初級〜研究科
予約制

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：森岡恒舟暮マダム忍田・
石崎泉雨
開講中！毎月第3土曜
・中級コース

随時受付

初級〜研究科

時間…13：00〜15：00

随時受付

通信講座

無料体験レッスン
随時受付中！I
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。

『筆跡鑑定人養成講座』

・初級コース時間…15：30〜17：30

＊『筆跡診断士養成セミナー』

随時受付中

受講回数…全10回

『筆跡鑑定講座・初級』
開講中！毎月第4日曜（全5回）
時間…14：00〜17：00

講師…森岡恒舟・池田まとい・
斉藤ゆうほ他

☆みんなで学ぶネットスクール

受講料…81，000円（税込）

自分を知り・相手を知る！
インターネットで学ぶ

お支払…郵便振込

◎途中から受講希望の方はご相談下さい。

（株）相塾会00180−8−91640

『子ども文字診断・改善法講座』

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

開講中！

者

毎月第4日曜（全10回）

お問い合せは

時間…10：30〜12：30

TEL O3−3837−7531FAX03−3837−7621

◎随時入会可能

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。

『本部マンツーマン講座』
講師：マダム忍田・斉藤ゆうほ
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8月30日（日）

11：00〜17：00

11：00〜18：30

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

済

マダム忍田を中心に筆跡診断士が
集まり、月1〜2回ペースで湯島本
部教室で開催しています。講師は会
長 森岡先生です。書道初心者や、
筆跡診断の勉強をしていない方のご参加も大歓迎
です。毎回10名前後の参加者があり、大変盛り
上がってきています。7月は13日（月）と27

E：

日（月）の10：00〜17：00（時間はフリー）です。

棺書・行書・条幅・硬筆・この一字と幅広く勉
強でき、作品を書道会報誌「相垂」に出品し、昇
級昇段試験を受けることもできます。級や段の取
得は日頃の勉強の励みになると思います。参加者
は皆、確実に昇級、昇段しています。
勉強だけでなく、皆でわいわいガヤガヤと、楽
しく食事をしたり、お菓子を食べたりして良い交
流の場にもなっています。情報交換や、お悩み相
談などもできますよ。いつからでも参加出来ます
ので、興味のある方は、まずは無料体験からどう
ぞ。お待ちしています。
（喬薇の会より）

筆跡診断士

芳田マサヒロ

15日）

彗

健康食品通販の株式会社爽風舎（金花堂）から発行
される月刊会報誌『耳より通信』（隔月掲載偶数月・

宮

◇雑誌連載中！

西

会場…銀座アートスペース

楽しく一緒に学びましょう
書道サークル『薔薇の会』

瑠

11：00〜18：30

受講料1，980円

町

13：00〜18：30

8月28日（金）
8月29日（土）

いただき、プチ診断。

副

会期…平成26年8月27日（木）

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」
「様」を書いて撮影の上、提出して

謂

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』は今年で四回目を迎えます。毎回多
くの賛辞を頂き、出品者は「さらに良い作品を！」と
開催に向けて研鉾を積んで参りました。皆様に楽しん
蟹 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
ち寄り下さるよう、お願い申し上げます。（小川革帆）

筆跡心理学入門

〜筆跡でバラ色の人生を！〜

U通辞て雪崩が

匡亨禦（禦禦こよる小品報
蒜 27年8月27日（村〜30日（日）開催日
rヽ

N−Academy

手書き文字から、書いた人物の性格や行動傾向を推象近

L

現代の著名人碓史上の偉人の筆跡を採り上げて、筆跡診断。
一般に知られている人物像と筆跡から浮かび上がる人物像は
どんな違いがみられるでしょうか）

匿

数寄屋通りとみゆき通りが交差する角のピルの4F

◎湯島本部にて閲覧できます。興味のある方はぜひ
ご覧ください。（今まで掲載された第13回〜24回
も閲覧できます）

彗

第25回〜筆跡は語る〜⑬ 『光明皇后』
東京メトロ丸の内線・日比谷線・銀座線r銀座駅」C2出口より徒歩1分。
※有楽町線■三田繹からも地下から連絡。JR「有楽町駅」より徒歩5分。

筆

跡

第91号（付録P．2）

平成27年（2015年）7月1日

本部主催 貢期特別講習 開催のご案内
『筆跡心理学・コラボによる再発見』
講師：マダム忍田・吉田博行
開催日：平成27年8月8日（土）
時間：13：00〜15：30

場所：日本筆蹟診断士協会 湯島本部
受講料：3，250円（税込み）
筆跡心理学に関し、平素研鉾に励み、ご
努力なさっている会員皆様を対象に、二人
の講師が筆跡学のさらなる発展に繋がる内
容に絞り特別講習を企画いたしました。意
欲的に活動する皆さんにお役に立っものと
確信致します。

（内容）
○ 筆跡心理学の科学性を考える
○ 文字を書く動作の「筆圧」を多面的に追求する
○ 筆跡は生涯どの様に変化するか？実録検証
○ 筆跡診断…診断手法の検討、文章作成
◇ グラフオロジー（筆跡診断とは）
◇ グラフオロジーの歴史
◇ アルファベットでわかること、あなたの性格
◇ 数字で開運診断
☆ 質疑応答
☆ 診断士の活動状況を知る
☆ 情報交換
☆ 起業診断士の実態を紹介

◎筆圧測定器による実演あり（希望者のみ）
多くの皆様のご参加お待ちしております

お問い合せ・お申込みは日本筆跡診断士協会

☆雑誌掲載
ESSE

筆跡診断士 マダム忍田

TEL：03−3837−7531

☆TV出演

「筆跡診断で開運」 全5ページ
◎性格診断や開運法を紹介

活動報告

筆跡診断士 渡辺 渚

①TV出演
平成27年6月22日、フジテレビ

FAX：03−3837−7621

筆跡診断士

芳田マサヒロ

平成27年6月28日（日）18：30〜19：54テレビ東京

2015年9月号（8月7日発売予定）

特集

参加者募集中日

バイキングのひるた

つのコーナーでテーマは「筆跡診断であなたの人間性を
丸裸に！？」です。
出演者に「岡山県東口」と書いていただき、この5つ
の文字から金運、人間関係、スター性、幸せになる度を
診断し、1位〜最下位を出しました。30分の尺という長
い放映時間となり、筆蹟診断の面白さを伝えることが出
来たと思います。

「モヤモヤさまあーず2」に出演。さまあーずのお二

人（三村マサカズさん、大竹一樹さん）と女子アナの

狩野恵里さんが、街をブラブラ歩きながら（今回は私
のオフィスがある押上〜スカイツリー周辺）、モヤモ

ヤスポットを訪ねるという番組。三人に、お名前に
「様」を付けて書いてもらい、それぞれ診断させてい
ただきました。屈託のないお人柄の、さまあーずのお
二人と狩野アナのおかげで、楽しく盛り上がった時間
となりました。

☆7月・8月

講演会

のお知らせ

筆跡診断士

石崎泉雨

①7月3日（金）「履歴書の書き方」

②講演会

時間：13：30〜16：00

平成27年6月17日

曹洞宗

新潟青年部主催で「筆

跡から分かる自分の性格〜コミュニケーション能力を
あげるには」をテーマに講演いたしました。

場所：相模女子大学 コミュニケーション科
②7月12日（日）「文字改善指導者セミナー」
時間：10：30〜12：30

場所：相模女子大学

活動報告

筆跡診断士 田村 沙雪

●准教授 小泉京美さんとのコラボです。

③8月23日（日）心の教育「子どもは文字で訴える」
時間：14：00〜15：30

ラジオ出演

場所：暁星小学校

BSN「午後も一番すっきりワイド」
平成27年6月10日、14：00からメディアシップスタジ

『筆跡』情報では掲載記事を随時募集していま
す。ご希望の方は郵送またはFAXで
宛先：日本筆跡診断士協会
東京都文京区湯島3−8−9

FAX O3−3837−7621

●

〜

●

′

、

′

●

〜

●

〜

●

〜

●

〜

●

〜

●

〜

●

〜

活手動報告

オで取材を受けました。

〒113−0034

〜

マツモげル3F

担当

石上

6月24日（水）、目黒区大岡山小学校・
家庭教育学級で講演いたしました。テーマ

は「子どもは文字で訴える」です。皆様、
熱心に興味をもって聞いてくださいました。
ご参加の 皆様、ありがとうございました。
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