スピリットインネイチャーエッセンス
リラ・デイビーワークショップ 2014 参加
あなたの人生を創造するスピリットインネイチャーエッセンス！
週末ワークショップで 20 種類のエッセンスをマスターする！

募集！

いつもスピリットインネイチャーエッセンスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
11月に創始者リラ・ディビーの来日ワークショップを開催いたします。今回は２回のイブニング
ワークショップと2回の１日完結型のワークショップを行います。フラワーエッセンスを学ぶ方々
やペットのために活用したい方々、そしてスピリチャルな探究を目指す方に向け、瞑想のワーク
ショップも開催いたします。
ご希望の講座にご参加いただけますので、この機会をどうぞお見逃しなく！ 20種類とシンプル
ですが、伝統ある安定した癒しの神髄を理解し、日常的に活用していただける内容になっています。
毎回、
日本語通訳付きですので、どうぞお気軽にご参加ください。

★職場やビジネスに活かすスピリットインネイチャーエッセンス
2014年11月22日（土）10：00〜17：30

1day

会場：全国町村会館

スピリットインネイチャーエッセンスは、私たちが職場環境で快適に働く意義やモチベーションを高め、生産
性を上げるためにサポートします。このシンプルかつ深淵なフラワーエッセンスを、あなたの日々の仕事の質
を高める方法を学びましょう！この１ day のワークショップでは以下の項目に関する堅実かつ実践的なアドバ
イスを提供します。
・職場の人間関係を円滑にするために・ストレス管理とエッセンス・メンタルケアとエッセンス・長時間労働
と成果主義・仕事面でサポートするエッセンス・アイデアや想像力を促進させるエッセンス・直観開発のため
のエッセンス・豊かさや成功へとつなげるエッセンス

★家庭と家族のためのスピリットインネイチャーエッセンス
2014年11月23日（日）10：00〜17：30

1day

会場：全国町村会館

あなたは日常生活や家族のために、調和と平和をどのようにして保つことができるでしょうか？特に昨今のス
トレスが多く経済危機に瀕した現代生活で、それは簡単なことでしょうか？この 1day のワークショップはフ
ラワーエッセンスを活用して、それを可能にする法についてお伝えします。
・配偶者の親族との調和のとれた人間関係・結婚生活での幸福のために・パートナーシップ・子育てに活かす
方法・親と子のコミュニケーションの改善のために・受験や課題への取り組み方・家庭での緊急時対応とエッ
センス・美しく豊かな老後のために・家族との愛の絆を深めるために

★愛するペットのためのイブニングワークショップ
2014年11月21日（金）18：30〜20：30

mini work

会場：全国町村会館

獣医、動物保護家、ペットショップのオーナー、動物トレーナーや動物を愛する人々向けに、特別なイブニン
グプログラムが行われます。スピリットインネイチャーエッセンスでは、エッセンスを動物に提供し、数々の
証言を集めてきました。この長年のリサーチから実際的な視点で、エッセンスの活用法をご紹介します。
・エッセンスがペットにすばやくパワフルにはたらく理由・行動やボディランゲージから、動物が必要として
いるエッセンスを選ぶ方法・エッセンスをペットに与えるときの方法・ペットにとっての現実を理解し、フラ
ワーエッセンスで癒す方法

★瞑想ワークショップ：ヨガナンダの教えに学ぶ
2014年11月24日（月、祝日）18：00〜20：30

mini work

会場：オフィス銀の鈴

瞑想は生命力を強化し、生命エネルギーの流れを解放します。瞑想することによって、内なる平安がもたらされ、
外側で起こる摩擦等に対処する力を養います。このワークショップは、実際にあなたの人生の質に変化をもた
らします。瞑想をすることで、効率よく時間を使うようになり、仕事面でのチャレンジ、健康面、人間関係等
の多くのストレスにさらされながらも、人生をより微細に豊かに楽しむことが可能になります。ホン・ソウ
（Hong Sau）と呼ばれるこの簡単なテクニックを学びましょう。これはインドのマスターであるパラマハンサ・
ヨガナンダ（スピリチュアルな分野では著名な「あるヨギの自叙伝」の著者）による教えです。このテクニッ
クをリラ・ディビーは 38 年間教えています。
・マインドを落ち着かせる・より高い集中力を養う・肉体を元気にする・真の幸せを経験する
・心身のより良い健康管理

●スピリットインネイチャーエッセンス
について
スピリットイン
ネイチャーエッ
センスは英国以
外で最も古いフ
ラワーエッセンスです。このエッセンス
は私たちに内在するポジティブな性質を
刺激するようにはたらきます。20 本の
エッセンスは果物や野菜の花からつくら
れますが、これらは高名なパラマハンサ・
ヨガナンダの叡智に基づいてつくられま
した。ヨガナンダは特定の食物に対する
スピリチュアルな解釈を残しましたが、
その弟子クリアナンダによってリラ・ディ
ビーに伝えられました。スピリットイン
ネイチャーエッセンスは 1977 年の創
設以来、37 年間、世界中で活用され、
利用客のリピーターも多く、質の高い教
育資料や顧客サービスも評価されていま
す。弊社は継続的な調査、分析、ケース
スタディ、体験談の収集にコミットして
活動を続けています。長年に渡り、あら
ゆる年齢層の人々、ペット、動物、植物
への献身的なケアを提供しています。弊
社 の み な さ ま に 対 す る 願 い は「for
Perfect Well-being 完全なる健全さ」
を達成していただくことです。

●リラ・ディビーについて
スピリットインネイチャーエッセンスの
創始者。37 年以上も世界中で講師活動
を行っているフラワーエッセンスの開発
者の１人。経験に基づいた叡智、ユーモ
アのセンス、音楽を通して、植物、動物、
人々に対する幅広い視点をセミナー、ラ
ジオ番組、テレビ出演等を介して提供し
ている。3 冊の著書『エッセンス・オブ・
ライフ』『動物のためのフラワーエッセ
ンス』（この 2 冊は日本語を含む数カ国
語に翻訳されている）と、フラワーエッ
センスを擬人化した童話で 20 冊シリー
ズ の 1 冊 目 で あ る『Bradley Banana
and the Jolly Good Pirate（ブ ラ ッ ド
リー・バナナと陽気で善良な海賊）
』が
ある。ミシガン大学で英語と心理学の文
学士号を取得。

詳しくは専用ホームページをごらんください！ http://www.workshop2014.spirit-in-nature-jp.com

スピリットインネイチャーエッセンス
リラ・デイビー来日ワークショップ 2014
開催日時

講座名

職場やビジネスに活かす
スピリットイン
ネイチャーエッセンス
家庭と家族のための
スピリットイン
ネイチャーエッセンス

＊この 2 日間のワー
クショップにご参加
された方は来年度、
開 催 す る「プ ラ ク
ティショナーコー
ス」への参加資格が
あります。またこれ
まで開催された 2 日
間コースのワーク
ショップに参加され
た方にも、同様の参
加資格があります。

会場

講習会費

2014年

11月22日（土）
10：00〜17：30

21,600円

（税込）

＊2日間お申し込みの
場合は合計

2014年

11月23日（日）
10：00〜17：30

愛するペットのための
イブニングワークショップ

2014年

瞑想ワークショップ
ヨガナンダの教えから

2014年

11月21日（金）
18：30〜20：30
11月24日（月）
18：00〜20：30

◎お得な早割のお知らせ

ご希望の講座にチェックし、
お申し込みください。

41,040円

http://www.zck.or.jp/kaikan/
東京都千代田区永田町1−11−35

（5％引き・税込）

東京メトロ永田町3番出口から1分

6,480円

（税込）

オフィス銀の鈴

6,480円

東京都港区西新橋3−8−1
http://www.ginnosuzu.net/

（税込）

◎お申し込み方法

JR新橋から12分都営三田線内幸町・御成門から5分

◆お振り込み先

お申し込みは先着順に受付いたします。申込書にご
記入の上、FAXまたはメールでお送りください。
申込書をいただいた方に、確認書にてお振込金額を
お知らせします。右記の口座にお支払いください。
講習会費のお振込みを確認しだい、受け付け完了
とし会場地図などのご案内書をお送りいたします。

10月24日までにお申し込み完了の方は
お得な割引料金になります !!
●１日コースを一つお申し込みの場合
早割料金は19,440円（１０％引き）
●1日コースを2日間お申し込みの場合
早割料金は36,936円（10％引き）
●イブニングコースをお申込みの場合は
早割料金は5.832円（10％引き）

全国町村会館

ショッピングサイトからの
お申し込みも便利です。

銀行口座：三井住友銀行

飯田橋支店

口座番号：9117662
口座名儀：アイプランニングイタバシサトコ
郵便振替：ゆうちょ銀行
口座記号番号：00160-2-504738
口座名義：Ⅰプランニング

http://i-planning.shop-pro.jp

FAX 03-6450-1824
ローマ字

お名前
ご住所

（受講証の表記になります）

〒

お電話

Ｅ-mail

＠

●リラ・デイビーからご挨拶
親愛なるみなさまへ
今年の 5 月に開催され、高い癒しをもたらした国際フラワーエッセンスコンファレンスのす
ぐ後に、再び日本を訪問することを、とても嬉しく思っています。とてもすばらしい光に満
ちたイベントが日本で開催されたことは、少し前に大きな人的および自然災害の被害に遭わ
れたことを考えると決して偶然ではありません。この前向きなエネルギーを持続させ、さら
なる光を日本にもたらすために、2 日間に渡る 1 day セミナーを開催します。この 1day セ
ミナーのどちらか、もしくは両方にご参加いただき、簡単に使えてかつパワフルなフラワー
エッセンスについて学んでいただきたいと思います。またこの他に、ペットに関する 2 時間の
イブニングセミナー、そしてさらに 2 時間の瞑想のワークショップも行います。過去のスピリットインネイチャーのセ
ミナーに参加されたことのある方には、今回のセミナーは、さらに充実した興味深いものであることをお約束します！
日本でみなさんとお逢いすることを楽しみにしています！
リラ・ディビー

◆キャンセルポリシー
お申し込み（ご入金）後にお客様のご都合に
よるキャンセルにつきましては、以下の通
りキャンセル料を申し受けますので、ご了
承ください。開催初日の２週間前までは、全
料金の15％（残り85％を振込手数料を差
し引いて現金でご返金します）。それ以降は
全料金の20％（残り80％をエッセンス引
換券をお渡しし、現金でのご返金はできま
せん）。当日のキャンセル料は100％申し
受けます。

for Perfect Well-being
スピリットインネイチャーエッセンス創設者

スピリットインネイチャーエッセンス輸入発売元

お申し込み
お問い合せ

Ⅰプランニング/スピリットインネイチャーエッセンスワークショップ事務局

〒105-0003

東京都港区西新橋3-8-1 第2鈴丸ビル7階

TEL：03-6450-1823 FAX：03-6450-1824
E-mail:info@spirit-in-nature-jp.com
ＨＰ：http://spirit-in-nature-jp.com

お申し込みは
お早めに！

