12 月 1 日（１日目）
9 時から 10 時

登録とネットワーキング

10 時から 10 時 30 分

開会式
- IFSA プレジデントのオープニングスピーチ - Mr. Darren Ng
- 証明書の授与 - IFSA 認定の風水マスター
- 証明書の授与 - IFSA チャプター
- オープニングセレモニー - テープカット

10 時 30 分から 11 時 15 分

古代風水の驚くべき科学
山道帰一師
古代の科学は、今日の多くの現代の科学文明の発展の基礎です。 ゴットフリート・ヴィルヘルム・
ライプニッツが易からインスピレーションを得て 2 進法を発明したことを知っていましたか？ 同
様に、美学の理想的な割合であると言われる西洋ルネサンス時代の黄金比は、古代の遺跡の研究か
ら発見されました。古代の科学の驚くべき秘密を探検し、それが未来のためにどのように答えてい
るのかを検証します。

11 時 15 分から 12 時

四柱推命の健康科学
グランドマスター・レイモンド・ロー老師
伝統的中医学の科学によれば、健康は五行のバランスから生じ、アンバランスは病気を引き起こし
ます。四柱推命は、このアプローチを反映しています。 人の誕生日は、体内の五行の構成を明ら
かにし、潜在的な将来の健康問題を洞察します。 この知識によって、早期の予防策が健康維持の
鍵です。 このセッションでは、がん、心臓病、パーキンソン病、糖尿病などのさまざまな病気の
基本的な原因を掘り下げ、四柱推命と現代の栄養学を統合した効果的な予防策を学び、軽減します。

12 時から 12 時 45 分

現代科学技術による人類の知恵を探求し、解釈し、改善します。
Master Goh Guan Leong
風水の秘密を発見するためには何年もの探検と困難が避けられない条件の昔とは異なり、今日の情
報の探索は技術の進歩により数分で達成可能です。 サイバーテクノロジーの利用、科学、地理、
心理学、社会学、風水の概念の組み合わせを通じて、「グローバルな地形の風水」がどのようなも
のかを検証します。 また、このセッションでは、文化的な豊かさ、人々の長寿とその生活を分析
するために日本にスポットライトを当てます。ボーナスとして、ホスト国日本を主出させるすべて
の参加者待望の象徴的なギフトがあります。

12 時 45 分から 14 時

ランチ休憩

14 時から 14 時 45 分

現代建築環境と風水インテリア技術
Kim Ki-Beom 教授
これは、人間の居住空間で風水インテリア技術を使用するための方法論を提示します。 今日、建
築は人間の便利でより良い生活のために建てられています。 それは豊かな生活を求める方法とし

て建てられています。 また、既に建てられていても、特定の環境で使用する方法を探します。 私
のコースでは、現代建築と韓屋（韓国式家屋）の違いを分析して学び、便利な生活とインテリアの
技術を組み合わせることによって適切な建築環境を考えることができます。 また、アイテムやイ
ンテリアのアクセサリーを適切な場所に配置することで、自分の心（氣）を高める方法を紹介しま
す。
14 時 45 分から 15 時 30 分

巒頭、理気そして玄空飛星を都市の生活空間に結びつける：ケーススタディ
Master Janene Laird
人口統計が都市環境に移行し続けているため、高密度住宅の必要性が並行して増加しています。こ
れに対応して、個人の生活空間をサポートし、それにつながる外部共同レジャー区域の設計は、人
間の調和を強め、その居住者の富とキャリアの可能性をかき立てる統合された居住施設の憩いの場
を創出するために今日ではより重要です。それを説明するために、このケーススタディでは、巒頭、
理気と玄空飛星風水の古代の流派と私たちの将来の生活様式の現代的な解決策を巧みに融合させ
たシンガポールの中規模のタウンハウスについて検証します。

15 時 30 分から 16 時

休憩

16 時から 17 時

新しい時代に古い科学を使用する際の共通の問題と疑問
モデレーター： Grand Master Vincent Koh
パネルディスカッション：Grand Master Stephen Skinner
Master Jacek Kryg
山道帰一師

12 月 2 日（2 日目）
9 時から 10 時

登録とネットワーキング

10 時から 10 時 45 分

A: 古代の知恵～風水命理の精密さ
川本一志氏
風水命理は、長い時間をかけて蓄積されてきた膨大な量のデータ、知識と技術を提供してま
す。それらは、建築設計、人生の方向についての分析、および予測の技術において依然とし
て現代社会において使用されています。 この古代の知恵は世代を経て支配し続けることは間
違いありません。 立証された例には、巒頭派、三元九運システム、二元八運システム、十干、
十二地支からの毎日のイベントが含まれるでしょう。
B: 八字算命
Master Sabine Kullak
八字算命による現代キャリアのナビゲーション八字算命は四柱推命としても知られ、誕生デ
ータに基づき、人の性格や可能性と同様、良い時期と不利な時期を、驚くべき精度と効果を
確認できるシステムです。古代中国の宇宙論に根ざした、現代生活におけるその適用性には、
人生と仕事のあらゆる面でのエンパワーメントと同様に、キャリアとビジネスの課題のナビ
ゲーションも含まれます。

10 時 45 分から 11 時 30 分

A: 風水は現代社会に関連していますか？
Master Yap Boh Chu
風水は、中国で約 2000 年前の中国を起源として以来、その有効性について何度かの適応、変
化、批判を切り抜けてきました。普遍的な信念とは対照的に、現代科学は実際に風水の実践
を通じて達成された原因と効果を合理化することによって風水の信頼の助けとなってきまし

た。さらに、風水が具現化する古代の価値は、現代社会の一部でもあります。私たちは、な
ぜ、どのように風水が今後も引き続き適切であるのかの理由を明らかにするため、この会話
に参加してください。
B: 生活空間の未来
Master Cristina Groza
何世紀にもわたって人々は生活空間を最適化し、建築、エネルギー、技術の専門家にその解
決策を求めてきました。実践者は、風水がこの追求の究極の一体化のツールであると信じて
います。 6000 年前に黄帝によって発明された羅盤は、改良された形ではありますが、今日
でもまだ使用されています。 同様に、風水の古代の価値観は現在の時代にどのように維持し
ているのでしょうか？ 改善の余地があるのか、それとも古くからの知恵がこれまでと同様に
関連しているのでしょうか？ 風水が過去の象徴として残っているのか、それとも将来の生活
への答えがあるのかがわかります。
11 時 30 分から 12 時 15 分

A: 進化する風水の実践
Master SB Surendran
数年間、実践者は、分析の正確さと結果を高めるために、さまざまな研究分野を密接に結び
つけてきました。例えば、占星術は恒星と宇宙のエネルギーの影響をよりよく理解するため
に、四柱推命、易、紫微斗数に組み込まれています。風水を越えて、熱放射、シックハウス
症候群病気、マイクロ波の影響、電磁場やその他の人工エネルギーが家庭内の居住者の幸福
に大きな影響を及ぼすとの考えの流派もあります。風水の進化と現代の適応のこの旅に乗り
出します。 このセッションでは、さまざまな実践を統合したケーススタディを共有している
ため、風水と現代科学を併用することで、調和の取れた空間と悩みの種に立ち向かうことを、
どのように達成するかについて明らかにします。
B: 私たちがチャンスを得る日
マスター藤木梨香子
人類は有史以来、幸福の秘密を定義しようとしました。ある人は、心の潜在意識の力が研ぎ
澄まされるかもしれない幸運の永続を持つことについてだと言う人もいます。他の人達はは、
ポジティブなアファーメーションの有効性を主張している。 古代中国の賢人たちは、私たち
の出生データの中に、危険から守り夢を実現させる守護天使のような人物である貴人を認め
ています。桃花運は、美しさと魅力の持ち主であると考えられています。 私たちが求める答
えは、私たちの出生年、月、日、時にあります。有名人が貴人と桃花運の助けからどのよう
に名声を得たかについての実例を聞きます。

12 時 15 分から 13 時 30 分

ランチ休憩

13 時 30 分から 14 時 15 分

A: 環境の氣：庭園の風水
Master Anita Zoe
庭園と中庭は、長い間、建築様式や住居のエネルギーを定義する上で重要な役割を果たして
きました。風水の原則によれば、庭園は、入って来る「氣」
（エネルギー）と家の地形構造の
質を高めます。このセッションでは、何世紀にも渡って、東洋と西洋の庭園の様々なスタイ
ル、特にヨーロッパの宮殿の古典的な庭園が中国もしくは日本の皇居の庭園とどう違うのか
を検証します。風水の原理と中庭やその他のオープンな要素を家のデザインに使用し氣の流
れとその住人の幸福を改善することの意味を学びます。
B: 堪輿擇日－ShìPán（栻盤）の調査と吉のタイミングでの利用
Master Tyler Rowe
ShìPán（栻盤）または Divination Plate は、風水で使用される最も古いデバイスの 1 つです。

古典文学ではあまり参考にされていませんが、その機能に関する情報は不明瞭であり、その
適用に関する意見は様々でした。羅盤の先駆者であると考えられていた栻盤は、空間ではな
く時間を測定する天文学的な道具でした。この方法は、正方形の戦車上の円蓋のツールの構
造の後に KānYú（堪輿）または '円蓋と戦車'として知られていました。このように、この技
術は、すべての擇日とそれに続く幸運なタイミングシステムの基礎と考えられています。私
たちが古代の文章の証拠と現代の実用的な可能性を参照するように、ShìPán（栻盤）の歴史、
構造、影響力および使い方を調査します。
14 時 15 分から 15 時

A; 現代における古代の知識
Master Adriel Jose-Angelo Trinidad
科学技術は驚異的な進歩を遂げており、文字通り多くの情報を手に入れた新しいイノベーシ
ョンにつながります。 そのために私たちの生活は楽になっています。 パートナーを探すな
ど、あらゆるニーズにほぼ応えるモバイルアプリは、すべてが便利です。 このハイテク社会
に、易、四柱推命、風水がどれほど重要で関連しているか、それらの役割について調べます。
個人とクライアントの両方の経験から学び、この古代の知識が旅行、健康、ロマンチックな
関係にいかに正確に適用できるかを発見します。
B: 風水、八字、易－21 世紀において幸せで健康な生活のための古代の知恵
Master Jen Stone
玄空飛星風水、八字、易の 3 つの古典分野は、時間と文化的な信念にかかわらず、一緒に使
うと効果的かつ積極的に人生のあらゆる側面を豊かにすることができます。サンプルのケー
ススタディを通して、幸せで健康的な生活を送る方法を見つけます。このセッションでは、
なぜ西洋では風水の混乱や誤解につながる大局を見逃しているのかを明らかにします。

15 時から 15 時 45 分

休憩

15 時 45 分から 16 時 45 分

どのように IFSA が世界中で風水の実践を先導し奨励できるでしょうか？
モデレーター:

Grand Master Vincent Koh

パネルディスカッション：

Grand Master Tan Khoon Yong
Grand Master Raymond Lo
川本一志師

16 時 45 分から 17 時 15 分

閉会の言葉
- IFSA プレジデントの閉会スピーチ
- スピーカーへの感謝状授与
- IFSC 2018 の終了

IFSA2018 ガラディナー
(日付：2018 年 12 月 2 日, ガラディナーのチケットを登録済みの参加者のみ）

18 時 30 分から 22 時

会場: 大衆酒場 den（でん）岡山【旧 魚松味ビル】
〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町４－１１ 味ビル 1F
ガラディナー～居酒屋スタイル（ドリンク、ダンス、カラオケ他）

