
2019年レギュラー講座スケジュール九星気学・易経講座

当店は気学、易学を中心とした東洋思想を用いて、社会の流れを紐解いていく「一般社団法人社会運勢学会」の会員です。
また当店のセミナー・講座を担当する「石川享佑」「石川紗里」の両名は、社会運勢学会認定講師試験に合格した認定講師です。
2019 年度より社会運勢学会およびマインドズームの講座を担当させて頂くことになりました。それに伴い、講座の形が変わります。

今までとは変わらずみなさんと共に東洋思想を学んでいきたいと思っております。ぜひご参加ください。

故村山幸徳先生のお伝えしていた気学のスタイルを継承し、ゆっくりと時間をかけて「宇宙と人のコンチェルト」に則りながら学んでいく気学塾です。
らくらく気学・社会運勢学会レギュラーを修了された方にオススメの講座です。九星の象意を中心に鑑定の応用的な技術まで幅広い範囲を学んでいきます。

易は伏儀により提唱され、孔子によって近代的な文書として完成されました。その後は儒教の根本聖典や人倫の書として用いられてきました。易学教室
では本来の易経に接することで易の理論と根底に流れる人生観や世界観を捉えた鑑定法を学びます。学んでいくと、自身の潜在意識を形として表してくれ
る卦を手掛かりに、自身と社会の関わり方のヒントをご自身の手で得られるようになります。（易経の全クラスで本田先生の「易」（朝日選書）を使用します。）

マインドズーム気学塾（月1回）　受講料：9,000円（税込） ◎予約必要なし

らくらく気学（全９回）　 社会運勢学講座レギュラー（全１０回）

マインドズーム易経塾（月1回）　受講料：9,000円（税込） ◎予約必要なし

【日程】
1/6（日）　2/10（日）　3/10（日）　4/7（日）　
5/12（日）　6/9（日）　7/7（日）　8/11（日）　
9/8（日）　10/13（日）　11/10（日）　

【日程】
1/17（木）　2/14（木）　3/14（木）　4/11（木）　
5/16（木）　6/13（木）　7/18（木）　8/22（木）　
9/12（木）　10/17（木）　11/14（木）　

【講師】石川紗里　【時間】12:30～17:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
【持ち物】筆記具、鑑定ハンドブック、展望手帳、
宇宙と人のコンチェルト（会場にて販売あり）

博
多

【講師】石川享佑　【時間】12:30～17:00
【会場】ヤマカ学びパーク多治見　402学習室
【持ち物】筆記具、鑑定ハンドブック、展望手帳、
宇宙と人のコンチェルト（会場にて販売あり）

岐
阜

【日程】
1/27（日）　2/24（日）　3/24（日）　4/28（日）　
5/26（日）　6/23（日）　7/21（日）　8/18（日）　
9/22（日）　10/27（日）　11/24（日）
【講師】石川享佑　【時間】12:30～17:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
【持ち物】筆記具、易、鑑定ハンドブック、展望手帳、
          易卦大論（会場にて販売あり）

【講師】石川紗里　【時間】10:00～13:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
2/16(土) 3/16(土) 4/20(土) 5/18(土) 6/22(土) 
7/20(土) 8/24(土) 9/21(土)10/26(土)

【講師】石川享佑　【時間】10:00～13:00
【会場】北九州市立商工貿易会館会議室
3/3(日) 4/7(日) 5/5(日) 6/2(日) 7/7(日) 
8/4(日) 9/1(日) 10/6(日) 11/3(日)   

【講師】石川紗里　【時間】10:00～13:00
【会場】熊本市民会館シアーズホーム夢ホール４会議室

※2/17は会場がくまもと森都心プラザ会議室Bとなります

1回目：気学とは/九星の種類/後天定位・先天定位/一白水星の基本 / 二黒土星の基本
2回目：節分・節変わり/自分の星を知る/三碧木星の基本 / 四緑木星の基本
3回目：相性・相星/最大吉方/五黄土星の基本 / 六白金星の基本
4回目：五大凶方/日盤吉方/七赤金星の基本
5回目：十干の基本/恵方/恵方参り/八白土星の基本
6回目：幸せを呼ぶ「人」「ラッキーカラー」「ラッキーグッズ」/九紫火星の基本
EX.1:十二支の展開 EX.2:引越しと仮吉方 X.3:廻座と運気～運気のバイオリズム～

2/17(日) 3/17(日) 4/21(日) 5/26(日) 6/16(日) 
7/14(日) 8/18(日) 9/15(日)10/20(日) 　

受講費（１回3時間）：5,000円（税込）　
テキスト代（税込）：1,500円
持ち物：筆記用具、展望手帳、鑑定ハンドブック、テキスト

事前のお申込みは不要です。当日直接会場へお越しいただき、受講料やテキスト代をお支払いください（現金のみ）
コースの途中からでも、どの曜日のどのコースでも、お好きな回にご参加いただけます。
講義の録音、録画、撮影は禁止とさせていただきます。
◆開場は、講義開始時間の30分前からです。◆日程や開催場所は変更になる場合があります。最新情報はホームページにてご確認ください。

受講費(１回3時間)：会員 7,000円/ 一般 10,000円（税込）
テキスト代（税込）：1,500円
持ち物：筆記用具、展望手帳、鑑定ハンドブック、
         宇宙と人のコンチェルト、社会運勢学会会員証

博
多

博
多

小
倉

熊
本

【講師】石川紗里　【時間】14:00～17:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
2/16(土) 3/16(土) 4/20(土) 5/18(土) 6/22(土) 
7/20(土) 8/24(土) 9/21(土)10/26(土)11/23(土)

【講師】石川享佑　【時間】14:00～17:00
【会場】北九州市立商工貿易会館会議室
3/3(日) 4/7(日) 5/5(日) 6/2(日) 7/7(日) 
8/4(日) 9/1(日) 10/6(日) 11/3(日) 12/1(日)

【講師】石川紗里　【時間】14:00～17:00
【会場】熊本市民会館シアーズホーム夢ホール４会議室

※2/17は会場がくまもと森都心プラザ会議室Bとなります

2/17(日) 3/17(日) 4/21(日) 5/26(日) 6/16(日) 
7/14(日) 8/18(日) 9/15(日)10/20(日) 11/17(日) 
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【講師】石川享佑　【時間】12:30～17:00
【会場】ヤマカ学びパーク多治見　402学習室
【持ち物】筆記具、易、鑑定ハンドブック、展望手帳、
          易卦大論（会場にて販売あり）

岐
阜

【日程】
1/20（日）　2/17（日）　3/17（日）　4/14（日）　
5/19（日）　6/16（日）　7/14（日）　8/25（日）　
9/15（日）　10/20（日） 11/17（日）

1回目：一白水星の象意／十二支と季節              2回目：二黒土星の象意／土用
3回目：三碧木星の象意／生気・退気・比和吉方     4回目：四緑木星の象意／鬼門
5回目：五黄土星の象意／線路    6回目：六白金星の象意／二生の関係／星の切り替え
7回目：七赤金星の象意／三合法 8回目：八白土星の象意／吉方の種類
9回目：九紫火星の象意／胎年加味／小児殺
10回目：年・月・日盤の活用法～病院・買い物の方位～



TEL:092-406-6199   http://oftn. jp
【上記全てに関してのお問合せ】
〒810-0074 福岡市中央区大手門 1-2-1-2F 

本年も特別講座を以下のように開催予定です。
場所等は変更の可能性がありますので、当店メールマガジンや web サイトにてご確認頂きますようお願い申しあげます。

2019年特別講座案内OFFTOOON開催

易経集中講座　１ｓｔ
易の基本的な思想や気学とのつながりを学びます。１stを修了す
ると、ご自身で立噬（易を立てること）が出来るようになり、その鑑
定も出来るようになります。易はご自身の潜在意識を形にするもの
ですので、より深く自分を知る、ということが可能になります。
【日程】2019年5月3日（祝）４日（祝）
【会場】福岡商工会議所会議室　【講師】石川享佑
【受講料】86,400円
【持ち物】筆記具、易、鑑定ハンドブック、展望手帳、筮竹
          易卦大論（会場にて販売あり）

家相風水基礎講座
家相は、中国から伝わってきた風水（環境相学）を日本で独自に
まとめた理論的かつ精密な理論です。気学と易学の集大成ともい
える家相の基礎を学んでいきます。家の持つ「気」が個人の「気」に
どのように影響してくるか？を知る、とても実践的な学問です。
家の間取り図がある方はその場で鑑定します。
【日程】2019年７月２７日（土）２８日（日）
【会場】福岡商工会議所会議室　【講師】石川享佑
【受講料】86,400円
【持ち物】筆記具、展望手帳、鑑定ハンドブック、家の間取り図

T.O.E講座（認知心理学）
夢を現実にするための目標達成理論を学びます。この講座は脳
生理学や認知心理学などを用いたアプローチで、成功への道を
開くことを目指します。自分というものがよりよく見え、心という
ものを心理学的なアプローチで分析していくこの講座。一生も
のの技術が二日間で学べるものとなっております。
【日程】2019年4月13日（土）14日（日）
【会場】福岡商工会議所会議室　　【講師】石川紗里
【受講料】75,600円（テキスト込）
【持ち物】筆記具

姓名鑑定基礎講座
姓名は生命を示し、名は体を表すと言われます。三大原則と五大真
理を学び、より深い姓名鑑定の世界に踏み込んでいきます。姓名は
屋号や商品名にも活きてきますし、人選にもとても有効な手段です
ので、ぜひ経営者や幹部社員の方、またはこれからお子様を迎えら
れる方はご受講ください。
【日程】2019年9月２8日（土）２9日（日）
【会場】福岡商工会議所会議室　【講師】石川享佑
【受講料】86,400円
【持ち物】筆記具、展望手帳、鑑定ハンドブック

気学アドバンスクラス

初心者向け！日盤吉方セミナー

既存のアドバンスクラスは今年開催分（7回）で終了の予定です。
今後のアドバンスクラスでの内容は、特別講座として開催予定です。
【時間】14時～17時 ※既存の受講者のみ
【会場】OFFTOOON鑑定ルーム　【講師】石川紗里
【受講料】5,000円
【持ち物】筆記具、展望手帳、鑑定ハンドブック
【日程】1/27（日）　2/24（日）　3/31（日）　4/28（日）　
        5/１９（日）　6/30（日）　7/21（日）　

気学の最も基本であり、最も簡単で毎日出来る開運法
「日盤吉方」を習得します。日盤吉方はとても簡単ですが
、75日も続けるとずいぶんと人生が動いていくのが分か
り、気学を生活に取り入れている方たちには習慣になっ
ています。
さらに、この講座では「気学って何？」「自分の生まれ持っ
た性質は？」といった内容にも簡単に触れることができ
るお得な講座です。

【日程・会場】随時開催（開催時に異なる）　【講師】石川紗里
【受講料】5,000円（カレンダー付き）
【持ち物】筆記具、展望手帳、鑑定ハンドブック
【決定している日程】
博多開催：1/6（日）10時～12時、11/23(祝)10時～12時
小倉開催：12/1（日）10時～12時
熊本開催：11/17（日）10時～12時
※リクエスト開催は3名以上で開催

吉方引っ越し上級講座
引っ越し上級講座では、従来の「年盤と月盤を合わせての引っ越し」
にとらわれずに、もっと自在に、もっと豊かな吉方の獲得の仕方を学
部講座となります。鑑定士を目指す方には必須の鑑定です。
【日程】2019年1月20日（日）10時～17時 
        ※基本の吉方引越しが理解出来ている方
【会場】OFFTOOON鑑定ルーム　【講師】石川紗里
【受講料】25,000円　(JITOMYO受講者は優待あり)
【持ち物】筆記具、展望手帳、鑑定ハンドブック　

個人向け目標達成プログラム          2019 新規受講者募集“ J I T O M Y O ”
自 灯 明

◯月額 ¥29,800( 税込 )　一年間継続していただける方が対象です
◯ 個別カウンセリング　100 分 / 月　◯ メール相談　5通 / 月　or　電話相談 30分 / 月
・マンツーマンで一緒に目標に向かって考えていきます
・目標達成までのプロセスをともに考えていきます
・そのプロセスに沿った戦略立案を行い、一ヶ月単位で検証していきます
・定点観測により自分にしっかりと向き合います　・気学と易の質問などもできます

内　　容

このプログラムでは、” 個人の気づき” にフォーカスし、そこから自己成長のきっかけを見つけていきます。
「自灯明」という名の下、このプログラムで目指すものは、鑑定士やコンサルタントにたよらず、自分で問題を解決し、自己成長
を続ける人間づくりです。気学・易学・心理学を駆使した、人間づくりを基盤とする当店のオリジナルのプログラムです。



当店は気学、易学を中心とした東洋思想を用いて、社会の流れを紐解いていく「一般社団法人社会運勢学会」の会員です。
また当店のセミナー・講座を担当する「石川享佑」「石川紗里」の両名は、社会運勢学会認定講師試験に合格した認定講師です。
2019 年度より社会運勢学会およびマインドズームの講座を担当させて頂くことになりました。それに伴い、講座の形が変わります。

今までとは変わらずみなさんと共に東洋思想を学んでいきたいと思っております。ぜひご参加ください。

故村山幸徳先生のお伝えしていた気学のスタイルを継承し、ゆっくりと時間をかけて「宇宙と人のコンチェルト」に則りながら学んでいく気学塾です。
らくらく気学・社会運勢学会レギュラーを修了された方にオススメの講座です。九星の象意を中心に鑑定の応用的な技術まで幅広い範囲を学んでいきます。

易は伏儀により提唱され、孔子によって近代的な文書として完成されました。その後は儒教の根本聖典や人倫の書として用いられてきました。易学教室
では本来の易経に接することで易の理論と根底に流れる人生観や世界観を捉えた鑑定法を学びます。学んでいくと、自身の潜在意識を形として表してくれ
る卦を手掛かりに、自身と社会の関わり方のヒントをご自身の手で得られるようになります。（易経の全クラスで本田先生の「易」（朝日選書）を使用します。）

マインドズーム気学塾（月1回）　受講料：9,000円（税込） ◎予約必要なし

らくらく気学（全９回）　 社会運勢学講座レギュラー（全１０回）

マインドズーム易経塾（月1回）　受講料：9,000円（税込） ◎予約必要なし

【日程】
1/6（日）　2/10（日）　3/10（日）　4/7（日）　
5/12（日）　6/9（日）　7/7（日）　8/11（日）　
9/8（日）　10/13（日）　11/10（日）　

【日程】
1/17（木）　2/14（木）　3/14（木）　4/11（木）　
5/16（木）　6/13（木）　7/18（木）　8/22（木）　
9/12（木）　10/17（木）　11/14（木）　

【講師】石川紗里　【時間】12:30～17:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
【持ち物】筆記具、鑑定ハンドブック、展望手帳、
宇宙と人のコンチェルト（会場にて販売あり）

博
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【講師】石川享佑　【時間】12:30～17:00
【会場】ヤマカ学びパーク多治見　402学習室
【持ち物】筆記具、鑑定ハンドブック、展望手帳、
宇宙と人のコンチェルト（会場にて販売あり）
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【日程】
1/27（日）　2/24（日）　3/24（日）　4/28（日）　
5/26（日）　6/23（日）　7/21（日）　8/18（日）　
9/22（日）　10/27（日）　11/24（日）
【講師】石川享佑　【時間】12:30～17:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
【持ち物】筆記具、易、鑑定ハンドブック、展望手帳、
          易卦大論（会場にて販売あり）

【講師】石川紗里　【時間】10:00～13:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
2/16(土) 3/16(土) 4/20(土) 5/18(土) 6/22(土) 
7/20(土) 8/24(土) 9/21(土)10/26(土)

【講師】石川享佑　【時間】10:00～13:00
【会場】北九州市立商工貿易会館会議室
3/3(日) 4/7(日) 5/5(日) 6/2(日) 7/7(日) 
8/4(日) 9/1(日) 10/6(日) 11/3(日)   

【講師】石川紗里　【時間】10:00～13:00
【会場】熊本市民会館シアーズホーム夢ホール４会議室

※2/17は会場がくまもと森都心プラザ会議室Bとなります

1回目：気学とは/九星の種類/後天定位・先天定位/一白水星の基本 / 二黒土星の基本
2回目：節分・節変わり/自分の星を知る/三碧木星の基本 / 四緑木星の基本
3回目：相性・相星/最大吉方/五黄土星の基本 / 六白金星の基本
4回目：五大凶方/日盤吉方/七赤金星の基本
5回目：十干の基本/恵方/恵方参り/八白土星の基本
6回目：幸せを呼ぶ「人」「ラッキーカラー」「ラッキーグッズ」/九紫火星の基本
EX.1:十二支の展開 EX.2:引越しと仮吉方 X.3:廻座と運気～運気のバイオリズム～

2/17(日) 3/17(日) 4/21(日) 5/26(日) 6/16(日) 
7/14(日) 8/18(日) 9/15(日)10/20(日) 　

受講費（１回3時間）：5,000円（税込）　
テキスト代（税込）：1,500円
持ち物：筆記用具、展望手帳、鑑定ハンドブック、テキスト

受講費(１回3時間)：会員 7,000円/ 一般 10,000円（税込）
テキスト代（税込）：1,500円
持ち物：筆記用具、展望手帳、鑑定ハンドブック、
         宇宙と人のコンチェルト、社会運勢学会会員証
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【講師】石川紗里　【時間】14:00～17:00
【会場】福岡商工会議所会議室３０３
2/16(土) 3/16(土) 4/20(土) 5/18(土) 6/22(土) 
7/20(土) 8/24(土) 9/21(土)10/26(土)11/23(土)

【講師】石川享佑　【時間】14:00～17:00
【会場】北九州市立商工貿易会館会議室
3/3(日) 4/7(日) 5/5(日) 6/2(日) 7/7(日) 
8/4(日) 9/1(日) 10/6(日) 11/3(日) 12/1(日)

【講師】石川紗里　【時間】14:00～17:00
【会場】熊本市民会館シアーズホーム夢ホール４会議室

※2/17は会場がくまもと森都心プラザ会議室Bとなります

2/17(日) 3/17(日) 4/21(日) 5/26(日) 6/16(日) 
7/14(日) 8/18(日) 9/15(日)10/20(日) 11/17(日) 
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【講師】石川享佑　【時間】12:30～17:00
【会場】ヤマカ学びパーク多治見　402学習室
【持ち物】筆記具、易、鑑定ハンドブック、展望手帳、
          易卦大論（会場にて販売あり）

岐
阜

【日程】
1/20（日）　2/17（日）　3/17（日）　4/14（日）　
5/19（日）　6/16（日）　7/14（日）　8/25（日）　
9/15（日）　10/20（日） 11/17（日）

1回目：一白水星の象意／十二支と季節              2回目：二黒土星の象意／土用
3回目：三碧木星の象意／生気・退気・比和吉方     4回目：四緑木星の象意／鬼門
5回目：五黄土星の象意／線路    6回目：六白金星の象意／二生の関係／星の切り替え
7回目：七赤金星の象意／三合法 8回目：八白土星の象意／吉方の種類
9回目：九紫火星の象意／胎年加味／小児殺
10回目：年・月・日盤の活用法～病院・買い物の方位～


