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本部湯島教室開催講座

『本部通信講座』
講師：内田昭雄・マダム忍田・
斉藤ゆうほ・笠木琉玄

『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

初級〜研究科

『筆跡鑑定人養成講座』

開講間近 生徒募集中！
・初級コース

通信講座

時間…15：30〜17：30

講師…森岡恒舟・池田まとい・
斉藤ゆうほ他

開講中！

お支払…郵便振込

◎随時入会可能

（株）相峯会00180−8−91640

『本部マンツーマン講座』
講師：マダム忍田・斉藤ゆうほ
予約制

無料体験レッスン
随時受付中！†

【問い合わせ先】
日本筆跡診断士協会
TELO3−3837−7531FAX03−3837−7621
renraku＠sogeikai．com

◇筆跡診断士

マダム忍田

受講料…81，000円（税込）

時間…10：30〜12：30

初級〜研究科

随時受付中

受講回数…全10回

『子ども文字診断・改善法講座』
毎月第4日曜

随時受付

＊『筆跡診断士養成セミナー』

受講資格…筆跡診断士または筆跡
アドバイザーの資格を有する者

随時受付

☆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
〜筆跡でバラ色の人生を！〜

☆訴知らせ

◎筆跡診断士マダム忍田が、文字

第5回 筆跡診断士による小品書展
28年9月1日（木）〜4日（日）

開催日

恒例となりました書道部会主催による『筆跡診断士による小品書展』は今
年で五回目を迎えます。毎回多くの賛辞を頂き、出品者は「さらに良い作品
を！」と開催に向けて研蜜を積んで参りました。皆様に楽しんでいただけれ

の力とその活用法を伝授します。
（お名前筆跡診断付き）
受講料：8，000円（3カ月分・税別）
※お名前筆跡診断料を含む

Email：schoo卜info＠n−aCademy，jp
http：／／n−aCademy．jp／off／grapho／

ば幸いです。

ご多用中とは存じますが、お誘い合わせの上、お立ち寄り下さるよう、お
願い申し上げます。（小川革帆）
会期…平成28年 9月1日（木）

13：00〜18：30

9月2日（金）
9月3日（土）

11：00〜18：30

9月4日（日）

11：00′〜17：00
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筆跡診断士 山上りるも
プロ野球雑誌 月刊「Dr a g
o n s」（ドラゴンズ）で筆跡診
断の連載中。（毎月22日発売）
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中日ドラゴンズの1軍選手、コー
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お問合せ先
日本筆跡診断士協会

無声ぶ・ヨ丸潮・ロ太巻埠奄妄嶽㈱踵乏畠こより認汐拍一

TEL：03−3837−7531

郎考染中線・貰紛らも檎7封も彗乳j指摘町乳より捻多毛昏々

FAX：03−3837−7621

数寄色濃ぢ 海商貴地つが変景する牽のどかの4r

◆ラジオ予ビュー！
筆跡診断士
7月31日（日）18時〜19時

◇雑誌連載

活動報告Ⅰ
田中雅子

調布FM「気分はいつも

チ、監督の中から毎月1名を選び筆
跡診断をしています。今回（9月
号）は大島洋平（おおしま よう
へい 30歳）外野手の診断をいた
しました。

全国書店にて発売中です（東海

地区以外は大型書店で購入可能）。
ぜひ、ご購読ください。

ホームページ（http：／／www．chuni
chi．co．jp／nbook／dra／）からの購入

も出来ます。

次回は9月22日発売です！

筆跡診断士

八巻典与

◇講座「ぉ習字＆貴方が分かる筆跡診断アドバイス」

6月21日 三鷹市某所で開講いたしました。参加者5名。

ブルースカイ」に出演いたしました。
1時間、書道や筆跡診断をテーマにインタビュー形式

で活動内容や、字を書くことで心を整える方法などを
お話ししました。番組の中で、夏の夕暮れ時をイメー
ジした大好きな曲をかけさせていただき、とても嬉し
い機会になりました。夢がまた一つ実現しました。

活動報告Ⅱ

筆跡診断士

笠木琉玄

◇講座「琉玄の魅力文字教室」
7月28日15；30〜17：30

リビングカルチャー倶楽部（吉

祥寺）で開講。参加者3名。今後も実施予定あり。
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活動報告Ⅲ

本部主催 貢期特別講習レポート
筆跡診断士

芳田マサヒロ

『筆跡心理学・コラボによる再発見』Ⅱ

◇書籍発売

講師：マダム忍田・吉田博行

『なりたい自分になる！筆跡の魔法』
2016年8月5日

開催日：平成28年8月21日（日）

飛鳥新社より発売

時

◇新聞掲載

間：13：00〜15：30

、ヰプ1。貪＿、＿場 所：日本筆跡診断士協会

『なりたい自分になる！筆跡の魔法』の紹介

湯島本部

白ネ薫諺診断士協会さん少妓騒

8月7日 朝日新聞 朝刊 20面
8月21日 朝日新聞 朝刊11面 新刊コーナー

（マダム忍田コメント）

講座の翌日22日は台風が関東を
直撃、荒れた天気になりましたが、
開講日21日は天候に恵まれ幸いで

◎話題の新刊となるよう、協会の皆様の応援とご協力を
よろしくお願いいたします。

した。

◇ラジオ出演
7月20日（本放送）7月23日（再放送）

吉田博行先生による筆圧測定器
を用いた講座や、私のアルファ
ベットのサインの筆跡診断、ま

7月27日（本放送）7月30日（再放送）

た特別講師としてお招きしまし

① FM戸塚 「愛の法則〜ずんぐりと恋の行方」

②

FMラジオつくば「What？Tsukuba！」

たフランソワ リエナールさん、

◎筆跡診断のすごさと面白さをお伝えしました。
本のPRもさせていただきました。

伊藤なおみさんのお話しなど、
とても盛り沢山の内容となりま
した。16名の方が参加してくだ
さいました。
講座の後に、湯島本部で懇親
会を行い、おおいに盛り上がり
親交を深めました。

◇イベント
住友生命お客様感謝デーにて「筆跡診断」イベントを
開催。お客様15名を筆跡診断いたしました。好評をいた
だき次回9月8日のイベントにもお招きいただきました。

活動報告Ⅳ筆跡診断士

山上りるも

◇講演 ① 「筆跡診断」
日時：H28年7月1日（金）13：30〜14：30

場所：（株）中村組（三重県四日市市）
主催：（株）中村組中和会安全大会
一昨年に続き二回目の講演を頂きました。建設
会社 中村組様の業者の皆様を中心に約140名が参
加して下さいました。

◇新聞掲載
H28年7月29日・30日の二日間、日刊スポーツ（全

国版）にて、リオ五輪に出場したメダリスト 内村航平
等13名の筆跡診断をいたしました。良い経験をさせてい
ただきました。

活動報告Ⅴ

筆跡診断士

亀田

純子

◇筆跡診断体験講座

講演 ②「筆跡診断」経営講習会

〜履歴書から分かる「心理的性格診断」

日時：H28年8月6日（月）16：00〜17：30

場所：上富田町商士会 青年部
主催：上富田町商士会
経営者とその奥様約40名が参加してくださいま
した。

6月25日

1：30〜15：00

大阪スローケアパーラー中崎町にて開催。8名の方
がご参加くださいました。

◇イベント
8月28日
たしました。

紀州夢まつり

ブースで筆跡診断をい

◇指導者用 筆跡診断士養成用テキストのご案内

☆☆☆募集中！☆☆☆

◎「筆跡診断・基礎篇」（黄色）Å4 66ページ 価格1．890円（税込）
（副教材）学習要領と課題集1基礎篇
アドバイザー3級取得着用1・・■…・・価格6，亜0円（税込）
アドバイザー2級取得着用日1・1日価格6，亜0円（税込）
◎「筆跡診断・応用篇」（青色）Å4 78ページ 価格2．415円（税込）

『筆跡』情報では掲載記事を随時募集
しています。講座告知・教室の宣伝など
ご希望の方は郵送またはFAXで

（副教材）学習要領と課題集・応用篇（中級着用）

アドバイザー1級取得者用…■1…・価格12，960円（税込）

（副教材）学習要領と課題集・総括篇（上級着用）
◎教科書と副教材を組み合わせて、診断士育成に、ご利用くださるよ
うお願いいたします。
お申し込みは

日本筆跡診断士協会へ

TELO3−3837−7531

日本筆跡診断士協会
〒113−0034東京都文京区
湯島3−8−9 マツモトビル3F
FAX O3−3837−7621

担当石上

