2014 年度セミナー学会情報
2014/12/20

第 18 回日本統合医療学会
【日時】2014/12/20 日・21 日
【場所】パシフィコ横浜会議センター
【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:imj2014@issjp.com
2014/12/14

機能神経学セミナー
【日時】2014/12/14 午前 10 時～午後 5 時
【場所】深見ビル A 会議室
博多区博多駅前 4 丁目 14 番 1 号
【主催】JAC 九州ブロック
【費用】JAC 会員￥4,000
【お問い合わせ】http://kyushu.nobody.jp/seminar.html
2014/09/07

ヘルシー・エイジングに役立つカイロプラクティック
【日時】2014/9/7
【場所】産業振興センター セミナールーム

4

札幌市白石区東札幌 5 条 1 丁目 1－1
【講師】竹谷内克彰

先生

【費用】一般 7000 円、JAC 会員 6,000 円、JACHCA 会員 5000 円
【お問い合わせ】JAC 北海道ブロック事務局
qqfa5np9@happytown.ocn.ne.jp
2014/08/03

ガンステッドテクニックセミナー
【日時】2014/8/3 午前 10 時～午後 4 時
【場所】東京カレッジオブカイロプラクティック
テクニックルーム
【講師】黒沢明先生
（広布カイロプラクティックセンター院長）
【協賛】江崎器械株式会社
【費用】JAC 会員￥5,000 学生会員￥3,000
JAC 会員以外の WHO 基準カイロプラクター￥10,000
【定員】40 名

【お問い合わせ】明田清吾

akeda@akedachiro.com

2014/06/22

2014 年度 JAC 定時総会＆セミナー
【日時】2014/6/22
【総会】午前 10 時～午後 12 時
【セミナー】午後 1 時～午後 4 時
【場所】新橋 IK ビル

8 階会議室

東京都港区新橋 6-20-11 IK ビル 8 階
【セミナー題目】
「カイロプラクティックを含む手技療法による健康危害や誇大広告を防ぐ」
【講師】独立行政法人国民生活センター, 公益社団法人日本広告審査機構
【お問合わせ】e-mail: info@jac-chiro.org
03-3578-9390
2014/05/21

機能神経学 Webinar 第２シリーズ
【日時】2014/6/15 午前 10 時スタート計 9 回
【講師】吉沢公二先生
（Yoshizawa Chiropractic 院長）
【お問い合わせ】http://yoshizawaseminar.jimdo.com/申し込み-問い合わせ/
2014/05/18

機能神経学応用２day セミナー
【日時】2014/5/18 日・19 日
5 月 18 日(日) 10 時～16 時半
5 月 19 日(月) 9 時半～16 時
【場所】未定（東京会場）
【講師】吉沢公二 DC, DACBN
【主催】吉沢セミナー実行委員会
【費用】JAC 会員

4 万 5 千円、非会員

6 万円

【お問合わせ】JAC 事務局
TEL:03-3578-9390
FAX:03-3578-9390
e-mail:info@jac-chiro.org
2014/05/16

機能神経学応用２day セミナー
【日時】2014/5/16 日・17 日
5 月 16 日(金)10 時～17 時
5 月 17 日(土) 9 時～14 時
【場所】新大阪丸ビル（大阪会場）
【講師】吉沢公二 DC, DACBN
【主催】吉沢セミナー実行委員会
【費用】JAC 会員

4 万 5 千円、非会員

6 万円

【お問合わせ】JAC 事務局
TEL:03-3578-9390
FAX:03-3578-9390
e-mail:info@jac-chiro.org
2014/05/03

WFC プエルトリコセミナー
【日時】2014/5/3-4
【会場】Verdanza Hotel、サンファン・プエルトリコ
【講師】Dr リチャード・ビッサー（アルバ公衆衛生スポーツ大臣）
、Dr ジェラルド・クラム、Dr
マイク・フリン、Dr ジョン・ダウンズ（ライフ大学）
、Dr フランシス・マーフィー（OTZ パー
カー大学）
、Dr ラウル・カダガン（トライジェニックス）
、Dr ジョナサン・ムルホーランド（フ
ットレべラーズ）
【主催】世界カイロプラクティック連合、プエルトリコカイロプラクティック協会、南米カイロ
プラクティック連合
【後援】フットレべラーズ、ライフ大学、パーカー大学、トライジェニックス
【お問い合わせ】WFC 事務局

cdavis@wfc.org

2014/04/20

九州ブロック総会セミナー
【日時】2014/4/20 13 時～17 時
【場所】福岡県朝倉市総合市民センター（ピーポート甘木）
第 7 学習室 福岡県朝倉市甘木 198-1
【主催】JAC 九州ブロック
【題目】ブロックを用いた臨床応用テクニックセミナー
【参加費】1,000 円
【お問合わせ】JAC 九州地域ブロック事務局
担当

石丸文吾

0956-76-9280

2014/04/13

東北ブロック総会セミナー
【日時】2014/5/25 総会終了後
【場所】八戸市ユートリ―（八戸地域地場産業振興センター）
青森県八戸市一番町 1 丁目 9-22
【主催】JAC 東北ブロック
【題目】頚部神経学
【講師】竹谷内克彰

先生

【参加費】無料
【お問合わせ】e-mail: jac.touhoku@gmail.com
2014/03/21

内臓生体力学
【日時】2014/3/21 日・22 日・23 日
3 月 21 日(金)13 時～17 時

3 月 22 日(土) 9 時～17 時
3 月 23 日(日) 9 時～16 時
【場所】東京カレッジオブカイロプラクティック
【講師】Victor Portelli DC, DIBAK
【主催】ICAK-A Japan 事務局
【費用】ICAK 会員

6 万円、ICAK 非会員

7 万 5 千円

【お問合わせ】ICAK-A Japan 事務局
e-mail:

icak.a.japan@gmail.com

2014/03/09

JAC 九州シンポジウム
【日時】2014/3/9 10 時～17 時
【場所】福岡市博多区博多駅前 4-13-8 オクターブビル 5F
【主催】JAC 九州ブロック
【後援】トレーナーズスクエア株式会社、東京カレッジオブカイロプラクティック
【講師】岩崎由純（日本コアコンディショニング協会会長）
、村上佳弘（東京カレッジオブカイロ
プラクティック教務部長）
【受講料】5,000 円
【お問い合わせ】0946-22-5070（鹿毛）
2014/02/23

JAC 北海道シンポジウム
【日時】2014/2/23 日 10 時～17 時
【場所】札幌市産業振興センター（セミナールーム 7）
札幌市白石区東札幌 5 条 1 丁目 1－1
【講師】
河野豊三

先生

「本格的な心理学（選択理論）のカイロプラクティックへの応用」
村上佳弘

先生

「カイロプラクティック教育の現状と今後の発展について」
【費用】JAC 会員

5 千円、非会員

6 千円

【お問合わせ】JAC 北海道ブロック
e-mail:qqfa5np9@happytown.ocn.ne.jp
2014/02/02

第四回 JCR-IBCE カイロプラクティック統一試験
【日時】2014/2/2 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 2014 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 JCR 登録条件を満たしていない CCE 認可カイロプラクティック大学卒業生
【受験料】35,000 円
【問い合わせ先】03-3578-9390 Email webmaster@chiroreg.jp

