7 月 1 日（日）16:00～

第 18 回

新医学研究会 打ち合わせ

【議
題】
1. 新医学研究会 収支報告 （6/30 まで）
2. YouTube こみ☆まぐチャンネル
動画アップ状況報告
3. 木装ルーム 展開状況の報告

■本日の参加者
＜参加＞
1. 白鳥一彦
2. 船瀬俊介
3. 宇多川久美子
4. 北村由紀
5. △照井理奈
6. △大塚浩一
7. 猪飼大介

以上、参加 7 人

4. その他 （効目組 自社アフュリエイト開始予定）
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1. 新医学研究会

収支報告
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＜6 月＞
☆繰り越し☆
－144,200 円
★支出★
白鳥 作業費（5、6 月分）
10,000 円
雑費
1,000 円
――――――――――――――――――――――――
収支合計 ＝ －155,200 円

【7/1 現在 研究会の留保金】 －155,200 円
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2. こみ☆まぐチャンネル 状況報告
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YouTube こみ☆まぐチャンネル

http://urx3.nu/Imnd
毎月 1 回、日曜日に出演者の実撮り日を決めて、動画収録

こみ☆まぐチャンネルにアップしました。
限定公開なので、URL を知った人しか見れません。
動画タイトルと説明文、リンク URL をください。
説明文は、短くても長くても対応できます。

大和香要子
―――――――――――――――――――
なぜ笑顔ヨガを始めたのか 0228
https://youtu.be/q5iGUzwU12w
2:29
笑顔ヨガ実践方法 0626
https://youtu.be/QYRMDPPk07c
6:27
編集に戻る歪み取り体操 0517
https://youtu.be/Qxps6PMYqvM
5:19
―――――――――――――――――――
20180326 高野弘之（63 分）
https://youtu.be/mSc-50TlsI8
20180326 おやつ発表（MICHIKO9 分）
https://youtu.be/6L7LsFKPbpc
20180326 おやつ発表（照井 6 分）
https://youtu.be/N2zfxXzXRSg
20180326 おやつ発表（菊池 3 分）
https://youtu.be/bBxua1hFacs
20180326 白鳥一彦（広報 15 分）
https://youtu.be/y747se04jxY
20180326 堀本真由（2 分）
https://youtu.be/nDe-KqW9U7Y
―――――――――――――――――――

20180122 白鳥一彦（広報 7 分）
https://youtu.be/BkzkUJstkJ0
20180122 メンバー紹介（8 分）
https://youtu.be/i4hAG2CpCB4
20180122 高沼道子（9 分）
https://youtu.be/3LhIf5cStzA
20180122 船瀬俊介（58 分）
https://youtu.be/CASDXxzxzgs
20180122 高野弘之（27 分）
https://youtu.be/77MeQfdrcXU
20180122 ディスカッション（45 分）
https://youtu.be/wmOtCrmOXOk
―――――――――――――――――――
菊池英子（ハッピーボール）7 分
https://youtu.be/mh_OLSIkilo
菊池英子（ロースイーツとは）3 分
https://youtu.be/88cx8oHHIFA
菊池英子（酵素とは）4 分
https://youtu.be/3u2ueBJ7PnY
菊池英子（ジャンクフードとは）3 分
https://youtu.be/2sUHevNZBdc
菊池英子（バランスの良い食生活）5 分
https://youtu.be/ceE-91TCLsc
菊池英子 NG 1
https://youtu.be/4yWV9AYFP0Q
菊池英子 NG 2
https://youtu.be/HIJ01E-pDow
―――――――――――――――――――
知っておくべき NG FOOD 5 過剰タンパク（5 分）
https://youtu.be/PXoWUCaLV_M
知っておくべき NG FOOD 4 ホワイトトリオ（5 分）
https://youtu.be/aupESXo3iXA
知っておくべき NG FOOD 3 農薬（5 分）
https://youtu.be/CU1DQI4B01c

知っておくべき NG FOOD 2 遺伝子組み換え（5 分）
https://youtu.be/D37t48juqDM
照井理奈 NG 1
https://youtu.be/v1PPyew8d6A
知っておくべき NG FOOD 1 が、なぜかない。
赤い服装で再撮影。
―――――――――――――――――――
心もリラックス 丹田呼吸法（5 分）
https://youtu.be/MhedQLt2YxI
自律神経の整えるポーズ（2） 3 分
https://youtu.be/Jnx6rwnHk2I
自律神経の整えるポーズ（1） 3 分
https://youtu.be/G_UV-J7070k
疲労回復ポーズ（2） 3 分 HD
https://youtu.be/18HYCGhJW7A
疲労回復ポーズ（1） 3 分
https://youtu.be/X-wnembv1QQ
肩こりには手首ほぐし（3 分）
https://youtu.be/gkhPHPuIWxo
腰痛改善・腰痛予防（1） 3 分
https://youtu.be/4F3HvXfRtYI
―――――――――――――――――――
子ども達を本当にムシバから守るには？
歯科医師の梅津貴陽です。
https://youtu.be/HjAG8Z_IGgM
―――――――――――――――――――
ラジエントヒーターは、安全・安心！【動画】
https://youtu.be/ezXbCA12fdU
―――――――――――――――――――
『新医学宣言』3 本柱
https://youtu.be/D-D309Qypwc
『新キッズ宣言』10 の提言
https://youtu.be/yBUhVpXoZDo
―――――――――――――――――――

「見ろ！髪は染めてないぞ！」 68 才誕生日の挨拶
https://youtu.be/qe6UYgXsNjM
午前 9 時 50 分 ──鼓動がない！
https://youtu.be/BRI2M6H70Tc
5 つのセルフ・ヒーリング（姫路講演会）
https://youtu.be/9rti1DmH0Es
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3. 木装ルーム

展開状況の報告（保留）
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5/8「株式会社 OKUTA」へ営業
白鳥一彦
阿部常夫
船瀬俊介

の 3 人が訪問

株式会社 OKUTA（オクタ）

https://www.okuta.com/pc/company_info/

★現在「専門家コラム」掲載の企画準備中です。
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4. その他 （効目組

自社アフュリエイト開始予定）
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アフュリエイト商品（予定）
＜効目組 アフュリエイト商品＞
・「ゼロ磁場の奇跡音響免疫療法」の音響チェア（椅子）体験型販売
http://www.onkyo.tokyo/
・西原研究所「人工歯根治療法」の受診紹介
http://nishihara-world.net/original9.html
・レーザーで近視が治る スーパーPRK 法
http://prk-lasik.com/
・スーパーラジエントヒーターの（料理実演形式）の販売
http://gmax-kk.jp/publics/index/74/
・ヒップキュットのアフュリエイト販売
https://ameblo.jp/hanaoto87010/entry-12374608755.html D

