
2022 年九星気学・易経講座スケジュール九州地方版

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、夢と願いを実現させる「気」の活かし方教室。
易や風水、漢方やアロマテラピー等、様々な東洋思想の基本となった気学は、中国太古から伝わる天体学で陰陽五行説に基づき確立された学問です。
『気学塾』では九星気学、家相風水、姓名鑑定等の「九星気学風水」を学び、「気」というものを精神的な側面から捉え、潜在意識の育て方を学ぶとともに、
人を幸せに導く技法を学習します。参加の事前お申し込みは不要です。

●福岡気学塾平日クラス　会場：福岡商工会議所会議室　講師：石川 紗里
2月22日(火) ／ 3月2２日(火) ／ 4月26日(火) ／ 5月17日(火) ／ 6月21日(火) ／ 7月19日(火) ／ 
8月23日(火) ／ 9月20日(火) ／ 10月18日(火) ／ 11月22日(火)

福岡
平日

●福岡気学塾日曜クラス　会場：福岡商工会議所会議室　講師：石川 享佑
2月20日(日) ／ 3月20日(日) ／ 4月17日(日) ／ 5月22日(日) ／ 6月19日(日) ／ 7月17日(日) ／ 
8月21日(日) ／ 9月18日(日) ／ 10月16日(日) ／ 11月20日(日)

福岡
日曜

●福岡易塾日曜クラス　会場：福岡商工会議所会議室　講師：石川 享佑
2月6日(日) ／ 3月6日(日) ／ 4月3日(日) ／ 5月8日(日)  ／ 6月5日(日) ／ 
7月3日(日) ／ 7月31日(日)8月分 ／ 9月４日(日) ／ 10月２日(日) ／ 11月６日(日)

福岡
日曜

●鹿児島易塾　会場：HPでご確認ください　講師：石川 享佑
2月26日(土) ／ 3月26日(土) ／ 4月休み ／ 5月28日(土) ／ 6月25日(土) ／ 7月23日(土) ／ 8月
27日(土) ／ 9月24日(土) ／ 10月22日(土) ／ 11月26日(土)

●鹿児島気学塾　会場：鹿児島市内会議室（HPにてご確認ください）　講師：石川 享佑
2月27日(日) ／ 3月27日(日) ／ 4月23日(土) ／ 5月29日(日) ／ 6月27日(日) ／ 7月24日(日) ／
8月28日(日) ／ 9月25日(日) ／ 10月23日(日) ／ 11月27日(日)

鹿児島
気学

【対象】どなたでも参加できます【時間】12:30～17:00　【受講料】9,000 円　◎事前申し込み不要　
【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）

マインドズーム気学塾（毎月開催）

易、風水、気学を一体化、独自の技法で人間力と人格の成長を図ります。孔子によって近代的な文書として完成され、儒教の根本聖典や人倫の書として用い
られてきた易。朱子による誤解や江戸幕府の御用学問とされた歴史もあることから、これまでずいぶん過った受け取られ方で活用されてきました。
本セミナーでは、このような弊害をすべて除いて行くと共に、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新しい鑑定法を学び
ます。事前の参加ご予約は不要です。

【対象】どなたでも参加できます【時間】12:30～17:00　【受講料】9,000 円　◎事前申し込み不要　
【持ち物】筆記具、鑑定ハンドブック、展望手帳、朝日選書 『易』 本田濟著、易卦大論

マインドズーム易塾（毎月開催）

オンライン有

オンライン有

オンライン有

オンライン有

オンライン有

◆オンラインに対応している講座 / していない講座がございます。オンラインに対応している講座は、全て事前予約が必要です。
◆オンライン対応のセミナーは全て、オンライン会議システム「Zoom」にて行われます。事前にダウンロード、及び設定をお願いたします。
◆通常のセミナーに関しては、会場受講をご希望の方は予約不要です。会場まで直接お越しください。
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15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。

もっと詳しく見たい方は、
こちらからご覧ください

鹿児島
易

オンライン有

易は五黄土星を除いた八つの星を用いて展開される九星気学風水の一分野です。どこまでも人生を拡大させ
るための学問ですが、漢籍に慣れてない日本人にはなかなか馴染めないのも確かです。この講座では、易の
入門を果たすべく、各テクニカルタームを解説しつつ、ご自身で易を楽しく読めるようになることを目指します。

易入門クラス（全10回）　

【時間】１０時～１2時　【講師】石川紗里　【会場】福岡商工会議所会議室
2/6(日)  3/6(日)  4/3(日)  5/8(日)  6/5(日)  7/3(日)  7/31（日）8月分  9/4(日)  10/2(日) 11/6(日)

対象：どなたでも　受講費：5,000円（税込）　持ち物：筆記用具、展望手帳、朝日選書『易』 本田濟著   ◎会場事前申し込み不要

福岡

新講座

4月だけ土曜日です



社会運勢学会のセミナー紹介＆コース紹介九州地方版

易や風水、漢方など、様々な東洋思想の基本となった九星気学風水の基礎を学んでいきます。 森羅万象を九
つに分類した九星の持つ意味合いを学び、またそれを日常生活に取り入れ、活用していくことを目指します。
気学の入門編！お気軽にご参加ください♪2022 年度から全 10回となり内容リニューアルです！

らくらく気学の内容を踏まえ、さらに九星の持つ意味合いを深掘りしていきます。
鑑定の基礎となる知識を学ぶことで、体系立った気学の全体像を学んでいきます。
実際の引越しの鑑定など、気学を実践的に使えるようになることを目指します。

らくらく気学（全１０回）　

社会運勢学講座レギュラー（全１０回）

■ 2月23日(水・祝)：易版年運廻座鑑定［講師］ 鎌田 兼司
■ 2月27日(日)：引越鑑定＜初級＞［講師］ 勝沼 慧衣
■ 3月13日(日)：線路の哲理 ～進展性の法則活用～［講師］ 鎌田 兼司
■ 3月21日(月・祝)：顔相５［講師］ 石川 享佑
■ 4月2日(土)：運気セミナー１「運気の“居場所”」 ［講師］ 鎌田 兼司
■ 4月29日(金・祝)：歎異抄に学ぶ（仮） ［講師］ 石川 享佑
■ 4月30日(土・祝)：易経特別講座３ ［講師］ 石川 享佑
■ 5月1日(日)：納音 ～基礎・活用講座～ ［講師］ 鎌田 兼司
■ 5月3日(火・祝)：引越鑑定＜中級＞ ［講師］ 勝沼 慧衣
■ 5月4日(水・祝)：仮吉方と地相 ［講師］ 山口 知宏
■ 6月18日(土)：十二支の五種占い［講師］ 鎌田 兼司
■7月18日(月・祝)：運気セミナー２「運気の“出番”」 ［講師］ 鎌田 兼司
■7月31日(日)：同会鑑法 ［講師］ 鎌田 兼司
■10月1日(土)：運気セミナー３「運気の“おとしどころ”」 ［講師］ 鎌田 兼司
■10月29～30日(土・日)：姓名鑑定 2Days　［講師］ 石川 享佑

東京
会場

■ 2月11日(金・祝)：引越鑑定＜初級＞　［講師］ 石川 紗里　＠福岡商工会議所会議室
■ 3月19日(土)：引越鑑定＜中級＞　［講師］ 石川 紗里　＠福岡商工会議所会議室

福岡
会場

【時間】１０時～１３時　【講師】石川紗里　【会場】福岡商工会議所会議室
2/13(日)  3/13(日)  4/10(日)  5/15(日)  6/12(日)  7/10(日)  8/7(日)  9/11(日) 10/9(日) 11/13(日)

対象：どなたでも　受講費：5,000円（税込）　持ち物：筆記用具、展望手帳、鑑定ハンドブック、テキスト　◎事前申し込み不要

対象：どなたでも　受講費：会員７，０００円（税込）　一般１０，０００円（税込）　
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　◎事前申し込み不要

特別セミナー　※要事前申し込み

福岡

【時間】１8時～21時　【講師】石川紗里　【会場】福岡商工会議所会議室
2/17(木) 3/17(木) 4/２１(木) 5/19(木) 6/16(木) 7/２１(木) 8/18(木) 9/15(木) 10/20(木) 11/17(木)福岡夜

【時間】１4時～１7時　【講師】石川紗里　【会場】福岡商工会議所会議室
2/13(日)  3/13(日)  4/10(日)  5/15(日)  6/12(日)  7/10(日)  8/7(日)  9/11(日) 10/9(日) 11/13(日)福岡

さらに気学の深い世界を学んでいきます。ご自身の能力開発や環境の
改善について、気学を用いたアプローチを行うことが出来るようになる
ことを目指します。

社会運勢学講座エキスパート（全１０回）

対象：会員限定　受講費：１５，０００円　（税込）　
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　◎事前申し込み不要

【時間】１０時～１7時　【講師】石川紗里　【会場】福岡商工会議所会議室
2/27(日) 3/２７(日) 4/23(土) 5/29(日) 6/26(日) 7/24(日) 8/28(日) 9/25(日) 10/23(日) 11/27(日)福岡

【会場】
社会運勢学会
セミナールーム

〒1600023東京都新宿区西新宿7-15-4
http://safe.or.jp

オンライン有

もっと詳しく見たい方は
こちらからご覧ください

オンライン有

オンライン有

オンライン有

オンライン有

4月だけ土曜日です


