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2013/12/21

第 17 回日本統合医療学会
【日時】2013/12/21 日・22 日
【場所】日本赤十字看護大学
【主催】日本統合医療学会
【題目】統合医療の世紀
【お問合わせ】株アイエスエス内
TEL:03-3230-3597
FAX:03-3230-3725
e-mail:imj2013@issjp.com
2013/12/08

機能神経学シノプシス〜基礎から臨床応用〜-2【セミナー日時】2013/12/8 午前 10 時～17 時
【内容】機能神経学の入門編
【場所】天神 NK ビル C 会議室
福岡市中央区天神 2-8-36 地下 1 階 ℡ 092-633-2222
【費用】4,000 円
【講師】和田勝義 BAppSC BCSc DACNB
【問い合わせ】
JAC 九州ブロック 伊東貴雅
E メール：jac.kyusyu@gmail.com
電話：0952-62-3003
2013/11/02

第 13 回 JAC シンポジウム
【日時】2013/11/2-4
【場所】ホテルコンチネンタル 東京都府中市
【主催】日本カイロプラクターズ協会
【内容】国際化時代のカイロプラクターに向けて（哲学、国際情勢およびスポーツカイロプラクティック）＆
JAC 設立 15 周年記念パーティー
【講師】
デニス・リチャーズ DC, FICC （WFC 会長）
ジョン・ダウンズ DC, FICC （FICS 理事・ライフ大学講師）
【受講料】
JAC 会員 40,000 円（2 泊 3 日宿泊・4 食・パーティー代込）
JAC 学生会員 30,000 円（2 泊 3 日宿泊・4 食・パーティー代込）
一般

70,000 円（2 泊 3 日宿泊・4 食・パーティー代込）

*通常宿泊はツインとなります。シングル、トリプルでも追加料金でお取りできます。
【公式ホームページ】JAC シンポジウム

2013/09/08

機能神経学シノプシス〜基礎から臨床応用〜
【総会日時】2013/9/8 午前 10 時～17 時
【セミナー日時】2013/6/23 午後 1 時～4 時
【内容】機能神経学の入門編、大脳皮質や脳幹、小脳周辺のトピック
【場所】天神 NK ビル C 会議室
福岡市中央区天神 2-8-36 地下 1 階 ℡ 092-633-2222
【費用】4,000 円
【講師】
和田勝義 BAppSC BCSc DACNB（ｽﾊﾟｲﾅﾙｹｱ用賀院 院長）
【問い合わせ】
JAC 九州ブロック 伊東貴雅
E メール：jac.kyusyu@gmail.com
電話：0952-62-3003
2013/06/23

2013 年度 JAC 定時総会＆セミナー
【総会日時】2013/6/23 午前 10 時～午後 12 時
【セミナー日時】2013/6/23 午後 1 時～4 時
【内容】経営集客セミナー
【場所】東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック
【費用】2,000 円 ※総会出席者 1,000 円
【講師】
木津直昭 BHSc（KIZU ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ代表院長）
日野裕樹 BAppSc BCSc（ﾘｶﾞｰﾚｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ院長）
2013/06/05

JAC 関東甲信越ブロック 湘南地区勉強会
【日時】2013/6/5 午後 8 時～
【場所】ウイケアカイロプラクティック
【主催】JAC 関東甲信越ブロック
【内容】症例検討会・その他
2013/05/26

2013 年度 JAC 関東甲信越ブロック総会およびセミナー
【日時】平成 25 年 5 月 26 日（日）午後 4 時 15 分～5 時 45 分
【場所】TCC キャンパス
【セミナー】「カイロ機能神経学応用プレセミナー」
午前 10 時～午後 4 時
【講師】吉沢公二 DC,DACNB
【受講料】会員 10,000 円、非会員 15,000 円、学生 8,000 円
【お問合わせ】吉沢セミナー実行委員会

E メール yoshizawaseminar@gmail.com
【ホームページ】吉沢セミナー
2013/05/19

2013 年度 JAC 西日本ブロック総会およびセミナー
【日時】平成 25 年 5 月 19 日（日）午前 10 時～
【場所】新大阪丸ビル本館
【セミナー】「機能神経学シノプシス～基本から実践までの概要～」5 月 19 日（日）午後 1 時から 4 時まで
【講師】和田勝義 BCSc,BAppSc,DACNB
【受講料】会員無料
【お問合わせ】Ｅメール to12mo50@gmail.com
【申込方法】総会ハガキにて申し込み
2013/05/12

2013 年度 JAC 北海道ブロック総会
【日時】2013 年 5 月 12 日（日）午前 10 時～12 時
【場所】札幌市中央区北 1 条東 7 丁目 10－55 若林ビル
2013/04/28

IMJ 平成 25 年度第 1 回教育セミナー
【日時】2013/4/28 日
【時間】9：30～16：30
【場所】東京大学医学部図書館３階
【主催】一般社団法人日本統合医療学会
【受講料】5000 円（会員）10000 円（非会員）
【お問合わせ】03-5978-6850 / FAX：03-6912-0376
E-mail：imj@imj.or.jp

2013/04/28

JAC 九州ブロック総会＆今すぐ使えるトータルアプローチ
【日時】2013/4/28 日・29 日
【場所】福岡県朝倉市総合市民センター
【主催】JAC 九州ブロック
【内容】カイロプラクターが今すぐ使えるアクティブ・ケア&
カイロプラクターが今すぐ使えるテーピング
【講師】友広隆行 DC
【受講料】8,000 円
【お問合わせ】0952-62-3003（伊藤）jac.kyusyu@gmail.com
2013/04/21

2013 年度 JAC 東北ブロック総会およびセミナー
【日時】平成 25 年 4 月 21 日（日）午前 10 時～
【場所】青森県八戸市根城 1-36-9
【講師】村上佳弘 BCSc

【受講料】2,000 円（会員）
【お問合わせ】
電話 0178-56-2923 E メール ion-c@feel.ocn.ne.jp
2013/03/21

カイロ機能神経学応用セミナー紹介
【日時】2013/3/21 午後 1 時～2 時
【場所】無料 Web プレゼンテーション
【主催】吉沢セミナー実行委員会
【講師】吉沢公二 DC,DACN
【受講料】無料
【お問い合わせ】yoshizawaseminar@gmail.com
2013/02/17

西日本ブロックセミナー＆忘年会
【日時】2013/2/17 9 時～13 時 2/18 9 時～16 時
【場所】新大阪丸ビル本館
【主催】JAC 西日本ブロック
【内容】
17 日「栄養セミナー」佐藤章夫先生
18 日「NAET セミナー」斉藤友美恵先生
【受講料】JAC 会員：10,000 円, 非会員：15,000 円
1 日のみ 6,000 円
2013/01/26

APCDF 年次総会セミナー
【日時】2013/1/26（13:00-17:00）1/27（9:30-16:00）
【場所】国鉄労働会館交通ビル 東京都港区
【主催】アジア太平洋カイロプラクティックドクターズ連合、日本カイロプラクターズ協会
【後援】ライフ大学、世界カイロプラクティック連合、国際カイロプラクティック試験委員会、東京カレッジ・
オブ・カイロプラクティック、日本政府観光局、
東京観光財団
【題目】スポーツカイロプラクティックにおける統合脊椎テクニック
【講師】ジョン・ダウンズ(John Downes)DC
ライフ大学スポーツ科学研究所所長、FICS 理事
【費用】
■ JAC 会員および APCDF 所属団体会員 20,000 円
■ JAC 学生会員 10,000 円
■ 非会員（WHO 基準カイロプラクター） 30,000 円
＊土曜もしくは日曜のみの参加は半額となります
【問い合わせ先】電話 03-5461-1227 akeda@akedachiro.com

2013/01/20

第三回 JCR-IBCE カイロプラクティック統一試験
【日時】2013/1/20 10 時～16 時
【場所】六行会総合ビル 8 階会議室 東京都品川区
【主催】日本カイロプラクティック登録機構（JCR）
【協力】国際カイロプラクティック試験委員会（IBCE）
【対象者】
・東京カレッジオブカイロプラクティック 2013 年卒業生
・2009-2012 年迄の国際カイロカレッジ CSC プログラム卒業生
・2009-2012 年迄のマードック大学 CSC プログラム卒業生
・その他 CCE 認可カイロプラクティック大学卒業生
【受験料】30,000 円
【問い合わせ先】03-3578-9390 Email webmaster@chiroreg.jp
2013/01/20

強くなるための栄養学・第三回
【日時】2013/1/20 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）

