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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。 

 

[サトルエネルギー学会 平成２６年度 役員体制] 

会 長  帯津 良一 

副会長  新家  龍 

顧 問  町  好雄 

顧 問  佐々木茂美 

顧 問  久保田昌治 

顧 問  濱須 光由 

名誉理事 村上 和雄 

名誉理事 江本  勝 

名誉理事 琴音 亜紀 

 

［運営委員］ 

  阿久津淳、池本敬子、井上恒弘、鈴木俊輔、冨岡幸一、古川久仁子、龍福正行、 

鳥羽利一、木練卓生、古川彰久 

 

［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 

 

 

 

 

 

理 事  鈴木 俊輔 

理 事  朝日  舞 

理 事  井上 恒弘 

理 事  阿久津 淳 

理 事  大槻麻衣子 

理 事  中野三智子 

事務局長・理事 古川彰久 

監 事  向後 利昭 

監 事  今野   隆 

理事・学術委員長 

     前田  豊 

理 事  米田  晃 

理 事  河野貴美子 

理 事  川口 哲史 

理 事  平澤 幸治 

・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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