「魂の医療プロジェクト」in 仙台

ホリスティック医学シンポジウム 2018

限りあるいのち いかに生き いかに逝くのか

人生に起きる苦難や病は︑

私たちに健康やいのちのかけがえのなさを

教えてくれるものでもあります︒

私たちはみな︑縁あって出会い︑

限りあるいのちを生きています︒

死や病を正面から見つめることで︑

この人生をいかに生き︑

いかに終えるかのヒントが︑

見えてくるのではないでしょうか︒

そして︑死を超えて存在するいのちの永遠性に

気づいたとき︑真の平安がもたらされることでしょう︒

映画上映 ＆ 監督講演 10:00 〜 12:15

ʰੜࢮʢ썛썤썶쎉ʣʱ

өը

講演 13:20 〜 14:50

ࠢ쎅쎝썦쎏ʙੜ썿ࢮ쎅쏓쎷쏯쏫쏽쏉쏴썗ʙ
講師：長谷川 ひろ子

ਓ쎩썲쎂썰쎢ҩྍ
講師：帯津良一

講演 15:00 〜 16:10

ਓੜ쎩쏙쏎쏳쏎ੜ썤썤쎢ɺ 鼎談 16:20 〜 17:00
୭썾쎙썟쎢ํ
ࢮ쎏쎅ཱ썸ձ썛썢쎠ɺݟ썟썽썦쎢ੜ
講師：佐藤貴繁

パネラー：長谷川ひろ子／帯津良一／佐藤貴繁
〜魂の医療プロジェクト 2018 〜
肉体を超えた永遠の命ともいえる魂を視野にいれると、人生に起こる様々な病気や苦難に新たな意味を見出すことが
できます。
その気づきは、
個人の健康を越え、生命体すべての調和、幸せをもたらす生き方をも指し示してくれるはずです。
当協会では年間を通してこのテーマに取り組み、11/4に東京で開催される「ホリスティック医学シンポジウム2018『魂
の医療』」に結集してまいります。



ʦʧ
10：00〜17：00（ 受付開始9:30

開演10:00）

仙台市福祉プラザ（1F）プラザホール
仙台市青葉区五橋2丁目12-2 TEL 022-213-6237
参加費

会員前売：3,000円 一般前売：3,500円
＊残席のある場合のみ当日券+500円で販売

定 員

130名

＊お申込み方法はチラシ裏面をご覧ください。

※終了後に、仙台駅周辺で講師を囲んで懇親会を行います
（先着20名限定）
。事前にお申込み下さい。

主催：ＮＰＯ法人日本ホリスティック医学協会北日本支部・仙台事務局

「魂の医療プロジェクト」in 仙台

生活習慣病予防指導士・３単位講座

ホリスティック医学シンポジウム 2018

［講師プロフィール］

［プログラム］

長谷川 ひろ子

●10：00 〜 12：15 映画上映 ＆ 監督講演
『生死（いきたひ）』

はせがわ ひろこ

魂のゆくへ 〜生と死のドキュメンタリー〜
講師：長谷川 ひろ子

フリーアナウンサー
シンガーソングライター（歌手名 HIROKO）
健康体操教室・スタジオ motherʼs 主宰

生きている人はすべて、いつか旅立ち魂がいた場所に還っていく…。
旅立ちの前、それは逝く人、遺される人の想いが重なるかけがえのない時間。
逝った人が残してくれた大切な何かを、遺されたものが受けとり、生きていく…。
大切な人をどの様に看取るか。
「自分の死」をどの様に受入れるか。
誰もが迎えるその日のために、この映画をあなたに…。

秋田県に生まれる。
地方局のアナウンサーを経て結婚、
４児の母となる。
末期がんの夫（薬学博士）を、生還を信じて家族とともに自宅で看病しながら闘病生活を撮影
したが、2009 年に夫
（当時 47 歳）
は他界。家族とともに自宅で看取った。3 年後大きな心境の
変化をきっかけに、まったくの素人ながら映画制作を決意。
脚本、ナレーション、編集、作曲・演
奏・歌など、ほぼすべてを自分で担当し、2015 年 4 月にドキュメンタリー映画「生死（いきた

●13：20 〜 14：50 講演
人を幸せにする医療

ひ）」
を完成させた。 映画「いきたひ」
公式サイト http://ikitahi.com
著書：「生死（いきたひ）
−生前四十九日」
（アートヴィレッジ）

講師：帯津

帯津 良一

良一

「人生の幸せとは、生老病死をつらぬいて、人としての幸せを全うすること。
治したり癒したりはその方便であって医療の本義ではなく、尊厳を引き裂くよう
な治療法は何れ消え去る運命にある…」
医療のあるべき姿を問い続ける帯津良一氏に、ホリスティック医学の本質を説
いていただきます。

おびつ りょういち

帯津三敬病院名誉院長
帯津三敬塾クリニック主宰

1936 年生まれ。東京大学医学部卒。博士（医学）。東京大学第三外科医局長、東京都駒込病

●15：00 〜 16：10 講演
人生をハツラツ生ききる、誰でも使える漢方

院外科医長を経て、1982 年に埼玉県川越市で開業。
西洋医学に中国医学、気功、ホメオパ
シー、様々な代替療法などを取り入れ、人間をまるごと捉えるホリスティック医療を実践してい
る。
日本ホリスティック医学協会名誉会長。
著書：「死を思い、より良く生きる」
（廣済堂出版）
、
「ホリスティック医学入門」
（角川書店）
、
「代

講師：佐藤

替療法はなぜ効くのか」
（春秋社）、
「後悔しない逝き方」
（東京堂出版）
ほか多数

自らの健康をマネジメントし、医療の選択にも自己責任を求められる現代、震
災後の 2012 年に杜の都仙台に漢方薬局をオープンし、得意とする漢方処方
やコミュニケーション力を生かして人や地域の元気創りに邁進する佐藤貴繁氏
に、専門家の視点からハツラツ人生の秘訣を語っていただきます。

佐藤 貴繁

さとう たかしげ

運龍堂株式会社代表取締役・博士（薬学）
宮城自然薬研究会会長
宮城伝統生薬研究会会長

●16：20 〜 17：00 鼎談
死への立ち会いから、見えてくる生
講師：長谷川ひろ子／帯津良一／佐藤貴繁

1977 年北海道生まれ。北海道大学薬学部を卒業、2003 年に薬剤師を取得。2006 年に北

薬学博士として末期がんの方々を支援していた自らが末期がんで余命宣告を
受け、自宅療養を選択した夫の長谷川秀夫さんが、家族に看取られることを
通して遺していったものは何だったのか…。
講師各々の視座から、
「生と死」をテーマに深く語り合っていただきます。

海道大学大学院薬学研究科生体分子薬学専攻博士後期課程 を終了後、博士（薬学）
を取得。
2011 年より社会福祉法人緑仙会理事に就任。2012 年「杜の都の漢方薬局 運龍堂」開局、
代表薬剤師として活躍するとともに、地域活性化や復興支援を目的に活動するウンポポ応援団
の代表を務め、福祉施設を応援するキャラクターや商品の開発を行っている。

会

場

8 4

2018 年
月
日（土）
10：00〜17：00（受付開始 9:30 開演 10:00）
仙台市福祉プラザ（1F）プラザホール
仙台市青葉区五橋2丁目12-2

定 員

仙台市福祉プラザ

TEL 022-213-6237

ファミリーマート
SEIYU

130名 ＊先着順となります

参加費 会員前売：3,000円

五橋中学校

地 下
鉄 五
橋 駅

日 時

貴繁

ショーケー
本館ビル

一般前売：3,500円（税込み）

＊残席のある場合のみ当日券+500円で販売

七十七銀行

【バス】
市営バスまたは宮城交通バス
（仙台駅前から約３分）
「五橋駅」
下車 徒歩４分
「福祉プラザ前」下車 徒歩３分
【地下鉄】
市営地下鉄南北線
（仙台駅から
「富沢行き」
に乗車約１分）
「五橋駅」
下車 南１番出口から徒歩３分

参加申込み方法

1

以下の WEB フォームからお申込み下さい。ご入金確認後に入場チケットをお送りしますので、必ずチケット受取りの出来る住所をご記入下さい。

2

合わせて参加費を下記口座にお振込み下さい。
郵便振替：02290-7-89353
または郵貯銀行：229 店 当座 0089353
口座名義：日本ホリスティック医学協会仙台事務局
参加費は一般 3,500 円・会員 3,000 円、申込み・入金締切は 7 月 28 日です。
懇親会参加ご希望の方は＜懇親会希望＞と振込メモ欄に記入のうえ、参加費 5,000 円を加えた金額をお振込下さい。定員 20 名・先着順となります。
メール申込みが出来ない場合は、①お名前（ふりがな） ②ご住所 ③メールアドレス ④会員／非会員 ⑤懇親会希望 有／無をご記入のうえ、

WEB

http://www.holistic-medicine.or.jp/sendai

ＦＡＸでお申込み下さい。FAX 専用

022-253-7709

※ ご入金後のキャンセルによる返金はいたしかねますが、懇親会を含め満席となった場合は返金いたします。 ※ 会場定員に限りがあります。ご入金順にお席を確保いたしますので、お早めのご入金をお願いいたします。
※ タイムスケジュールは、やむを得ない事情により一部変更になる場合もありますのでご了承下さい。 ※ お問合せは、メールまたはＦＡＸにて事務局宛にお願いいたします。

主催：ＮＰＯ法人日本ホリスティック医学協会仙台事務局

E-mail：holi̲sendai@holistic-medicine.or.jp FAX：022-253-7709

