～15:00 講師 河野豊蔵
「臨床家に必要なメンタルヘルスの基礎知識」
※収益はすべて被災地での活動基金として活用させていただきます。
【講師】河野豊蔵・吉川祐介
【受講料】WHO 基準カイロプラクター・WHO 基準学生 5,000 円【申込】坂西龍之介 0466-25-4999
2012/09/09

強くなるための栄養学・第一回
【日時】2012/9/9 13 時～17 時
【場所】京橋区民館 東京都中央区
【主催】日本スポーツカイロプラクティック連盟
【内容】スポーツ栄養学セミナー・第一回アスリート食事学、第二回ランナーの諸問題と栄養学的アプロ
ーチ、第三回パフォーマンス向上の為の栄養学
【講師】佐藤章夫 PhD, CCN
【受講料】JAC 会員 5,000 円（講義一回）、12,000 円（三回シリーズ）
2012/08/26

全身性炎症症状とカイロプラクティックケアの考察
【日時】2012/8/26 9 時～18 時（昼休憩含む）
【場所】新大阪丸ビル
【主催】西日本ブロック
【内容】食物アレルギー・全身性炎症・自己免疫疾患 etc. 栄養ア
プローチを含めたカイロプラクティックの紹介と考察

【講師】佐藤章夫 PhD, CCN
【受講料】JAC 会員 10,000 円、JAC 学生会員 4,000 円、非会員 15,000 円
2012/07/22

JAC 関東甲信越ブロック：フォローアップセミナー
【日時】2012/7/22 10 時～15 時（昼休憩含む）
【場所】新橋福祉会館、東京都港区
【主催】関東甲信越ブロック
【タイトル】仙腸関節のメカニズムとその効果的なアプローチ
【電話】045-321-3927
【E メール】jac.seminar.typeg@gmail.com
2012/06/29

Global Chiropractic Healing in the 21st Century
【日時】2012/6/29
【場所】Edinburgh 英国スコットランド
【主催】The Edinburgh Lectures
2012/06/17

平成 24 年度 JAC 定時総会＆ディバーシファイドセミナー
【日時】2012/6/17
【場所】新橋福祉会館、東京港区
【主催】一般社団法人日本カイロプラクターズ協会
【電話】03-3578-9390
2012/06/16

Hong Kong Seminars
【日時】2012/6/16-17
【場所】Regal Hotel 香港
【主催】World Federation of Chiropractic
2012/06/01

Activator Methods Elective Course
【日時】2012/6/1-2
【場所】エスコリアル、スペイン
【主催】RCU Maria Cristina
2012/05/27

JAC 北海道ブロック総会
【日時】2012/5/27
【場所】北海道札幌市
【主催】北海道ブロック
2012/05/20

JAC 関東甲信越ブロック総会
【日時】2012/5/20

【場所】東京都港区
【主催】関東甲信越ブロック
2012/05/13

JAC 西日本ブロック総会＆ｽﾄﾚｰﾄｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸとｸﾗｲｱﾝﾄの心をつかむﾒｯｾｰｼﾞ
【日時】2012/5/13
【場所】大阪府大阪市
【主催】西日本ブロック
2012/04/22

JAC 東北ブロック総会&東日本復興応援セミナー・パート II
【日時】2012/4/22
【場所】青森県八戸市
【主催】東北ブロック
2012/04/15

JAC 九州ブロック総会&筋関節の力学的考察と臨床応用・カイロ経営学セミナー
【日時】2012/4/15
【場所】福岡県朝倉市
【主催】九州ブロック
2012/03/18

山本尚司・運動連鎖アプローチ
【日時】2012/3/18
【場所】東京
【主催】JAC 関東甲信越
【電話】03-5461-1227
2012/03/10

APCDF（アジア太平洋カイロプラクティックドクター連合）・SOT セミナー
【日時】2012/3/10-11
【場所】ソウル、韓国
【主催】APCDF
【E メール】info@apcdf.org
2012/02/17

国際シンポジウム「統合医療におけるがんの予防および治療」
【日時】2012/2/17-18
【場所】東京・東京医科歯科大学 M&D タワー大講堂
【主催】日本統合医療学会
【申し込みページ】詳細
2012/02/11

佐藤章夫＆臼田純子より効果的なカイロプラクティックアプローチ
【日時】2012/2/11-12
【場所】新大阪・新大阪丸ビル本館

【主催】JAC 西日本
【申し込みページ】詳細
2012/01/29

第二回カイロプラクティック統一試験
【日時】2012/1/29
【場所】東京・日本赤十字社本社
【主催】JCR
【電話】E メール
2012/01/22

上肢の疾患における整形外科的診断学塾
【日時】2012/1/22
【場所】福岡
【主催】JAC 九州
【電話】E メール
2012/01/14

第 15 回日本統合医療学会
【日時】2012/1/14-15
【場所】埼玉・大宮ソニックシティ
【主催】日本統合医療学会
【申し込みページ】詳細

