チラシ No.1
タッチの真髄『幸せに生きるための哲学』をテーマに年 12 回企画されています！

プレミアム・チャリティ講 演 会

Produced by
NPO 日本タッチ・コミュニケーション協会
理事長 宇治木敏子

「脳をリラックスさせ、脳力を高める実践」
～アーユルヴェーダの頭皮マッサージ～
◆ 会

場

西区民文化センター
３階 大広間

◆ 参加費

4,000 円

（プレミアム会員の方は参加費無料）
◆ 託

４

児

要相談
（7 か月～未就学児）

メンタルケアには、「ヘッドヒーリング」
脳をリラックスさせ、深い癒しが得られます。
癖になる心地良さでストレスをケアしましょう♪
「アーユルヴェーダ」の正しい頭皮ケアを学び、
いつまでも美しい髪を！
※プレミアム・チャリティ講演会との合同講義です。

15

(土)

毎月１回、宇治木理事長が通っておられる足つぼの
先生の講演会です♪
自宅でできる、家族のケア、そしてセルフケアの方
法を学び、健康増進に活用しましょう！

H２9 年度も、広島県共同募金会・社会課題解決
プロジェクトの募金にご協力頂いた皆様のお陰で・・・

セミナー中の託児料が減免されます。
※減免制度は、コース受講者優先、定員など条件が
ありますので、お申し込みの際にお問合わせください。

【会

場】

東区民文化センター

【時

間】

10：00～12：00

【参加費】

3,000 円

（プレミアム会員の方は参加費無料）
【託

児】

要相談（7 か月～未就学児）

【お申込み・お問い合わせ】
TEL ： ０ ９ ０ -８ ２ ４ ０ -１ ０ ０ ６
FAX ： ０ ８ ２ - ２ ４ ０ - ５ ３ ７ ４
Mail ： touch.premium2015@gmail.com

主催：タッチ・プレミアムの会
共催：NPO 法人日本タッチ・コミュニケーション協会

＊お申込＊

共同募金にご協力をお願いします！
著名な講師陣を迎え、タッチの真髄『幸せに生きるための哲学』をテーマに！

Ｈ29 年度 プ レ ミ ア ム ・ チ ャ リ テ ィ 講 演 会
共同募金にご協力頂いた皆さまには

募金 1 万円で全１２回ご招待
募金５千円で３回ご招待
パスポート贈呈
４月 15（土）

久村 善仁氏
「家庭でできる足つぼ講座」

５月 28（日）

総会記念講演会

６月 23（金）
７月 30（日）
８月 26（土）
９月 24（日）

森田 俊一氏
「ヨーガのお話と実践」
川合 由美子氏
「人格適応論」
山内 宥厳氏
「二人ヨーガ楽健法」
パティル・シーマ氏
「アーユルヴェーダの健康法」

宇治木 敏子氏
 日本タッチ・コミュニケーション協会 理事長
 呉市男女共同参画推進審議会委員
 日本交流分析協会認定 交流分析士・准教授
 TA 心理カウンセラー
 日本アーユルヴェーダ学会認定 教師
１０月 1（日）
１１月 18（土）
１２月 21（木）
１月未定
２月 17（土）
３月 10（土）

飯田 國彦氏
「傾聴法」
井手口 ヤヨイ氏
「プレゼンテーションワーク」
宇治木 敏子氏
「ストレスに強くなるトレーニング」
宇田 成徳氏
「幸せにしかなれない話」
宇治木 敏子氏
「ストレスに強くなるトレーニング」
飯田 國彦氏
「心が楽になるワーク」

飯田 國彦氏

井手口 ヤヨイ氏

 日本ﾀｯﾁ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会 理事
 NPO 法人日本交流分析協会前理事長
 NPO 法人子どもの権利支援ｾﾝﾀｰ
 ぱれっと・児相家族相談員
心理カウンセラーとして、包容力のある心理
学講座は定評がある。タッチの応援団長。

 生きがい情報士
 TA インストラクター
 キャリアアドバイザー
 メンタル心理カウンセラー
 チャイルドカウンセラー
プレゼンテーションのスペシャリスト。

宇田 成徳氏
 日本ﾀｯﾁ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会 理事
 宇田技術研究所代表
松下電器産業で、多数の発明を重ね、特
許登録件数180件以上を誇る。発明家とし
て活躍する一方、講演活動にも力を入れ
ている。

川合 由美子氏
 日本交流分析協会 理事長
福徳銀行にて行員教育・事務企画等に当
る。日本経営協会講師、銀行系コンサルタ
ント会社管理職を経て、現在に至る。
タッチでは、「人格適応論」の講義が人気。

久村 善仁氏

パティル・シーマ氏

 中国足心道治療院院長
毎月１回、宇治木理事長が通っておられ
れる足つぼの先生。自宅でできる、家族
のケア 、そしてセルフケア の方法を学
び、健康増進に活用しましょう。

 ヘナ&アーユルヴェーダ専門家

森田 俊一氏
 日本ﾀｯﾁ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会 理事
 産婦人科医師 ●整形外科医師
 日本マタニティ・ヨーガ協会代表
医学理論に基づいたマタニティ・ヨーガの指
導を実践し、マタニティ・ヨーガ教室の運営
やインストラクターの養成まで幅広く活動。

1965年インド・ゴア市に生まれる。2000年に
有限会社ムクティを設立。アーユルヴェーダ
の商品開発、書籍などの執筆を手がけ、ス
クールのプロデュース、講師を務め、日本各
地に多くの生徒を持つ。

山内 宥厳氏
 日本ﾀｯﾁ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会 理事
 楽健法研究会代表
 磐余山東光寺住職
 楽健寺の天然酵母パン ●詩人
世界 的 に普 及して い る足 ふみ 療法
『楽健法』の主宰者。

主催：NPO 法人日本タッチ・コミュニケーション協会

H２８年度 タッチ・プレミアム講演会レポート

～幸せになるための哲学を学ぶ～
5 月 22 日（日）

【総会記念講演会】 宇治木敏子氏『ストレスに強く生きるために』
飯田國彦氏・川合由美子氏『実践！親のためのレジリエンスレッスン』

自分の言動が、どのように子供に影響を与えているか、あらためて考
えさせられました。日々忙しいと、「つい」ということが多くあるので、
しっかり子供を受け入れ向き合いたいと思います。
（30 代女性）

今、思春期・児童期の子どもを育てています。
幼い時期は過ぎたが何歳になってもストローク
を交換していく（認めていく）ことを意識して
取り入れたいと思う。
（40 代女性）

8 月 20 日（土）

山内宥厳氏
『二人ヨーガ楽健法』

楽健法をしてあげていると身体が温かくなったり心
が穏やかになったりして、思いやりや慈しみの気持
ちに変化していきました。してもらうと身体が軽く
なりスッキリした気分になり気持ち良かったです。
楽健法は自宅で出来るので家族皆と踏み合いっこを
続けたいです。心と身体が元気になるのを実感した
セミナーでした。
（Ｙ.Ｔ.）

タッチの真髄ともいえる講演会です！
★会 場：広島市内
（合人社ウエンディひと・まちプラザなど）
★託 児：要相談 （７ヶ月～未就学児）
※赤い羽根共同募金の活用で託児料減額します。

飯田國彦氏

11 月 19 日（土） 『心が楽になるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ』
子供に対しての傾聴法を学びたいと思い、参加した講演会
でしたが、世の中の大体の問題は傾聴ができていないから
起こっていると聞いて驚きました。しかし確かにお互いわ
かり合えていなくても「相手の心に寄り添って聴いてみる
と解決法が浮かぶ」というのはワークを通じて感じたとこ
ろでした。傾聴の手順、詳しいポイントが学べてすぐに実
践に結びつく身になる講義でした。（Ｈ.Ｔ.）

共同募金にご協力頂いた皆さまには

募金 1 万円で全１２回ご招待
募金５千円で３回ご招待
ご協力をよろしくお願いいたします

パスポート贈呈

共同募金にご協力をお願いします！
平成２９年１月～３月末日まで共同募金にご協力ください。

特定非営利活動法人日本タッチ・コミュニケーション協会
〒730-0043 広島市中区富士見町 11-6 エソール広島９２６号室
TEL090-9464-0560 FAX082-240-5374 Email：touch.premium2015@gmail.com

申込みフォーム

