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サトルエネルギー学会

サトルエネルギー学会について

21 世紀に入り、病気や治療への取組み方に変化が見られ、身体部分の故障を修繕
する人間機械論的な治療から、精神性や霊性まで入り込んだ生命体のエネルギーを
回復する、より根源的な治療、つまり「癒し」ヘの期待が高まっております。ここ
に「人間まるごと治療」
、より本質的な人間生命論への発展が時代の大きなうねりと
なってとなってきました、
医療面のみならず水、農業、食品、住環境など人間社会を取り巻くその背後に隠
された Subtle（サトル：微弱な、微細な、ほのかな）なエネルギーを科学する努力
が必要です。見えない意識と見える物質との橋渡しがサトルエネルギー学会の 21
〈会長 帯津良一〉
世紀の使命と思っております。
エビデンスを求める努力はむろん、眼では見えない現象、未知なる現象を含め真
摯に研究し、また智慧を分かち合って現象の裏にある物事の本質を認識する。そうすることによって、サトルエ
ネルギー学会が、社会に大きく貢献できるものと信じております。
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［活動の概要］
・春と秋の年二回の大会・シンポジウム
・理事/外部講師による「さとるサロン」毎月１回
・意識科学研究会
・秘教科学分科会→後半より休会
・超エネルギー研究分科会
・言霊研究分科会
・公園に愛と感謝のセレモニー

・ゼロバランスセラピーに名称変更
・宇宙生命分科会
・ヒーリング アロマセラピー分科会
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