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日本ホメオパシー医学協会 
第 10 回記念コングレス開催（京都）のご案内と取材のお願い 

ホメオパシー ホップ 2009、ステップ 2010、ジャンプ 2011 
― 3 世（過去、現在、未来）を癒すホメオパシー ― 

 
9 月 12 日、13 日に、第 10 回の年次学術大会（コングレス）を京都国際会館で開催いたし

ます。コングレスは、全国で活躍するホメオパスやホメオパスをめざす学生がホメオパシ

ーで治癒に導かれた事例を相互に発表、情報交換する場として 2000年から開催されてきま

したが、昨年度から、ホメオパシー医学のすばらしさを知って頂くために会員以外にも公

開をしております。「出産」「子育て」「アレルギー」「発達障害」「予防」「動物」「体操」「農

業」をはじめ、ホメオパシーの持つ様々な可能性やすばらしさを広く知っていただくため

の内容を予定しております。ゲストスピーカーとしては、ホメオパシー創始者ハーネマン

の原点に基づくホメオパシーの研究と実践では第一人者、ジョージ・デミトリアディス氏

をオーストラリアから招聘、私も「発達障害と難治疾患」、「インナーチャイルドへのア

プローチ」につき２日間にわたって発表を行う予定です。そして、日本ホメオパシー財団

設立記念をかねての記念大会となります。この機会にホメオパシーのすばらしさを是非体

験して頂きたく、ご案内させて頂きます。ぜひ取材を含めご検討頂きたくよろしくお願い

申しあげます。 

「ホメオパシーの恩恵がすべてに降り注がんことを！ 
万物生命、その存在自体に感謝し、命そのものを生きられんことを！」 

平成 21 年 6 月 吉日 
日本ホメオパシー医学協会会長  

由 井  寅 子 
会 期：2009.9.12(土)～13(日) 
会 場：京都市宝が池 国立京都国際会館(アネックスホール)

日本ホメオパシー医学協会（JPHMA）は、自然治癒力が触発されることで、自らの力で治癒に

導かれる、このすばらしいホメオパシー療法の国民への普及をはかり、自らの健康は自らが守

るという国民の健康意識向上を図る活動を行っています。また、日本におけるホメオパス（ホメ

オパシー療法家）の職業地位向上をはかるために、年次学術大会の運営、学術誌の発行、ホメオ

パスへの継続的な教育活動の実施、ホメオパス職業保険の運用、認定するホメオパシー教育機

関や日本ホメオパシーセンターの管轄・指導なども行っています。また、世界 27 カ国、30 の

ホメオパシー団体が加盟する国際ホメオパシー評議会（ICH）に、2006 年から加盟し、その一

員として国際的な活動を行っています。 
 
日本本ホメオパシー医学協会（Japanese Homoeopathic Medical Association） 
〒151-0061 東京都渋谷区初台 2-1-4   
TEL：03-5452-8103／FAX：03-5452-8104 
URL: http://www.jphma.org/ ←「ホメオパシー」についての詳細はこちらをご覧ください。 
E-mail:office@jphma.org 

Kyoto Tokyo Tokyo 

http://www.jphma.org/�


 

 

 

日本ホメオパシー医学協会 第 10回の年次学術大会（コングレス） 

会 期：2009.9.12(土)～13(日) 
会 場：京都市宝が池 京都国際会館(アネックスホール)
参加費：両日参加 

専門会員・認定会員(12,000円) 
とらのこ・RAH 学生(14,000

円) 
一般(18,000 円) 

1 日参加 
専門会員・認定会員(7,000 円) 
とらのこ・RAH 学生(8,000 円) 
一般(10,000 円)

 
第 10 回の年次学術大会（コングレス）プログラム案（2009年 6月 20日現在） 

招聘ゲストとの関係で、内容が変更になる可能性がございます。最新の内容やゲストスピ

ーカーなどはホームページにて順次公開していきます。なお、口演、ポスター発表の抄録

集は 8月発行予定です。 

 
第 1 日目 9.12(土) 

9:30～10:30 受付 
10:30～ 開会宣言 

JPHMA 活動紹介 海外祝辞披露 財団報告 会長挨拶  
10:45～11:05 ゲストスピーチ「現代人の心の闇を救うホメオパシーの可能性」 
        斉藤啓一（心理カウンセラー） 
11:05～12:45 会長講演Ⅰ「インナーチャイルドを癒すホメオパシー」 
       ～精神ケア・心の成長へのホメオパシーの応用の症例発表～ 
        由井寅子（JPHMA 会長） 
12:45～14:00 昼食休憩（ブース展示有・ポスターの見学可） 

         →13:30～14:00 JPHMA 年次総会開催 
14:00～15:00 招聘講演「ホメオパシーの科学性とその症例」 

G.デミトリアディス（オーストラリア・ホメオパス・逐次通訳有り） 
15:00～16:40 学会発表・口演（JPHMA ホメオパス ４名） 
16:45～18:30 

●ワークショップ「ホメオパシーの応用・活用の可能性・実践例 第 1 部」 
     ① 精神的ケアへの「フラワーエッセンス」の応用とホメオパシーとの併用 
         東昭史（JPHMA 会員、フラワーエッセンス講師・プラクティショナ

ー） 
         岡本祥子（JPHMA 認定ホメオパス） 
     ② 「食・料理」分野へのホメオパシー医学応用と食事療法体験者からの報告 
         野口清美 （JPHMA ホメオパス・料理研究家） 
         高橋阿津子（JPHMA ホメオパス・食事療法）  
    ③ 「ボディワーク」への応用、体操、ヨガ、スポーツへの実践例報告 
        増田敬子（JPHMA ホメオパス・スポーツ学） 
        松本泰子（JPHMA ホメオパス・ヨガ師範） 



 

 

④ 「美」へのホメオパシーの応用～ホメオパシーエステの実践～ 
         森 真紀（JPHMA 会員・エステシャン）他予定 
 ●ポスター発表 第１部 ※アネックスホール内で予定 
 
18:30～20:00 財団設立記念パーティー  

同種療法士財団認定証授与、会長挨拶、来賓挨拶、余興 
 
第 2 日目 9.13(日) 
 8:30～09:00 受付 

9:00～10:00 ●ワークショップ「ホメオパシーの応用・活用の可能性・実践例第２部」 
   ①整体とホメオパシーとのコラボレーションによる施術革新 

大野慎吾（JPHMA ホメオパス） 
   ②鍼灸にホメオパシーを加えることで広がる可能性 
       片山明子（JPHMA ホメオパス・鍼灸師） 
   ③農業・ハーブ農園へのホメオパシー応用とマザーチンクチャーの可能性 
       鈴木陽子（JPHMA 認定ホメオパス、ハーブ農場・カフェ経営） 

戸塚二男、米丸輝久、由井寅子（ホメオパシー自然農法実践家）  
   ④ミネラル・栄養調節機能とデトックスへの応用 
       ～ホメオパシー版サプリメントティッシュソルトを使ったケース紹介～ 
       山内知子（JPHMA ホメオパス・薬剤師） 
       麻野輝恵（JPHMA ホメオパス） 
 
10:00～12:00 ●トーキングセッション「ホメオパシーの可能性」 
   ①心を癒すホメオパシー、インナーチャイルドなどメンタルケア 
       斉藤啓一（心理カウンセラー） 

由井寅子 
   ②妊娠・出産・子育てをサポートするホメオパシー 
       ゲスト及び JPHMA ホメオパス・助産師予定 

由井寅子 
   ③アレルギーとは何か、ホメオパシーでの改善が語るもの 
       西田稔子（JPHMA 認定ホメオパス） 

由井寅子 他予定 
   ④難病（発達障害、潰瘍性大腸炎 etc.）とホメオパシー 
       青砥潤子（出雲神々  縁結びの宿 「紺家」 代表取締役社長 女将） 

宮城勝子（JPHMA 認定ホメオパス・養護教諭） 
由井寅子 他予定 
 

   ⑤動物へのホメオパシーの応用（飼い主を含めた動物のケアの取り組み、 
もの言わぬ動物の健康、感情、潜在意識を測定する QX-SCIO） 

       宮野のりこ（JPHMA ホメオパス、アニマルホメオパス・獣医師） 
笹木眞理子（JPHMA ホメオパス、アニマルホメオパス・獣医師） 



 

 

由井寅子 
 
12:00～13:2 0 昼食休憩 
  ●ポスター発表 第２部を予定 ※アネックスホール内で予定 

13:20～13:30 アトラクション&記念撮影、財団認定証授与式式典 
13:30～15:30  会長講演Ⅱ 
「なぜホメオパシーで自閉、多動などの発達障害や難治疾患が治癒するのか  
そのメカニズムと症例紹介」                 由井寅子 

15:40～16:50 特別企画セッション 
「統合医療とは現代医学とホメオパシーが手をつなぐことによって完成する」 
～医原病・薬害・現代病とホメオパシー、老い、ターミナルケア、死とホメオパシーな

どこれからの医学としてのホメオパシーの可能性と課題を様々な角度から議論する

～ 
酒向 猛（セントマーガレット病院 医学博士） 
G．ディミトリアディス（オーストラリア・ホメオパス） 
由井寅子 他予定 

16:50～    閉会の辞 
 

＜その他各種ご案内＞ 
１．パーティー、アトラクション、同種療法士財団認定書授与、来賓挨拶 

日 時：9 月 12 日(土) 18:30～20: 00 予定 
会 場：京都市宝が池 国立京都国際会館 (会館内「さくら」で予定) 
会 費：5,000 円（一般参加可能、事前登録制 ※当日も受け付けております） 
服 装：JPHMA 会員の方は盛装でご参加ください。 

２．協賛企業展示 
国立京都国際会館(アネックスホール)ロビーにて各種協賛企業による展示を行います

ので是非お立ち寄りください。 
問い合わせ先：日本ホメオパシー財団 日本ホメオパシー医学協会（JPHMA）事務局 
       Tel.03-5452-8103、Fax03-5452-8104, E-mail office@jphma.org 

mailto:office@jphma.org�


 

 

 
 
 
 
FAX：03-5452-8104 

＜会場アクセス・国立京都国際会館レイアウト＞ 
 

メイン会場 

地下鉄駅 

パーティー会場 

取材の方は招待対応を検

討させて頂きます 



 

 

＊下記の該当する項目にチェックを入れ、必要事項をご記入ください。 
 

JPHMA 第 10 回記念コングレス参加申込書 
＊７月１５日（金）までにお振り込みの場合は、お得な早期割引が適用となります。 
 
両日参加 ※早割 3000 円引 
□ 専門会員・認定会員 12,000 円        
□ とらのこ・RAH 学生（非会員）14,000 円 
□ 一般 18,000 円  
 
9 月 12 日(土)のみ参加※早割 2000 円引    9 月 13 日(日)のみ参加※早割 2000 円引 
□ 専門会員・認定会員 7,000 円        □ 専門会員・認定会員 7,000 円 
□ とらのこ・RAH 学生（非会員）8,000 円   □ とらのこ・RAH 学生（非会員）8,000 円 
□ 一般 10,000 円              □ 一般 10,000 円 
 
弁当： □9 月 12 日（土）1,300 円（茶付） 
    □9 月 13 日（日）1,300 円（茶付） 
＊弁当は事前のお申し込みに限りご準備いたします。ご希望の方はコングレス参加申し込み時

に併せてお申し込みください。弁当のご予約受付は 8 月 28 日（金）までとなりますのでご注

意ください。なお、京都国際会館内にはレストランもございます。 
 
パーティー参加： □9 月 12 日（土）18:30～  お一人様 5,000 円 
 
振込先：参加費、弁当代およびパーティー代（申込される方のみ）を併せてお振り込みください。 
＊事前振込での参加申込受付は 8 月 28 日（金）までとなります。8 月 29 日（土）以降にお申

し込みの場合は当日受付にてコングレス参加費をお支払ください。 
＊事前にお支払いされた代金はいかなる理由でも返金いたしません。ご了承ください。 

  ●ゆうちょ銀行 口座番号 ００１１０－２－ １７６０７０ 
      加入者名 日本ホメオパシー医学協会 

※他金融機関から、ゆうちょ銀行口座へ振込用口座番号 
〇一九（ゼロイチキュウ）店（019） 
当座  0176070  名義 ニホンホメオパシーイガクキョウカイ 

上記事項に同意の上、申込いたします。 
ご所属・ご役職             お名前 

             
                                          
    〒 

住所：                                        
電話番号：                   

FAX 送信先：０３－５４５２－８１０４ office@jphma.org  お問い合わせ先：日本ホメオパシー財団 日本ホメオパシー医学協会 第１０回学術大会事務局 
TEL０３－５４５２－８１０３、FAX０３－５４５２－８１０４、E-mail office@jphma.org 



 

 

取材お申込み 
 
①日本ホメオパシー医学協会年次学術大会 in 国立京都国際会館（9/12, 9/13） 

９月１２日（土） □終日、□未定、□     時ごろ ご来場予定 
９月１３日（日） □終日、□未定、□     時ごろ ご来場予定 

 
②ホメオパシー講演会申し込み （招待 要予約 定員あり） 
6/28（日）□京都リサーチパーク・サイエンスホール 
7/12（日）□札幌、□東京、□名古屋、□京都、□大阪、□福岡、□沖縄 

 
 
 
ご芳名                               
 
ご所属。ご職名                           
 
ご住所     〒 
 
                                  
お電話番号 
                                  
FAX 番号 
                                  
E メールアドレス 
                                  
 
ご同伴の方がいらっしゃる場合（ご芳名・ご所属） 
 
                                  
＜取材に際して、ご要望事項ございましたらご記入ください＞ 

 
 

お預かりいたしました個人情報は日本ホメオパシー医学協会開催の学術大会の運営、及び、当協会からのホメオ

パシー関連情報のご案内のためにのみ使用させて頂きます。 

にのみ、、 


