知っておきたい

子どもの病気を減らし予防できる 4 つの意識
放っておくと危険
子どもの病気リスク！

１ Day セミナー開催のご案内
意識１
意識２
意識３
意識４

感動映画 / 講師 紹介
【映画】
かみさまとのやくそく
胎内記憶と子育ての実
践、インナーチャイルド
をテーマにしたドキュメ
ンタリー映画。子育ての
原点・本質とは何か。

小児未病予防

時間 開場：10:00～ ｾﾐﾅｰ：10:30～17:00
会費 定価：14,800 円（税込） 2014 年 4 月 1 日～
De 早割： 9,800 円（税込） 2014 年 3 月 31 日迄
定員 ２５名

第２弾

入門編

岩本和也 先生

小町みち子 先生

真弓定夫 先生

SBM カウンセリン
グ所長。精神保険
福祉士。カウンセ
リング実績２万５
千人。小児未病予
防に取り組む。

管理栄養士
NPO 法人国際健康
研究会顧問、等。
英国で学ぶ。食卓か
らの未病予防・改善
等に取り組む。

小児科医 医学
博士。真弓小児
科医院 院長。
薬を使わない小
児科医。自然流
食育をすすめる。

2014 年 4 月 20 日(日)
１
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子どもの胎内記憶を知り深愛で子育て実践
子どもの日々の行動と傾向から未病を予防
生まれたら直ぐに取り組むべき病気予防食
間違いだらけの「医・食・環」を知り正す

【開場】10:00～ / 【セミナー】

10:30～17:00

at 築地社会教育会館４階
〈 築地社会教育会館 〉
東京都中央区築地 4 丁目 15 番 1 号
電話番号：03-3542-4801
地下鉄
東銀座駅（都営浅草線）
東銀座駅（東京ﾒﾄﾛ日比谷線）
※６番出口

徒歩約５分
徒歩約５分

主催 未病予防推進協会
持物

筆記用具 ランチは各自で対応。

託児室 ご希望の方はご連絡下さい。
お問い合わせ
未病予防推進協会
〒106-0051 東京都港区元赤坂 1-7-10 元赤坂ビル 9F
TEL:03-5413-7650 ［受付時間：月～金 10:00～18:00（土日祝休）］
FAX:03-3699-5451 ［受付時間：24 時間受付］
E-MAIL:message@mibyouyobou.com

築地市場駅 （都営大江戸線）
※Ａ１出口

徒歩約５分

都バス
築地下車
徒歩約３分
築地３丁目下車 徒歩約３分
※地図：http://chuo-shakyo.shopro.co.jp/tsukiji
※駐車場はございません。

知っておきたい

１ Day セミナー開催のご案内

子どもの病気を減らし予防できる 4 つの意識

2014 年 4 月 20 日(日)
？

【開場】10:00～ / 【セミナー】 10:30～17:00

at 築地社会教育会館 ４階

危 険
子どもの病気リスク！
放 っ て お く と

危険リスク１： 子どもを本当に愛していますか？ママが子どもの真の気持ちを知らないために起（怒）るリスク
危険リスク２： 子どもの世話をするポイントがズレていませんか？子どもの日々の行動と傾向を見逃すリスク
危険リスク３： 赤ちゃんの時から病気予防を行う方法をご存知ですか？病気を減らす食の原点を知らないリスク
危険リスク４： 子どもを思い真実を語れる誠実な医師はいますか？間違いだらけの知識で日々行動するリスク
ママのちょっとした気遣い、意識だけで子どもはどんどん変わっていきます。あなたがお子さんに対してどのような
【想い】を持っているかによって、お子さんの健康状態は全く異なるものになります。例えば、

目的・取り組み方： 子どもの長期病気予防のため、または、いま元気なら特別なことはしない
目指す方向性： 生活習慣病予防、または、今まで通りで良い
目標・いつから行うのか： ママがすぐに行う、または、この子が大人になったら自分で行う
得る健康情報： 真実を語る誠実な先生から得る、または、TV、雑誌、ネットから得る
捉え方が異なると結果は全く変わってきます。あなたはお子さんに対してどのような選択をしますか？

このセミナーで学べる４つの意識
意識１
意識２
意識３
意識４

『子どもの胎内記憶を知り深愛で子育てを実践』
『子どもの日々の行動と傾向から未病を予防』
『生まれたら直ぐに取り組むべき病気予防食』
『間違いだらけの「医・食・環」を知り正す』

2014 年 4 月 20 日(日)１Day 特別体験セミナーに

参加される方への特典
特典１

小児生活習慣病予防のためのマンガ冊子をもれなくプレゼント！
〈冊子タイトル〉

【 ３ ７ ℃ の ふ し ぎ 】
～体温を守ろう！低体温が病気を招く～

『食の変貌と対策』

特典２

～難しく考えず、気楽に健康な食事に変えていくには（資料）～

■セミナーお申込み連絡先
・電話でお申込み： 03-5413-7650 ［受付時間：月～金 10:00～18:00（土日祝休）］
・FAX でお申込み： 03-3699-5451

［受付時間：24 時間受付］

・クレジットカード決済でお申込み: http://mibyouyobou.com/s20140420
※お申込者のクレジットカードをご利用下さい。
※クレジットカード決済は一括払です。

■問合せ・ご連絡先
未病予防推進協会
TEL： ０３－５４１３－７６５０ ［受付時間：月～金

10:00～18:00（土日祝休）
］

FAX： ０３－３６９９－５４５１ ［受付時間：24 時間受付］
E-MAIL： message@mibyouyobou.com

■ 銀行振込（一括払）
三菱東京 UFJ 銀行 木場深川支店 普通 ０１４０９０１
口座名：ミビヨウヨボウスイシンキヨウカイ
※お申込者氏名でお振込下さい。

未病予防推進協会

お申込用紙

料金

【通常価格】
人数

通常価格

１４,８００円（税込）

合計金額
名

円（税込）

注 1）あなたが 14,800 円（税込）をお支払い頂くことで、お１人セミナーにお連れ出来ます。期間は 4 月 1 日正午～4 月 7 日正午まで。
注 2）あなたのご同伴者の「 ご氏名・連絡先・E-mail 」をあなたのご氏名と共に message@mibyouyobou.com まで、必ずご連絡下さい。

お申込者
フリガナ

E-mail ※鮮明にお書き下さい。

ご氏名
ご住所 （〒

電話

＠
－

）

FAX

※上記の「注 2）」で、あなたからご同伴者のご連絡を頂かない場合、お席の確保ができない場合がございますので、必ず、ご連絡ください。

支払方法
□ 銀行振込（一括払）

□ クレジットカード決済（一括払）

三菱東京 UFJ 銀行 木場深川支店 普通 ０１４０９０１

「PayPal」でお客様が直接行うことができます。

口座名：ミビヨウヨボウスイシンキヨウカイ

詳しくは http://mibyouyobou.com/s20140420 でご確認

※お申込者氏名でお振込下さい。

下さい。

※お申込者のクレジットカードをご利用下さい。

※上記よりお支払い方法を選択して下さい。

電話でお申込み

FAX でお申込み

クレジットカード決済でお申込み

03-5413-7650

03-3699-5451

http://mibyouyobou.com/s20140420

■お申込規約（必須）
１．銀行振込を選択された場合、原則、申込日より 8 日以内にお振込をお願い致します。お振込用紙はございませんので、直接お振込ください。
協会指定の期間内にお振込いただけない場合は、参加をお断りする場合がございます。
２．クレジットカード決済を選択された場合、原則、申込日より 8 日以内に、記載頂いたカードへ協会から課金処理をさせて頂きます。
３．今回、クレジットカードの分割はございませんのでご了承ください。
４．お申込日より 8 営業日を過ぎて、お客様のご都合によりキャンセルされる場合、所定のキャンセル料を頂きます。

2014 年４月５日（土）までのキャンセル料

2014 年４月６日（日）以降のキャンセル料

無料（1 人でお申込の場合）

お申込金額の 100％（1 人でお申込の場合）

注）ご同伴者を伴うお申込をした時、2 人のうちいずれか 1 人キャンセルの場合、１人分のご返金は出来ませんので予めご承知おきください。
注）お 2 人（同伴者共に）キャンセルする場合 4 月 5 日まではキャンセル料は無料、4 月 6 日以降はお申込金額の 100％がキャンセル料です。
※お手続きの方法は、次の①～③の項目をご記入頂いた書面（メール、または FAX）を当協会までお送り下さい。
①キャンセルの旨、②申込者フルネーム、③お支払いのご本人様名義の代金返戻口座（銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義）
５．銀行振込でのお申込と返金に伴う手数料は、お客様負担とさせて頂きますのでご了承ください。
６．講演会（セミナー）は定員になり次第〆切らせて頂きますのでご了承ください。 ※全席自由席です。 ※当日券はございません。
７．個人情報の取り扱いについて
※個人情報保護に関しては、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します。個人情報を取扱う場合には、個人情報の取扱ならび保護につ
いて、第三者に損害を及ぼさないよう細心の注意を払います。またお客様からの事前の同意がない限り情報開示を行うことはありません。

■参加者へのご連絡
ご参加いただける方には、申込用紙と入金の確認後、原則、E-MAIL にてご連絡いたします。

■問合せ・キャンセルご連絡先
未病予防推進協会
TEL： ０３－５４１３－７６５０ ［受付時間：月～金 10:00～18:00（土日祝休）］
FAX： ０３－３６９９－５４５１ ［受付時間：24 時間受付］
E-MAIL： message@mibyouyobou.com

■協賛：株式会社 美健ガイド社 / 協賛：有限会社 イーグル / 協力：ラーニングエッジ株式会社 / 協力：一般社団法人ビジョンネット
未病予防推進協会 〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-7-10 元赤坂ビル 9F

申込 ID 番号：MYSK42020141

