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日本ホメオパシー医学協会 

 

JPHMAJPHMAJPHMAJPHMA 第第第第 10101010 回回回回記念記念記念記念コングレスコングレスコングレスコングレス開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

    

ホメオパシーホメオパシーホメオパシーホメオパシー    ホップホップホップホップ 2009200920092009、、、、ステップステップステップステップ 2010201020102010、、、、ジャンプジャンプジャンプジャンプ 2011201120112011    

――――    3333 世世世世（（（（過去過去過去過去、、、、現在現在現在現在、、、、未来未来未来未来））））をををを癒癒癒癒すホメオパシーすホメオパシーすホメオパシーすホメオパシー    ――――    

9 月 12 日、13 日に、第 10 回の年次学術大会（コングレス）を国立京都国際会館で開催い

たします。コングレスは、全国で活躍するホメオパスやホメオパスをめざす学生がホメオ

パシーで治癒に導かれた事例を相互に発表、情報交換する場として 2000 年から開催されて

きましたが、昨年度から、ホメオパシー医学のすばらしさを知って頂くために会員以外に

も公開をしております。「出産」「子育て」「アレルギー」「発達障害」「予防」「動物」

「体操」「農業」をはじめ、ホメオパシーの持つ様々な可能性やすばらしさを広く知って

いただくための内容を予定しております。ゲストスピーカーとしては、ホメオパシー創始

者ハーネマンの原点に基づくホメオパシーの研究と実践では第一人者、ジョージ・デミト

リアディス氏をオーストラリアから招聘、私も「発達障害と難治疾患」、「インナーチャ

イルドへのアプローチ」につき２日間にわたって発表を行う予定です。そして、日本ホメ

オパシー財団設立記念をかねての記念大会となります。この機会にホメオパシーのすばら

しさを是非体験して頂きたく、ご案内させて頂きます。ぜひご参加を検討頂きたくよろし

くお願い申しあげます。「「「「ホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーの恩恵恩恵恩恵恩恵がすべてにがすべてにがすべてにがすべてに降降降降りりりり注注注注がんことをがんことをがんことをがんことを！！！！ 

万物生命万物生命万物生命万物生命、、、、そのそのそのその存在自体存在自体存在自体存在自体にににに感謝感謝感謝感謝しししし、、、、命命命命そのものをそのものをそのものをそのものを生生生生きられんことをきられんことをきられんことをきられんことを！！！！」」」」    
日本ホメオパシー医学協会 会長  

由 井  寅 子 

会 期：2009.9.12(土)～13(日) 

会 場：京都市宝が池  国立京都国際会館(アネックスホール)

参加費：（早期割引あり）両日参加両日参加両日参加両日参加 

専門会員・認定会員(12,000 円) 

とらのこ・RAH学生(14,000円) 

一般(18,000 円) 

1111 日参加日参加日参加日参加    

専門会員・認定会員(7,000 円) 

とらのこ・RAH 学生(8,000 円) 

一般(10,000 円) 

※※※※7777 月月月月 15151515 日迄日迄日迄日迄におにおにおにお振振振振りりりり込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合、、、、上記上記上記上記よりよりよりより両日参加両日参加両日参加両日参加 3,0003,0003,0003,000 円引円引円引円引きききき、、、、１１１１日参加日参加日参加日参加 2,0002,0002,0002,000 円引円引円引円引きききき    

＜参加申し込み方法＞  

・JPHMA ホームページ、もしくは最終頁の参加申込書にてお申し込み頂き、直接お支払い頂くか、下

記までご入金ください。振込の場合は会員本人名義にてお願いします。 

  ●ゆうちょ銀行 口座番号 ００１１０－２－ １７６０７０ 

    加入者名 日本ホメオパシー医学協会 

※他金融機関から、ゆうちょ銀行口座へ振込用口座番号 

〇一九（ゼロイチキュウ）店（019） 

当座  0176070  名義 ニホンホメオパシーイガクキョウカイ 

Kyoto Tokyo Tokyo 

平成 21 年 ７月 吉日 
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日本ホメオパシー医学協会 

 

日程日程日程日程：（：（：（：（当日当日当日当日プログラム・スケジュールはプログラム・スケジュールはプログラム・スケジュールはプログラム・スケジュールは追加追加追加追加、、、、変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます））））    

 ■■■■当日当日当日当日プログラムプログラムプログラムプログラム＆＆＆＆スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

    

内容が一部変更になる可能性がございます。最新の内容やホームページにて確認願います。 

検索キーワード「ＪＰＨＭＡ」で検索ください。 

    

第第第第 1111 日目日目日目日目    9.12(9.12(9.12(9.12(土土土土))))     9:30～10:30 受付 

10:30～ 開会宣言開会宣言開会宣言開会宣言 

JPHMAJPHMAJPHMAJPHMA 活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介    海外祝辞披露海外祝辞披露海外祝辞披露海外祝辞披露    財団報告財団報告財団報告財団報告    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶        

10:45～11:30 ゲゲゲゲストスピーチストスピーチストスピーチストスピーチ「「「「現代人現代人現代人現代人のののの心心心心のののの闇闇闇闇をををを救救救救うホメオパシーのうホメオパシーのうホメオパシーのうホメオパシーの可能性可能性可能性可能性 

 心理心理心理心理カウンセラーとしてのカウンセラーとしてのカウンセラーとしてのカウンセラーとしての経験経験経験経験とととと症例症例症例症例からからからから」」」」 斉藤啓一（心理カウンセラー・哲学者） 

11:30～12:45 会長講演会長講演会長講演会長講演ⅠⅠⅠⅠ「「「「インナーチャイルドをインナーチャイルドをインナーチャイルドをインナーチャイルドを癒癒癒癒すホメオパシーすホメオパシーすホメオパシーすホメオパシー」」」」 

       ～～～～精神精神精神精神ケア・ケア・ケア・ケア・心心心心のののの成長成長成長成長へのホメオパシーのへのホメオパシーのへのホメオパシーのへのホメオパシーの応用応用応用応用のののの症例発表症例発表症例発表症例発表～～～～    

       由井寅子（JPHMA 会長） 

12:45～14:00 昼食休憩昼食休憩昼食休憩昼食休憩（ブース展示有・ポスターの見学可） 

         →13:30～14:00 JPHMA 年次総会開催 

14:00～15:00 招聘講演招聘講演招聘講演招聘講演「「「「ホメオパシーホメオパシーホメオパシーホメオパシーのののの科科科科学性学性学性学性とそのとそのとそのとその症例症例症例症例」」」」    

G.デミトリアディス（オーストラリア・ホメオパス・逐次通訳有り） 

15:00～16:40    学会発表学会発表学会発表学会発表・・・・口演口演口演口演（JPHMA ホメオパス ４名） 

16:45～17:45 ●ワークショップワークショップワークショップワークショップ「「「「ホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーの応用応用応用応用・・・・活用活用活用活用のののの可能性可能性可能性可能性・・・・実践例実践例実践例実践例    第第第第 1111 部部部部」」」」 

     ① 精神的精神的精神的精神的ケアへのケアへのケアへのケアへの「「「「フラワーエッセンスフラワーエッセンスフラワーエッセンスフラワーエッセンス」」」」のののの応用応用応用応用とホメオパシーとのとホメオパシーとのとホメオパシーとのとホメオパシーとの併用併用併用併用    

        東昭史（JPHMA 会員、フラワーエッセンス講師・プラクティショナー） 

        岡本祥子（日本ホメオパシーセンター東京本部 JPHMA 認定ホメオパス） 

     ② 「「「「食食食食・・・・料理料理料理料理」」」」分野分野分野分野へのホメオパシーへのホメオパシーへのホメオパシーへのホメオパシー医学応用医学応用医学応用医学応用とととと食事療法体験者食事療法体験者食事療法体験者食事療法体験者からのからのからのからの報告報告報告報告    

        野口清美 （JPHMA ホメオパス・料理研究家） 

        高橋阿津子（JPHMA ホメオパス・食事療法）  

    ③ 「「「「ボディワークボディワークボディワークボディワーク」」」」へのへのへのへの応用応用応用応用、、、、体操体操体操体操、、、、ヨガヨガヨガヨガ、、、、スポーツへのスポーツへのスポーツへのスポーツへの実践例実践例実践例実践例報告報告報告報告    

       増田敬子（JPHMA ホメオパス・スポーツ学） 

       松本泰子（JPHMA ホメオパス・ヨガ師範） 

④ 「「「「美美美美」」」」へのホメオパシーのへのホメオパシーのへのホメオパシーのへのホメオパシーの応用応用応用応用～～～～ホメオパシーエステのホメオパシーエステのホメオパシーエステのホメオパシーエステの実践実践実践実践～～～～    

        森 真紀（JPHMA 会員・エステシャン）他予定 

17:50～18:30 ●ポスターポスターポスターポスター発表発表発表発表    第第第第１１１１部部部部 ※※※※アネックスホールアネックスホールアネックスホールアネックスホール内内内内で予定 

18:30～20:00 財団設立記念財団設立記念財団設立記念財団設立記念パーティーパーティーパーティーパーティー  

会長挨拶、来賓挨拶、懇親会、余興 

 

６月１9 日時点最新版 
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第第第第 2222 日目日目日目日目    9.13(9.13(9.13(9.13(日日日日))))  8:30～09:00 受付    

9:00～10:00 ●ワークショップワークショップワークショップワークショップ「「「「ホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーの応用応用応用応用・・・・活用活用活用活用のののの可能性可能性可能性可能性・・・・実践例第実践例第実践例第実践例第２２２２部部部部」」」」 

   ①①①①整体整体整体整体とホメオパシーとのコラボレーションによるとホメオパシーとのコラボレーションによるとホメオパシーとのコラボレーションによるとホメオパシーとのコラボレーションによる施術革新施術革新施術革新施術革新    

大野慎吾（JPHMA ホメオパス・整体師） 

   ②②②②鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸にホメオパシーをにホメオパシーをにホメオパシーをにホメオパシーを加加加加えることでえることでえることでえることで広広広広がるがるがるがる可能性可能性可能性可能性    

       片山明子（JPHMA ホメオパス・鍼灸師） 

   ③③③③ミネラル・ミネラル・ミネラル・ミネラル・栄養調節機能栄養調節機能栄養調節機能栄養調節機能とデトックスへのとデトックスへのとデトックスへのとデトックスへの応用応用応用応用    

       ～～～～ホメオパシーホメオパシーホメオパシーホメオパシー版版版版サプリメントティッシュソルトをサプリメントティッシュソルトをサプリメントティッシュソルトをサプリメントティッシュソルトを使使使使ったケースったケースったケースったケース紹介紹介紹介紹介～～～～    

      山内知子（日本ホメオパシーセンター京都本部 JPHMA ホメオパス・薬剤師） 

      麻野輝恵（日本ホメオパシーセンター京都本部 JPHMA ホメオパス） 

      ④④④④ホメオパシーでホメオパシーでホメオパシーでホメオパシーで飼飼飼飼いいいい主主主主とととと動物動物動物動物のののの心心心心とととと体体体体のケアをのケアをのケアをのケアを同時同時同時同時にににに行行行行うううう    

～～～～ものものものもの言言言言わぬわぬわぬわぬ動物動物動物動物のののの健康健康健康健康、、、、感情感情感情感情、、、、潜在意識潜在意識潜在意識潜在意識をををを測定測定測定測定するするするするＱＸ～ＱＸ～ＱＸ～ＱＸ～    

       宮野のりこ（JPHMA ホメオパス、アニマルホメオパス・獣医師） 

笹木眞理子（JPHMA ホメオパス、アニマルホメオパス・獣医師） 

10:20～12:00 トーキングセッショントーキングセッショントーキングセッショントーキングセッション    ⅠⅠⅠⅠ 

「「「「現代医学現代医学現代医学現代医学とホメオパシーがとホメオパシーがとホメオパシーがとホメオパシーが手手手手をををを結結結結ぶことでぶことでぶことでぶことで真真真真のののの統合医療統合医療統合医療統合医療がががが完成完成完成完成するするするする（（（（仮題仮題仮題仮題））））」」」」  

 酒向 猛（セントマーガレット病院 医学博士 「癌を克服するために」著者） 

「「「「子子子子どもにやさしいどもにやさしいどもにやさしいどもにやさしい医療医療医療医療とはとはとはとは（（（（仮題仮題仮題仮題）」）」）」）」    毛利 子来（毛利医院 小児科医） 

「「「「ホメオパシーホメオパシーホメオパシーホメオパシー    子育子育子育子育てててて論論論論（（（（仮題仮題仮題仮題））））」」」」        桜沢エリカ（漫画家）、由井寅子    

12:00～13:2 0 昼食休憩 

  ●ポスターポスターポスターポスター発表発表発表発表    第第第第２２２２部部部部を予定 ※アネックスホール内で予定 

13:20～13:30 アトラクションアトラクションアトラクションアトラクション&&&&記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影、、、、来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞来賓祝辞、、、、財団認定証授与式式典財団認定証授与式式典財団認定証授与式式典財団認定証授与式式典    

13:30～15:30  会長講演会長講演会長講演会長講演ⅡⅡⅡⅡ    

「「「「なぜなぜなぜなぜホメオパシーでホメオパシーでホメオパシーでホメオパシーで自閉自閉自閉自閉、、、、多動多動多動多動などのなどのなどのなどの発達障害発達障害発達障害発達障害やややや難治疾患難治疾患難治疾患難治疾患がががが治癒治癒治癒治癒するのかするのかするのかするのか        

そのメカニズムそのメカニズムそのメカニズムそのメカニズムとととと症例紹介症例紹介症例紹介症例紹介」」」」                                                                    由井寅子    

15:35～16:55  トーキングセッショントーキングセッショントーキングセッショントーキングセッション    ⅡⅡⅡⅡ    「「「「ホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーのホメオパシーの可能性可能性可能性可能性」」」」    

       メンタルケアメンタルケアメンタルケアメンタルケア、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てててて、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー、、、、予防予防予防予防、、、、免疫免疫免疫免疫、、、、栄養栄養栄養栄養、、、、    

難病難病難病難病（（（（癌癌癌癌、、、、発達障害発達障害発達障害発達障害、、、、潰瘍性大腸炎潰瘍性大腸炎潰瘍性大腸炎潰瘍性大腸炎 etc.etc.etc.etc.）、）、）、）、動物動物動物動物、、、、農業農業農業農業、、、、各種各種各種各種セセセセラピーラピーラピーラピー、、、、    

健康管理健康管理健康管理健康管理、、、、現代医学現代医学現代医学現代医学とのとのとのとの協力相互補完体制協力相互補完体制協力相互補完体制協力相互補完体制、、、、海外事情海外事情海外事情海外事情、、、、科学性科学性科学性科学性    etc.etc.etc.etc.    

    G・ディミトリアディス、酒向猛、斉藤啓一、毛利子来、桜沢エリカ、 

青砥潤子、宮城勝子（JPHMA 認定ホメオパス・養護教諭）、鈴木陽子 

（JPHMA 認定ホメオパス・ハーブ園経営）由井寅子 他予定 

16:55～ 閉会閉会閉会閉会のののの辞辞辞辞    
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＜＜＜＜そのそのそのその他各種他各種他各種他各種ごごごご案内案内案内案内＞＞＞＞    

 

１．パーティーパーティーパーティーパーティー、、、、アトラクションアトラクションアトラクションアトラクション、、、、同種療法士財団認定書授与同種療法士財団認定書授与同種療法士財団認定書授与同種療法士財団認定書授与、、、、来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶    

日 時：9 月 12 日(土) 18:30～20: 00 予定 

会 場：京都市宝が池 国立京都国際会館 (会館内「さくら」で予定) 

会 費：5,000 円（一般参加可能、事前登録制 ※当日も受け付けております） 

服 装：JPHMA 会員の方は盛装でご参加ください。 

 

２．協賛企業展示 

国立京都国際会館(アネックスホール)ロビーにて各種協賛企業による展示を行います

ので是非お立ち寄りください。 

 

３．会員の皆さまは、学術会議への動員・招待・広報活動、学術成果発表への応募、事前

及び当日の準備、プログラム広告協賛、ブース出展協賛、寄付などの活動のご協力を

是非お願いします。 

   

問い合わせ先：日本ホメオパシー財団 日本ホメオパシー医学協会（JPHMA）事務局 

       Tel.03-5452-8103、Fax03-5452-8104, E-mail office@jphma.org 

＜＜＜＜会場会場会場会場アクセスアクセスアクセスアクセス・・・・国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト＞＞＞＞    

 



 

5 

 
日本ホメオパシー医学協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メインメインメインメイン会場 

地下鉄駅 

パーティー会場 
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日本ホメオパシー医学協会 

FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----5452545254525452----8104810481048104 

＊＊＊＊下記下記下記下記のののの該当該当該当該当するするするする項目項目項目項目にチェックをにチェックをにチェックをにチェックを入入入入れれれれ、、、、必要事項必要事項必要事項必要事項をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

JPHMAJPHMAJPHMAJPHMA 第第第第 10101010 回記念回記念回記念回記念コングレスコングレスコングレスコングレス参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

＊＊＊＊７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金））））までにおまでにおまでにおまでにお振振振振りりりり込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合はははは、、、、おおおお得得得得なななな早期割引早期割引早期割引早期割引がががが適用適用適用適用となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

    

両日参加両日参加両日参加両日参加    ※※※※早割早割早割早割 3000300030003000 円引円引円引円引    

□ 専門会員・認定会員 12,000 円        

□ とらのこ・RAH 学生（非会員）14,000 円 

□ 一般 18,000 円  

    

9999 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))のみのみのみのみ参加参加参加参加※※※※早割早割早割早割 2000200020002000 円引円引円引円引                9999 月月月月 13131313 日日日日((((日日日日))))のみのみのみのみ参加参加参加参加※※※※早割早割早割早割 2000200020002000 円引円引円引円引    

□ 専門会員・認定会員 7,000 円        □ 専門会員・認定会員 7,000 円 

□ とらのこ・RAH 学生（非会員）8,000 円   □ とらのこ・RAH 学生（非会員）8,000 円 

□ 一般 10,000 円              □ 一般 10,000 円 

    

弁当弁当弁当弁当：：：：    □9 月 12 日（土）1,300 円（茶付）    

                □9 月 13 日（日）1,300 円（茶付） 

＊弁当は事前のお申し込みに限りご準備いたします。ご希望の方はコングレス参加申し込み時に

併せてお申し込みください。弁当のご予約受付は 8888 月月月月 28282828 日日日日（（（（金金金金））））までとなりますのでご注意

ください。なお、京都国際会館内にはレストランもございます。 

    

パーティパーティパーティパーティーーーー参加参加参加参加：：：：    □9 月 12 日（土）18:30～  お一人様 5,000 円 

    

振込先振込先振込先振込先：：：：参加費、弁当代およびパーティー代（申込される方のみ）を併せてお振り込みください。 

＊事前振込事前振込事前振込事前振込でのでのでのでの参加申込受付参加申込受付参加申込受付参加申込受付はははは 8888 月月月月 28282828 日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまでとなります。8 月 29 日（土）以降にお申

し込みの場合は当日受付にてコングレス参加費をお支払ください。 

＊事前にお支払いされた代金はいかなる理由でも返金いたしません。ご了承ください。 

  ●ゆうちょ銀行 口座番号 ００１１０－２－ １７６０７０ 

      加入者名 日本ホメオパシー医学協会 

※他金融機関から、ゆうちょ銀行口座へ振込用口座番号 

〇一九（ゼロイチキュウ）店（019） 

当座  0176070  名義 ニホンホメオパシーイガクキョウカイ 

上記事項に同意の上、申込いたします。 

ごごごご所属所属所属所属・ご・ご・ご・ご役職役職役職役職                                                    おおおお名前名前名前名前 

             

                                          

                〒 

住所住所住所住所：                                        

電話番号電話番号電話番号電話番号：                   

お問い合わせ先：日本ホメオパシー財団 日本ホメオパシー医学協会 第１０回学術大会事務局 

TEL０３－５４５２－８１０３、FAX０３－５４５２－８１０４、E-mail office@jphma.org 


