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『筆跡診断士養成セミナー』
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お問い合せ

『筆跡鑑定講座・中級』
毎月第4日曜（全5回）

TEL03−3837−7531

時間…13：00〜16：00

renraku＠sogeikai．com

随時受付

FAX O3−3837−7621
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『本部マンツーマン講座』
講師：マダム忍田・斉藤ゆうほ・
池田まとい
初級〜研究科
予約制

今
月

本部湯島教室開催講座

☆みんなで学ぶネットスクール
N−Academy

自分を知り・相手を知る！
インターネットで学ぶ

筆跡心理学入門

◎お友達と一緒に…などグループレッス
ンも可能ですのでご相談ください。

〜筆跡でバラ色の人生を！〜

筆跡診断士やダム忍田が、文字の

『本部通信講座』
講師：内田昭雄・マダム忍田・
斉藤ゆうほ・池田まとい

プチ診断。受講料1，980円

随時受付

今年も開催決定J

ETmail：school−info鮎−aCademy．jp

機

初級〜研究科

力とその活用法を伝授。「口」「様」
を書いて撮影の上、提出していただき、

第3回筆跡診断士による小品書展
出展作品募集中！

会期…平成26年8月28日（木）13：00〜18：30
8月29日（金）11：00〜18：30

まだ間に合います。皆様のご応募お待ちしております。

8月30日（土）11：00〜18：30
8月31日（日）11：00〜17：00

☆作品規格

半切以内とする（漢字、かな、 詩文、蒙刻、刻字、絵手

会場…銀座アートスペース
東京都中央区銀座6−3−2
ギャラリーセンタービル4F
TE L O3−3573−1271

書道部会主催による「筆跡診断士による小品
書展」は早くも三回目を迎えます。今年は上記
の日程で開催いたします。第1回・2回展ともに
出品者の意気込みが伝わり、多くの賛辞を頂き
ました。さらに良いも
のをと開催に向けて研
数等農機交重点
鉾を積んで参りました。
皆様に楽しんでいただ
ければ幸いです。
ご多用中とは存じま
すが、お誘い合わせの
上、お立ち寄り下さる
東京メトは丸の内感・日比谷線・銀座線「頒塵禦j
よう、お願い申し上げ
ます。（小川畢帆）
中央監腰適用沌−2寺子†ラダーセ′クーがみ4F
Tも1 03−3573−1271

C2dicJより徒歩1分JR有楽町訳より徒歩2分

調薬町淡ノ郡傍三厩劇からも地下から鳩絡

紙、その他）
☆出品料15，000円（税込み）

出品希望者はお急ぎください。折り返し「小品書展参加へ

のお願い」ほか関係書類をお送りします。

☆作品提出締切り
平成26年7月19日（土）

☆参加定員・・・ 30人
☆作品指導
希望者には展覧会に出品
できるレベルまで書道部
会指導委員がアドバイ
スいたします。
（銀座アートスペース）

お問い合わせは協会本部を経由し、世話人の小川までお
願いいたします。

☆お問合せ先
日本筆跡診断士協会
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◇セミナー告知

指導者向けテキスト発売中！！
基礎篇・応用篇課題集
日本筆跡診断士協会

監修

夕刊フジ創刊45周年
「オレンジ世代」
応援キャンペーン
イベント

森岡恒舟

同
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同

0ヮ白文！を

13〜24で

すパで 0に生
まを断 滑人
円い
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応用篇の1〜24で

『マダム忍田の
筆跡診断』セミナー

文字には不思議な力があり
分の書き癖を変えることで運
アップできるのです。筆跡診
り、他人を知ることも可能。
見や人間関係を
ますます明る

1級資格

発てう
再えよ
分変し
知日をま
をで跡り

のテストを受けられるよう組み立てております。

② 各講座とも、課題とその解答を添付しており、基礎篇・応用篇

ヽ

のテキストと併用することにより、実力向上に役立っでしょう。
とくに基礎篇の講座では、【演習】欄を設け、課題の充実を図

自︼分字筆送

（特徴）
① 双方とも、講座を前半・後半の2つ（各12講座）に分けてあり、
それにそって学習すれば所定のコースを終えられるよう構成さ
れています。
基礎篇の1〜12の学習で、アドバイザー 3級資格

りました。

開催日：声月20日（火）
時間：19：00〜21：00

③ 将来、筆跡診断士となるためには一般教養の習熟が大切です。
この充足は学習者個人の心得次第ですが、必要な周辺知識の解
説も可能な限り収録しております。

会場：大手町サンケイビル会議室
7F・7A

参加費：3，500円（税込）

持ち物：筆記用具
詳細：夕刊フジ

価格

03−3270−4689

申込は

基礎篇課題集…前期6，000円＋（税） 後期6，000円＋（税）

FAX O3−3243−8490

応用篇課題集…12，000＋（税）

はがき応募
〒100−8160

お申込は
日本筆跡診断士協会
〒113−0034

東京都千代田区大手町1−7−2

夕刊フジ「オレンジ世代」事務局

東京都文京区湯島3−8−9

Tel：03−3837−7531

マツモトヒ㍉レ3F

◎定員50名、先着順です。お急ぎくだ
さい。皆様のご参加、お待ちしており
ます。

Fax：03−3837−7621
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（金花堂）から発行される月刊
会報誌『耳決り通信』HNO．7り （隔月掲載偶数月・15日巨
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l 講師：l水橋史希朝
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☆講座：『筆跡診断』（常時開設）
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こ筆跡は語る〜⑥『山本五卜六』

はぜひご覧ください。

をブログで解説

I http：傑鮎避glinfo／

【筆跡特徴】
頭部突出控え目型
転折丸型
横広型
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窃んだか気に馨るあの人の筆跡
（第1回）新横綱 鶴竜
鶴竜力三郎（本名マンガルジヤラピーン・アナンド）
1985年8月10日生まれ

第71代

愛称はアナンダ

モンゴル国ウランバートル出身
血液型A
締め込みの色は青

横綱鶴竜誕生

おめでとう！
【マイオークション ヤフォク！より】

またまたモンゴル出身の横綱が誕生し、いよいよ3横綱
時代が始まります。日本人横綱が0人で寂しい時代が続い
ています。なんだか簡単に横綱昇進してしまった感を受け
る鶴竜ですが、今後の活躍は・・・？

筆跡からは何が読み取れるでしょうか。森岡先生！筆跡
診断お願いします。

筆跡には実によく人間性が出

ています。頭部突出線が控え目で、俺が皆を引っ張ると
いうトップの雰囲気はないが、竜の字の横線左右がすぼ
らしく長い。骨惜しみせずフルに働いている相です。か
つ、あちらこちらの転折部分が全て丸型で大きめ。人柄
にカドがなく、明るく、大物性の一端も備えていると言
えるでしょう。（森岡）

