
Ⅰ．会 員 教 育 ・ 指 導 者 養 成 事 業

１．整体法の個人指導 （於全国各整体指導室180ヵ所） 総人数 １５９，１８４名

２．活　元　会

野口晴哉先生　生誕紀年活元運動全国大会 9月20日　参加者総数 １，４４７名

（於全国各整体指導室・活元会会場）

正月活元会 （於東京、本部道場） 1月3日　参加者総数 ２７７名

活元運動福島県大会 7月28日

（於福島、會津稽古堂） 　参加者総数 １９２名

活元運動研修会 4月25日～28日 （18時～20時） 　参加者総数 ４２０名

6月25日～28日 （18時～20時） 　参加者総数 ４２６名

11月25日～28日 （18時～20時） 　参加者総数 ３８９名

2月24日～27日 （18時～20時） 　参加者総数 ４０６名

（於東京、本部道場）

箱根活元運動研修会 8月19日～21日 （13時～17時）

（於神奈川、箱根研修会館） 参加者総数 ２５２名

瀬田道場活元会 毎月14日 9回

（於東京、本部道場） 　参加者総数 ３３３名

箱根活元会 （於神奈川、箱根研修会館） 7月9日　参加者総数 ３６名

岡山県活元会 （於岡山、岡山県道場） 11月10日　参加者総数 ９９名

地区合同活元会 11回 　参加者総数 ２７５名

活元運動研修会 （各整体指導室) 168回 　参加者総数 １，１３１名

活　元　会 （於全国各整体指導室・活元会会場） 　参加者総数５５，６５２名

参加者数総合計６１，３３５名

３．愉　気　法　研　修　会

京都愉気法研修会

　 （10時半～16時半）（於京都、京都研修会館） 　受講者総数 ３５８名

愉気法神奈川県大会 10月28日　（13時～17時）

（於神奈川、横浜三渓園） 　受講者総数 １４３名

愉気法研修会
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（於東京、本部道場） 　受講者総数 ２８１名

阪神愉気法講座

（於兵庫、阪神地区道場） 　受講者総数 ８２名

　受講者数合計 ８６４名

４．本　部　定　例　講　座

愉気法講座 　受講者総数 ６１２名

資料室主催会員研修会 　受講者総数 ２１４名

受講者数合計 ８２６名

５．本　部　講　座

（年間コース）

整体指導法講座 毎月22日 　受講者総数 １，４２６名

整体法初等講座 毎月6日 　受講者総数 １，１１０名

受講者数合計 ２，５３６名

（３日間）

整体法基礎講座 10月28日～30日 （10時～17時）

（於東京・神奈川、本部道場・横浜三渓園）受講者総数 ３７３名

体癖講座 7月28日～30日

（於福島、會津稽古堂） 　受講者総数 ２５７名

正月整体法講座 1月3日～5日

（於東京、本部道場） 　受講者総数 ４３５名

受講者数合計 １，０６５名

（体癖講座）

初心の人のための体癖講座

3月4日　（18時～20時）（於東京、本部道場） 　参加者総数 ３３名

京都体癖講座 4月10日 　（13時～17時）

（於京都、京都研修会館） 　参加者総数 ４０名

受講者数合計 ７３名

６．稽　古　会

個別稽古 （於全国各稽古場） 　参加者総数１６，０６４名

（11時～17時）

毎月21日（16時～18時）

（10時～17時）

12月、2月　各9日　（11時～20時）

毎月20日（13時～17時）

（於東京、本部道場）

（於東京、本部道場）

（11時～17時）

（10時～16時）
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公開講話 　参加者総数 ２，１９８名

本部稽古会

（於東京・京都、本部稽古場・京都研修会館） 　参加者総数 ６，４６０名

地区稽古会 （於全国各地区稽古場） 　参加者総数１４，６５６名

整体操法講座 （於本部稽古場） 　参加者総数 ３４８名

動法講座 （於全国各地区稽古場） 　参加者総数 ２，８４２名

参加者数合計４２，６５２名

７．整体コンサルタント研修会

　　　5、6、9、12、1、3月22日 （13時～17時）

（於東京、本部道場） 参加者総数 ５２７名

10月28日～30日 （10時～17時）

（於東京・神奈川、本部道場・横浜三渓園）参加者総数 １３５名

８．活元コンサルタント研修会

　5月14日

（於東京、本部道場） 参加者総数 ８０名

９．技術研究員・教授資格者研修会 2回

（於本部稽古場・京都研修会館） 参加者総数 ８４名

10．地区研究会 各地区 47回 参加者総数 ５４９名

11．研　究　会 各整体指導室 1,344回 参加者総数１０，２１４名

12．青少年体癖研究活動 七夕祭 7月6日

（於東京、本部道場） 参加者数合計　１９６名

13．韶子会『子供のための活元会』　開催 12月14日

（於東京、本部道場）

参加者数合計　９８名

Ⅱ．資 格 審 査 事 業

14．段位認定試験 段位認許者数　　 　　　準段位　　2名　　 　初段位　 8名

　　　弐段位　　19名　 　 参段位   9名

（11時～16時）
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    　　　　　　　　　　　 段位認許者数合計　　３８名

受験者数　　 1月21日実施       弐段位　12名　　参段位　22名

3月21日実施       準段位　12名　　初段位　5名

受験者数合計 ５１名

15．資格認定試験

整体コンサルタント資格認定試験 5月21日（1次） 9月21日（2次）

（受験者数　11名）

活元コンサルタント資格認定試験 6月21日（1次） 10月29日（2次）

認定委嘱　8名 （受験者数　12名）

（参加者数　44名）

（於本部稽古場） （参加者数　15名）

（於本部稽古場） （参加者数　12名）

12月18日、1月23日、2月5日、3月19日 （於本部稽古場） （参加者数　24名）

20．機関誌『月刊全生』の刊行 月1回

Ⅲ．学 会 開 催 事 業

4月15日、8月19日、12月9日 （於目白、ソルフェ―ジ）

4月11日、5月12日、6月16日、7月8日、8月12日、9月4日、10月9日、11月7日、

Ⅳ．機 関 誌 刊 行 事 業

16.音楽研究会ー西洋古典音楽演奏と内観的身体技法の研究

17.精神科医との内観的身体技法の研究

18.武術に於ける型と動法の研究会

19.古武術と内観的身体技法の研究会

4月19日、8月16日、12月20日

4月1日、8月13日、12月16日
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