======================================================================
〜９SENSE を磨く〜 へそ道®研究コース

第 5 期 2019 年 6 月開講！

※和手アロマハンドセラピスト養成コースのご案内もございます！
======================================================================
いよいよ、9SENSE を磨く「へそ道®研究コース」の 5 期の受講申込みがスタートしました！
このコースは、地道に、地道に、地道に、大きく人生を飛躍させるためのコースです。

【地道】とは、手堅いしかた。着実に進む態度。
これはみたまを成長させ進化させるには欠かせないものです。
「この一年は大きかった！」
「これさえあれば、人生に他に何もいらないのでは？」
「へそ道が目指していたのは、ここまでのことだったのか！！！（驚）」
などなど、感動の声をいただいています。
みたまの理解を深めることは、人生の大きな変化につながっているからです。
このへそ道®研究コースの目的は、天性のものを、湧き上がらせ、自分の人生にも、人の人生にも喜
びを増やせる力を養い、仕事や家庭、社会で活かして役立てていくことです。
回を増すごとにどんどん新しい自分に出逢える体験が増えています。
一生離れることのない自分の本体の自覚を深めつつ、心や体を磨くことをどんどん深めていきます。
へそ道を通して9SENSEを磨くこと、自分の役割を全うすることで、
周囲に喜びを増やす人になるため、自分の感性を磨いていきましょう。
自分が喜べた分、人に喜んでもらえるやりがいのあるトレーニングです。
10ヶ月（他に自由参加イベントあり）を通して、「へそ」の感覚を染みこませることを定期的に繰
り返すことによって、身につけていく絶好の機会です。
問題解決に答えを求めるのではなく、人のせいにするのでもなく、そのことが、自分の内側をきれ
いにしていく大事なプロセスということ、すべて大丈夫だという中を生きることが、多くの人の幸
せにつながり、平和につながると思っています。
9SENSEの感覚を知るだけでも、今の世の中に喜びや感謝の量を増やすことが可能です。
人生全体の感覚を、完全円満な世界に調律し続けていきましょう。
終わる頃には、以前の自分を思い出せないくらいすっきりしているかもしれません。
さらに、同じ志を持った仲間ができるとても充実したものになるでしょう。
自分を磨くことで、人のためにもなる、大きなインパクトを与える1年にしてください。
たま聞きやファシリテーションを学ぶので、ご自分でお話会やブレスト、クリアリングの会などを
開催することができます。
へそ道®インターナショナル代表
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入江富美子

（2019 年 3 月 13 日決定日程です。）
+++-------------------------------------+++
日程
+++-------------------------------------+++
基本は、関西で開催します。
必須授業以外は、東京会場にて ZOOM で受講可能予定です。
または両方参加していただいても構いません。
（ZOOM 受講とは、スクリーン、またはテレビでの受講ですが、ライブで、相互コミュニケーション
を取りながら行いますので、リアルにワークができます。）
※3 年目の参加者さまより、
東京会場かご自宅か選択して ZOOM 受講ができるように計画しています。
授業終了後は懇親会を開催し、受講生同士さらに練りあい深めていきましょう。（自由参加）

第1回
《始業式

「
“9SENSE で生きるへそ道”〜究極の生き方〜」
大阪に集合》
6 月 15 日（土）11 時 25 分にレストランに集合
レストラン

リヴィエール

大阪キャッスルホテル

7階

〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1番1号/ TEL 06-6942-2401
http://www.osa ka-castle.co.jp/restaurant/riviere.php
6月15日（土）13時〜16時45分

2019年度

研究科

スタート！

ドーンセンター （大阪府立男女共同参画・青少年センター）
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49

天満橋から徒歩5分

★お知らせ★
こういちマンモス&まさお&入江富美子 2019 年初ライブ開催決定！！
《研究科の方は特別料金で参加していただけます》
19 時より研究科と同会場、ドーンセンター視聴覚室にて！
★特別行事★
【定例】伊勢神宮 月次祭 伊勢の風を感じる会（代表 入江富美子）
6 月 16 日（日）17 日（月）
（希望者のみの参加・参加費は別途必要です）
講演/志賀一雅博士・香葉村真由美先生・寺岡賢さん・入江富美子
申込みは伊勢修養団まで直接お願いします。
https://syd.or.jp/ise/
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第2回

「最新へそ道基礎コースでサポートを学ぶー.必須」

大阪開催のみ

７月６日（土）10 時〜18 時半
７月７日（日）10 時〜18 時半

終了後、懇親会

※一般の生徒さんは、12 時〜18 時半
堺筋本町 アクシスクエア大阪セミナーホール
〒541-0053 大阪市中央区本町 1 丁目 7-1 三星本町ビル

第4回

本町駅より徒歩 5 分

「他者へのサポートによる和解の強化」
8 月 24 日（土）12 時〜17 時（31 日から 24 日に変更になりました）
上本町駅・谷町九丁目駅近く

※決定次第お知らせいたします。

★東京 ZOOM 受講可能予定

★特別講座研究コース生限定コース★
和手アロマハンドマッサージ養成コース 《前期 マッサージ編》
◇日時

8 月 25 日（日）

12 時〜17 時

定員 36 名

（9/1 から 8/25 に変更になりました）

◇会場

たかつガーデン

ローズ

（〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 7 番 1 号）
上本町駅より徒歩 5 分
◇受講料

初受講 32,400 円（税込）
再受講 21,600 円（税込）

◇持ち物

バスタオル 1 枚、スポーツタオル 1 枚

◇服装 半袖。汚れても（オイルがついても）大丈夫な服装でお越しください。会場で
着替えていただいても OK ですが、更衣室はありませんので予めご了承ください。
◆ 授業内容 ◆
１，手から気を出すコツ
２，アロマの基礎の基礎
３，ハンドマッサージ・反射区
４，ハンド＋αセッション
受講後は、ハンドセラピストとしてご自由に活動できます。
（尚、和手ハンドセラピストと言う名称は、経験を積んで、試験に合格してからしか使
えませんのでご了承ください。試験は随時行いますので個人で申請ください。）
※研究コース限定の特別コースですが、空席がある場合のみ、過去の研究生もご参
加いただけます。
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★特別講座研究コース生限定コース★
和手アロマハンドマッサージ養成コース 《後期》
アロマテラピーの基本の知識や精油の効能、ブレンドの仕方を学びます。
最低限のポイントを集中して学べますので、後は精油をコツコツ揃えるだけで、一生使
えるような内容です。実際に制作を通して学びます。（材料費込み）
◇日時

12 月 15 日（日）12 時〜17 時

◇会場

たかつガーデンガーベラ

定員 36 名

（〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 7 番 1 号）
上本町駅より徒歩 5 分
◇受講料

受講料 21,600 円（税込）

※養成コース前期のお申し込み者のみ受付の予定ですが、空席がある場合のみ、その他
の研究生もご参加いただけます。

第5回

「許しと罪悪感の開放」
9 月 21 日（土） 12 時〜17 時（9 月 29 日に予定していました遠足は中止になりました）
上本町駅・谷町九丁目駅近く ※決定次第お知らせいたします。
★東京 ZOOM 受講可能予定

第6回

「矛盾と葛藤 徹底的にへそにかえる」
10 月 19 日（土） 12 時〜17 時（12 日から 19 日に変更になりました）
上本町駅・谷町九丁目駅近く ※決定次第お知らせいたします。
★東京 ZOOM 受講可能予定

第7回

「過去と和解し、力を取り戻す」
11 月 30 日（土） 12 時〜17 時
上本町駅・谷町九丁目駅近く ※決定次第お知らせいたします。
★東京 ZOOM 受講可能予定

第8回

「セレブファシリテーションを学ぶ」
12 月 14 日（土） 12 時〜17 時
上本町駅・谷町九丁目駅近く ※決定次第お知らせいたします。
★東京 ZOOM 受講可能予定
★講義終了後 研究科大忘年会 ハイハイタウン 天山閣にて開催予定！！
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第9回

「へそで相手にアプローチする方法」
2020 年 1 月 18 日（土） 12 時〜17 時
上本町駅・谷町九丁目駅近く ※決定次第お知らせいたします。
★東京 ZOOM 受講可能予定

第 10 回

「喜びを伝える方法」
2 月 15 日（土）

12 時〜17 時

上本町駅・谷町九丁目駅近く ※決定次第お知らせいたします。
★東京 ZOOM 受講可能予定

卒業式 《ゆの里合宿研究科卒業式（1 泊 2 日）
》
3 月 14 日（土）12 時〜
3 月 15 日（日）16 時終了予定
ゆの里合宿の宿泊費などはコースの参加費に含まれています。
※参加者さまが多く全員がゆの里さんに宿泊できない場合は、宿泊のみ、近くのホテルをご用意す
る場合もございます。
また合宿不参加の場合、宿泊費等のご返金はできませんのでご了承ください。
現地までの交通費は各自でご負担ください。

2019 年度研究科コースの日程はこれで決定ですが、やむを得ず日程の変更や会場の
変更等が生じる場合がございます。
万が一変更がございました場合は、早めにお知らせいたしますのでご了承ください。
+++----------------------------------+++
会場について
+++----------------------------------+++
★ 主な会場は 【大阪】です。 各日程でご確認ください。
まだ会場未定の日程につきましては、決まり次第お知らせいたします。
★今年は入江富美子の海外出張が多く大阪会場のみの開催ですが、大阪以外の方でも ZOOM で受講し
ていただけるよう予定しています。
★研究科 3 回目/9SENSE 研究員コース以上の方はご自宅にて ZOOM で受講していただくことも可能です。

+++----------------------------------+++
参加条件
+++----------------------------------+++
① へそ道®応用コース修了者で、最後まで受講できる人
（6 月までに応用コース修了予定の方は、お申込みいただけます）
② へその大切さを実感していて、人にもその感謝と喜びを与えたい人
③ 人生で起こることを通して、何かのせいにすることなく積極的に、自分を磨きたい人
④ 大きく自分を構築することで、伝えることや、自分のあり方で社会の役に立ちたい人
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⑤ 素直に学ぶ気持ちがある人

+++----------------------------------+++
特典
+++----------------------------------+++
■
■
■
■

受講中に行われる上映会や講演などに、割引価格で参加できます。
優先的にイベントなどのお知らせをさせていただきます。
ウェルカムスタッフとして、スタッフ側を経験することを通して学ぶ機会があります。
2 年目以降の方はインターンシップとしてコースに参加し、フィードバックを受けることができ
ます。（インターシップ参加の際は、インターシップ特別料金で受講していただけます。
）

+++----------------------------------+++
参加費について （カード払い可。）
+++----------------------------------+++
◇参加費

３１万円（税別） ※ゆの里での宿泊・食事代込み
★早割４月末まで … ３０万円（税別）

５月開催のゆの里特別コースにて、応用コースを受講予定の方は、先に研究科のお申し込みをして
いただけます。その後キャンセルの場合は、手数料を引いて返金させていただきます。
◇再参加費（2 回目の方） １８万円（税別） ※ゆの里での宿泊・食事代込み
★早割４月末まで … １７万円（税別）
◇3 回目／9SENSE 研究員コース １３万円（税別） ※ゆの里での宿泊・食事代込み
★早割４月末まで … １２万円（税別）
◇4 回目以降／研究員シニア
１２万円（税別） ※ゆの里での宿泊・食事代込み
★早割４月末まで … １１万円（税別）
◇再受講／単発参加希望者（研究コース１年受講終了の方が対象となります）
1 回につき１万５千円（税別）
※ゆの里合宿には参加できません。

◆ キャンセルポリシー◆
ご入金後のキャンセルについては、開催前まではセミナー料金の 5％の手数料を差し引いた金額をご
返金いたします。
当日キャンセル、及び、受講後はご返金できませんのでご了承ください。
※返金の際の振込手数料はご負担いただきますので、予めご了承ください。

++----------------------------------+++
その他の詳細等
+++----------------------------------+++
❐全日程を通して連続して学びがつながっています。コースの性質上、場での体感の積み重ねです
ので、全日程参加でお申し込みください。可能な限り全ての日程にご参加いただくことで変化を
体験できると思います。特に合宿は必須です。
❐体調不良や仕事などでやむを得ず欠席になる場合もあるかと思いますが、その場合、下記の対応
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とさせていただきますのでご了承ください。
・欠席された場合も、次期への振替はありません。
・事前に連絡の上欠席された場合、レジュメのある講座の場合はレジュメをお渡しいたしますが、
該当講座の録音・動画データをお渡しすることは出来かねますのでご了承ください。内容につい
ては、同期の仲間同士でフォローしあっていただきます。
・ゆの里合宿に参加できない場合も、ご返金はできません。

以上の要項をすべて確認・同意いただいた方のみ、下記いずれかの方法にてお申し込みください。

《お申し込みの受付期間

2019 年 2 月 26 日～6 月 10 日》

（１）申込フォームよりお申し込みください

http://iriefumiko.com/9senselab2019/

（２）次頁の申込書をプリントアウトしてご記入いただき、FAX又はメールの添付にて送信ください。

E-mail welcome@hesodo.com ・ FAX 06-4303-5091

※ご不明な点などございましたら、気軽に事務局までお問い合せ下さい。
+++-------------------------------------------------+++

株式会社トータルプレイズ
へそ道インターナショナル事務局 受付窓口：賀来
E-mail welcome@hesodo.com
電 話 06-4303-5088
携 帯 070-5346-7646
+++-------------------------------------------------+++
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======================================================

〜９SENSE を磨く〜へそ道®研究コース 参加申込書
======================================================

下記のページの項目にご記入いただき送信ください。
例：1. (●)はい 2. ( )いいえ
FAX の場合はプリントアウトしてご利用下さい。 FAX 番号
申込者名
［ふりがな］

［

希望の受講場所

］
1. (

) 大阪

2.(

) 東京

〒
住所
生年月日
連絡先
携帯
FAX
メールアドレス

へそ道研究コースへ申
し込もうと思った理由
をご記入下さい。

ご質問・連絡事項など
ございましたらお書き
ください。
1. ( )銀行振込・一括払い

2.( )銀行振込・２回分割

希望のお支払方法
3.（ ）クレジットカード（一括のみ）
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