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本部湯島教室開催講座
『筆跡診断士養成セミナー』
講師：森岡恒舟・マダム忍田・

石崎泉雨
開講中！
・初級コース

『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
初級〜研究科

随時受付

『筆跡鑑定人養成講座』
通信講座

随時受付中

受講回数…全10回

毎月第3土曜

無料体験受講から本格的に勉強を
始め資格を取得し、多方面で活躍さ
れている方がたくさんいらっしゃい
ます。
お問い合せ
TEL03，3837−7531FAX03−3837−7621
renraku＠sogeikai．com

講師…森岡恒舟・池田まとい・
斉藤ゆうほ他

時間…13：00〜15：00

・中級コース

受講料・・・81，000円（税込）
お支払…郵便振込

毎月第3土曜
時間…15：30〜17：30

（株）相垂会00180−8−91640

『筆跡鑑定講座・中級』

筆跡アドバイザーの資格を
有する者

時間…13：00〜16：00

『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
予約制

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

受講資格…筆跡診断士または

毎月第4日曜（全5回）

初級〜研究科

☆みんなで学ぶネットスクール

お問い合せは

〜筆跡でバラ色の人生を！〜

筆跡診断士マダム忍田が、文

字の力とその活用法を伝授。「口」

TEL03−3837−7531FAX O3−3837−7621

お申込用紙をお送りいたします。
お気軽にお問い合せください。

「様」を書いて撮影の上、提出し

ていただき、プチ診断。
受講料1，980円

随時受付

◎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。

現在、本部では2〜3名の少人数

のグループレッスンを行っています。

生徒さんより好評をいただいており

＊『筆跡診断士養成セミナー』

無料体験レッスン

ます。

随時受付中！l

田
☆

筆跡診断rGarnet FlagJ
http：／／garnet−flag．com／

☆メルマガ
「今こそ！手書き文字革命」
毎週火■金 配信中！
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◇メン〝ト顔茅中′′

【森岡会長からのコメント】
自分の中にあるものを他の人に
伝えたいと思うこと、それが喋る
言葉になり、書く字になったと思
う。そして同じ伝えるのなら、ほ
んとうに伝えたいと思うことがき
ちんと伝わり、相手にきちんと受
けとめてもらいたいものである。
その上で自分の喋り方、自分の字
の書き方が相手により好感を持っ

初心者も大歓迎
書道サークル『蕎薇の会』
楽しく一緒に学びましょう
場所：湯島本部教室

日時：月1回ペース 時間はフリー
（皆で相談して都合の良い日に決めています）

′ゝ、てもらえればそれに越したことは
ない。
私は子供の頃、どもりで喋るの
が苦手だった。誰もいない海岸で

7月22日、マダム忍田先生を中心に、筆跡診断士

にも講師の字がきたなくては困りますよね。また、
歴史上の人物の「書」を研究するのも筆跡診断に
とても役に立つと思います。一人より二人、二人
より三人と、どんどん輪を広げて行きたいと思い
ます。今はまだ数名の集まりですが、みんなで学
べば楽しさも倍増すると思います。勉強ばかりで

はなく、飲み会なんかもありますよ日

参加ご希望の方は
TEL：03−3837−7531

FAX：03−3837−7621

海に向かって声を張り上げて訓練
したことがあった。字が下手で、
ラブレターをもっと感じよく書き
たいものと、字の上手なガーづレフ
レンドの字を繰り返し似せて書いた
こともあった。訓練は何らかの形で
自分に返って来る。筆跡診断も私にとってはその結果である。一緒
に訓練したいという同志が増える喜びはこの上ないものである。
【マダム忍田先生からも一言】
「文字に関心を持って書く」という筆跡の基本をより深く研究し
ていく仲間が集まりました。筆跡を学んでいく中で、書道を勉強す
る必要性を感じ、この『薔薇の会』を発足いたしました。光栄にも

7／22本部湯島教室にて

〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆〜☆

有資格者数名が集まり、書道サークル『薔薇の会』
がスタートしました。講師は会長 森岡先生が引き
受けてくださいました。
以前から、筆跡診断士の中から書道の勉強もし
たいという要望が多くありました。診断書を書く

森岡会長が、ご指導してくださることになり、7／22第1回目の講
義で最初に森岡会長から書道の根本的な基礎知識（文字・紙・筆記
用具・筆など）について、貴重な話がありました。
私たちは書道を通して、一字一字の文字の大切さを再認識し、筆
跡の特徴をより深く学んでいきたいと思っていますこ筆を持ったこ
とが無いという超・超初心者も大歓迎です。皆さんのご参加、お待
ちしております！
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◇本部湯島教室 生徒募集中！！
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五感を磨く、筆時間 〜辞心華（ユウシンカ）〜

字を書くのが苦手な方、書道をやってみたい方、診断
書を美しい文字で書きたい方、お気軽にご参加ください。

文字の基本（槽書・行書・かな）、毛筆、硬筆を楽しく学
んでいただきます。また、歴史上の人物の筆跡を臨書し、
筆跡診断についての知識を深めます。
【開講日】第2・第4火曜日、17時〜21時（時間内で2時間）

ヽ一

※予約制
9月9日・30日（※第5週）、10月7日・21日、
11月4日・18日、12月9日・22日（※月）

【費用】連続受講の方は月謝制

教室紹介

と︑たて指者会いは
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月1回の添削指導
よる成績評価があり
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【通信コース】

【田中雅子（紫花）プロフィール】
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時間：10：30〜17：00

﹂事よ作なな︑室さ
つ任し書かはは教だ0
打手で︑なでにはくす

「手書き文字

◎お申込み・お問い合わせは湯島本部
TEL

※詳細はお問合せください。
marsa．tnk＠gmail．com O90−6656−4351
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場所：本部湯
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◇相垂会 書道教育学院 講座
講師 木村芽裕

月8000円、単発5000円

（書道用具貸出）

書家（2008年日展入選）、筆跡診断士。

創作・発表、店舗・商品ロゴ、タイトル文字デザイン、
筆跡診断、外国人の書道教室、各種ワークショップ開
催中。HP www．marsajapan．com

メトロカルチャー講座
◎マサム恩田の筆跡アドバイ
ザー資格取得講座
開講日時：

語れ横顔の欝数は潔潜心龍のもた
らすもので、攣♯稽薇は日着帯勤と
必ず対応しています．鞭跡診断で貞
労を知り、A間輿儒蓋円清にLたり、
塗1アプアも？l凛は呑舟で変えて、
零せは自分でつかみましょうぎ

①水曜コース（第2・4）
19：00〜20：30

9／10・24・
10／8．22・11／12

（全5回）
②金曜コース（第2・4）10：30〜12：00
9／12・26・10／10．24・11／14（全5回）

03−3837−7531

受講料：16，200円（税込）＋テキスト代1，944円（税込）
他に筆跡アドバイザー3級 受験料2，160円（税込）
認定料3，240円（税込）

日本橋タカシマヤ主催

1日講座
講師 石崎泉雨

会場：日本筆跡診断士協会本部
東京都文京区湯島3−8−9 マツモ圧やル3F

脳のトレーニング

お申込み方法

筆跡診断による
「筆ペン・小筆の練習」

①インターネットのメトロガイドHP（http：／／metrogui

筆のトレーニングは脳の活性化を
図ります。「暮らしの書」よりお礼
状、お見舞い、お祝いなどを練習し
「美文字」の書き方も学びます。
日時：8月30日（土）13：00〜14：30

会場：戸田ビル1F教室
受講料：会員3，240円

一般3，540円（教材費含む）

持参品：ご自分が使いやすい筆ペンか小筆
※墨・半紙は教室にて用意いたします。

de．jp／）から

・お申込み後、確定のメールをご案内します。

②FAXからのお申込みは

03−5644−7249

③はがきでのお申し込みは
〒103−8548東京都中央区日本橋小網町14−1

日刊工業新聞メトロガイド編集室
「メトロカルチャー講座」係

②③は担当より直接ご連絡させていただき、お申込み確
定とさせていただきます。
◎講座内容の詳細は8月5日発行の「メトロガイド」9月号

（地下鉄各駅にて無料配布中）、または、メトロガイド
お問い合せ：日本橋高島屋セミナー事務局
TEL：03−6867−1674

HP（http：／／metroguide．jp／）をご覧下さい。

