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２０２１年６月開講！

セレブレーションプレミアム 研究コース＆サロン

第７期　募集要項

いよいよ、「研究コース」第７期の受講お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セレブレーションセミナー最強

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。

【この一年は大きい！】

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。

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。へそを磨き、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、「みたまで生きる」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。

問題の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。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。
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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。

今年はこれまで以上に、研究コースも結果にコミットしていきます。

テーマは、その時大事なことをがっちり掘っていきます！

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。

茶道、華道と同じく奥深い ”みたま” の道を深めていきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入江富美子
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研究コースのプログラムには、基礎コース・王道コース・合宿など、対面での価値が高い講義が

たくさんあります。ですので、対面での受講を中心に開催します。

ただ、今期の研究コースは、さらにそれぞれの研究を深めるために、オンラインサロン形式を導

入することにします。そのことによって、海外在住の方や、遠方にお住まいのため対面で受講で

きない方も、Facebookの受講生限定グループページ内でのライブ配信や、ZOOM配信などでご

参加いただけるようにしました。

※海外在住や遠方にお住まいで会場参加が叶わない方については、「ライブ配信参加」というス

タイルでご参加いただき、そのライブ配信参加者同士でチームを組みながらフォローしあえるよう

にしていきます。お申込み時に「ライブ配信参加」を選択ください。

なお、基礎コース・王道コース・合宿に関しても、Facebookグループページにて受講可能として

いますが、基礎・王道については、全編録画は残しませんので、ご了承ください。

※ライブ配信について

…ZOOM配信と明記している回（2022年1月＆3月）については、ZOOMで配信しますが、それ以

外の回については、ZOOMではなく、Facebookグループページ内での配信となります。

※講座中のワークについて

…ZOOM配信回は、ブレイクアウトルームにてワークしていただけますが、Facebookグループ

ページ内での配信の際は、各自でグループを組んでいただく形をとります。

◇ 研究コースとオンラインサロン「ザ！セレブレーション」の違い◇

オンラインサロン「ザ！セレブレーション」と研究コースは、全く違うものです。

受講形式が、オンラインか対面式かという違いはもちろんありますが、それだけではありません。
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研究コースは、みたまを深めたいという人たちが、1年間みたまを深めることだけに集中して、月

に一度集い、練り合い、みたまを磨き続けるという、いわば "みたまで生きる" ための超濃縮コー

スになります。そして、みたまで生きて自分はどう他者に反映しているのか！ということを共に、研

究していくためのコースです。　

イメージしやすいように、"ホテルの支配人の意識" とお伝えしたりもしてますが、ご自身が属する

コミュニティーに、どんな存在で、どんな言動で、どんな行動で、目に見えない自分の醸し出す

香りを出すのか、という練習の場なのです。

研究コースは、今現在の入江富美子のプログラムのなかでは最強で、最高のコースと言っても過

言ではないくらいの内容です。「自分の気づき」を目的に参加される方もおられると思いますが、

そこを超えた意図を持ち、その意識を深めて参加されると全く違うコースとなることでしょう。

+++-----------------------+++
　　　会　　場
+++-----------------------+++

研究コースは、基本は、対面受講です。

開催は主に、関西（大阪）となります。

※今期は、東京支部（千葉／イクシーカフェ）での開催はございません。

ZOOMでの開催回については、各自ご自宅にて受講いただく形となります。

※ZOOM参加とは、スクリーンまたはテレビ画面での受講ですが、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。

※海外在住や遠方にお住まいで会場参加が叶わない方については、「ライブ配信参加」というス

タイルでご参加いただき、そのライブ配信参加者同士でチームを組みながらフォローしあえるよう

にしていきます。
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＜欠席時のフォローや録画について＞

前述のとおり、研究コースは対面での受講が大きな価値でもあり、ライブで会える貴重な機会と

なっております。ですので、できる限り会場にて受講ください。また、ZOOM開催の際もライブでご

参加ください。

※どうしてもご事情があり欠席される場合、又は海外在住で映像でしか受講できない方について

は、録画にて受講いただけるようにしますのでご安心ください。

※毎回開催後、期間限定（1ヶ月程度）で録画をアップいたします。会場／ライブ参加できない

場合は、その録画をご覧ください。また、各自での復習などにもご活用ください。

（前期はコロナの状況もあったため特別措置として、録画アップの期間を設定しませんでした。

研究コースは、本来、会場／ライブ参加に価値を置いており、録画をご覧いただくためのコース

ではありませんので、今期は期間限定での録画アップとします。）

+++-----------------------+++
　　　日　　程　
+++-----------------------+++

＜ お願い ＞

2021年5月1日時点での決定日程です。状況により、やむを得ず日程変更や、オンライン配信へ変更になる場

合もございますので、予めご了承ください。変更になる場合は、決まり次第、早急にお知らせいたします。また、

講座の内容につきましても、皆さんにとって、よりよいものを届けられると判断した場合は、積極的に変更してま

いりますので、ご了承くださいますようお願い致します。

◆第１回　6月27日（日）交流会＆講座　【大阪・上本町】

　 ●午前 11:30〜 ランチ交流会（受付 11:15〜）

　 ●午後 13:00〜16:45　講座　★ライブ配信あり★

　　会　場：杯杯天山閣（https://hihi1.com）

　　　　　　大阪市天王寺区上本町6-3-31-301うえほんまち ﾊｲﾊｲﾀｲｳﾝ３F　

　　参加費：¥1,500円（税込） 当日、会場受付にてお支払いください。

　　※午後からの講座も、交流会と同じ会場に変更となりました。
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◆ 第２回　基礎コース　【大阪・上本町】

　　　　　※一般参加の受け入れあり　★ライブ配信あり（※録画なし）★

　 　7月17日（土） 9:30〜10:30　研究生のみ

　　　　　　　　 　 11:00〜19:00　基礎コース 1日目

　　　　　　　　 　 19:00〜20:00　研究生のみ（振り返り）

　 　7月18日（日） 9:30〜17:00　基礎コース 2日目

　 会場：ドーンセンター／特別室

　　　　大阪市中央区大手前1丁目3番49号（https://www.dawncenter.jp）

◆ 第３回　8月21日（土）13:00〜17:00 【大阪・上本町】★ライブ配信あり★

　 会場：大阪市立社会福祉センター／第一会議室

　　　　大阪市天王寺区東高津町12−10（https://shafuku-center.jp/sisetsu/）

　　※午前中10:00〜11:45 同会場にて、一般向けのお話会開催あり（別途費用）

◆ 第４回　おのころセレブ王道コース　※一般参加の受け入れあり

　　　　　※合宿費用別途要　★初日のみオンライン配信あり（※録画なし）★

　 9月18日(土) 12:00 〜 9月20日(祝月) 17:00終了予定　2泊3日の合宿スタイル　

　 ホテルリゾート南淡路　https://www.daiwaresort.jp/awaji/restaurant/index.html

　 ※オプションで、うず潮クルーズ観光あり！（別途費用）

　

◆ 第５回　10月30日（土）13:00〜17:00 【大阪・上本町】★ライブ配信あり★

　 会場：大阪市立社会福祉センター（予定）

　　　　大阪市天王寺区東高津町12−10（https://shafuku-center.jp/sisetsu/）

　　※午前中10:00〜11:45 同会場にて、一般向けのお話会開催あり（別途費用）

◆ 第６回　11月13日（土）10:00〜12:00　【ZOOM配信のみ】
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◆ 第７回　12月18日（土）13:00〜17:00 【大阪・上本町】★ライブ配信あり★

　 会場：大阪市立社会福祉センター（予定）

　　　　大阪市天王寺区東高津町12−10（https://shafuku-center.jp/sisetsu/）

　　※午前中10:00〜11:45 同会場にて、一般向けのお話会開催あり（別途費用）

◆ 第８回　2022年 1月15日（土）10:00〜12:00　【ZOOM配信のみ】

◆ 第９回　ゆの里1泊2日合宿【和歌山・ゆの里温泉】※合宿費用別途要　

　　2022年 2月19日（土）11時 〜 2月20日（日）16時終了予定

　　会場：天然温泉 ゆの里（和歌山県橋本市神野々898）

　　　 　　https://www.spa-yunosato.com/access.html

※受講生の一部は、ゆの里泊ではなく、入江とともに近くのホテルになります。

　ゆの里のお風呂には入れますのでご安心ください。

※どうしても宿泊が難しい場合は、日帰り（通い）受講可能です。

◆ 第10回　2022年 3月12日（土）【大阪周辺（予定）】

　　時間＆会場 …決まり次第お知らせいたします。

+++----------------------------------+++

　　　　参加条件

+++----------------------------------+++

① 王道コース修了者で、１０回最後まで受講できる人

　　　　　※６月までに王道コース修了予定の方は、お申込みいただけますので、　

　　　　　　ご参加希望の方はお問い合わせください。

② みたまで生きること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

⑤ 素直に学ぶ気持ちがある人
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+++----------------------------------+++

　　　　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。

■ オンラインサロン『入江富美子のオープンキャンパス』に月会費 2,000 円 (税込)でご加

入いただけます。（すでに月会費5,000円でご加入いただいる場合、6月以降、月会費

2,000円に変更いただけます)

★早期お申込み特典★

5月末迄にお申込みされた方は、

6月3日21時〜開催の、入江富美子とのオンライン交流会にご参加いただけます！

+++----------------------------------------------------------+++

　　　参加費について（カード払い可）　

+++----------------------------------------------------------+++

銀行振込または、クレジットカード（Paypal経由）でのお支払いになります。

銀行振込の場合は、一括払いのみ。

クレジットカードは、一括払いまたは10回分割払いからお選びください。

一括払いは、銀行振込・クレジットカードとも事前支払い（6/25迄のお手続き）でお願いして

おります。

※カード払いをご希望の場合は、あらかじめPaypal（ペイパル）のご登録が必要です。

　　　　ペイパルとは ↓↓

　https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal/why-use-paypal
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【 セレブ王道コース 及び、ゆの里での合宿費用（宿泊費・食費）について 】

セレブ王道コース及び、ゆの里での宿泊費・食費などは受講料に含まれていません。各回、ご

参加の方のみ頂きます。開催が近づきましたら、事務局より合宿費用のご案内をさせていただき

ます。

※現地集合・現地解散となります。会場までの交通費は、各自でご負担ください。

ゆの里合宿は、日帰りでも参加可能にしていますが、宿泊で志を束ねる意味もありますので、で

きる限り、宿泊参加ください。

※ゆの里宿泊料金は、宿泊費・食事代などを含め、１万８千円前後の予定です。

※日帰りの場合、宿泊費は不要ですが、食事代が必要になります。

＜　参加費　＞　※すべて税別表記

◇ 研究コース初参加の方　　　　　　３１万円（税別）　※合宿費用は別途　

◇ 再参加費（２回目の方）　　　　　１８万円（税別）　※合宿費用は別途　

◇ジュニア研究員（３回目の方）　　１５万円（税別）　※合宿費用は別途　

◇研究員（４年目以降の方）　　　　１４万円（税別）　※合宿費用は別途　　

　　　 ※オンラインチーム「ザ！セレブレーション」受講生は、各料金からさらに１万円引き。

** 夫婦・親子割引が適用になります。各３０％割引です。**　　　　　　

　　　　　　　　　

◇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

　　　　　... 1回につき、２万円（税別）　※二日間の場合は、2回の計算となります

◆ 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またはペイパル手数料分はご負担いただきますので、予めご了承く

ださい。
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+++--------------------------+++

　　　その他

+++--------------------------+++

❐全日程参加でお申し込みください。

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、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

への参加は必須です。

❐欠席された場合も、次期への振替はありません。

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。各回終了後に期間限

定で、録画をアップしますので、欠席された場合は、その録画にて受講ください（※基礎・王道

コースは録画はありません）。ただし、ワークなどは体感型のため、一部ご覧になれない場合もあ

ることをご了承ください。また、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けた

らと思います。

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。お申込みの受付期間は、2021年6月25日迄とさせていただきます。

（１）申込フォームよりお申し込みください。QRコードはこちら→

　　　https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=582602

（２）どうしてもフォームからのお申込みが難しい場合は、

　　　メールまたは、お電話にて、お申込みください。

　　株式会社トータルプレイズ　入江富美子オフィス

　　E-mail　welcome@hesodo.com　　　電　話　0 7 0 - 5 2 6 2 - 4 6 5 7

　　※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。
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◇  2020年度　研究コースの皆さんの軌跡 ◇

ここでしか伝えられない深いみたまの話とワークを体感する月に1度のリアル受講と、チーム毎の

月に2～4回の練り会を通して、この10ヵ月、研究科を受ける前と、受けた今、どのような変化が

あったのでしょうか。受講生の皆さんから届いた生の声をシェアさせていただきます。

________________________________________________________

★M.Rさん（初参加）

1. 研究コースに入る前の自分は？

正直ハッキリ思い出せないのです。

不安と罪悪感の塊

正しさ暴力ふりかざし

心の中で人様を攻め裁き

人の目ばかりを気にして

自分のことばかり考えていました。

小さな世界で幸せなフリして生きていた気がします。

2. 研究コース受講のきっかけ

コロナのお陰でzoom受講が可能になったことです。

3. 研究コースで得たことは？

岩盤突破する‼の目標も「しい」の世界だということを知る。

みたまで立ち貢献する事について思い巡らせるようになりました。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

NO limit制限なし
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★大西奈津子さん

1. 研究コースに入る前の自分は？

今期で4回目でしたが、少しずつ、少しずつ、一歩一歩、自分の周りに起きていることを、自分の

中に発見している道中でした。まだまだ、たくさんの、感じきれていない、信じていないものが

あったと思います。

2. 研究コース受講のきっかけ

３回受けて、まだまだもっと奥がある、怖がっている事、許してないこと、こだわり、など、道半ば、

だったので、迷わず参加を決めました。

3. 研究コースで得たことは？

今期は特に、コロナの影響で、逆に毎週、練り合いに参加できるようになり、凄くコミット出来まし

た。今までも少しずつ、上側からめくってきたものが、一気に大きなものが剥がれるタイミングが

幾度もあった気がします。

大きく両極にふれ、ちょうどいいところをその都度見つける。自分のこだわりがはずれ、天のもの

さし、という視点が太くなったと思います。決めたり、疑問に思った答えは、みたまが答えてくれ

る。肉体的にはそう思えなくても、全部が大きな意図に向かっている、という確信が深まりました。

思えなくても、そうなんだ、と確信している、という感覚。そして、それと同時に、そう思えない心、

があるのが、肉体を持たせてもらってるわたしたちだなぁ、というなんとも言えない愛おしさ。それ

でいい。それがいい。という許しの感覚。

去年よりまた、確信が深まり、まだまだ次があるんだろうなぁ、というありがたさがあります。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

みたまが本体。そして、肉体をいただいていること。そのどちらもおろそかにせず、両方を存分に

生かしていきたいです。肉体を持って、表現できる、繋がれる、出会える、そして、見えない世界

を感じながら、一緒にいい世界を創造していくこと。

見える見えない、陰と陽、自然と発展、どちらかを美化することなく、喜んで仲良く、進んでいきた

いです。

12



20210531改訂版

★若狭広美さん

1. 研究コースに入る前の自分は？

本当の意味での「幸せ」について知りませんでした。

2. 研究コース受講のきっかけ

2019年。初めてお詫びとお礼の教えを学んだ時「こんな世界があったんだ」と感激しました。あり

がとうございました。

3.研究コースで得たことは？

少しずつですが『ありのままの私で大丈夫』と思えるようになってきました。ありがとうございます！

4.未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

安心して生きられる世界を広げていきたいです。いつもありがとうございます。

（以下は、2019年の研究コース参加の声です）

★ひろりんさん

1. 研究コースに入る前の自分は？

当時、心理学を勉強していたこともあり、これまで学んできた他の自己啓発的な学びも重なっ

て、頭でっかちの知識一杯の自分でした。

さらに、外からの情報を取り込んだ自分が自分だと本気で思い込んでいました。

2. 研究コース受講のきっかけ

基礎コース受講後、応用コースも受講していなのに、研究コースに行く気でいました（笑）。応用

コース受講後は、さらにこの世界を知りたくなって、研究コースに行くことを決めました。

3. 研究コースで得たことは？

得た事は、いかにこれまで勘違いして生きてきたかということ。

13
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そして、「絶対」なんてこの世に存在しないと思っていたのに、「絶対」と呼べるものがあったこと。

これまでに学んできたこととは、同じ言葉や同じ文章を読んでも、似ているようで「何か」が違って

いたことを感じて、この「何か」に触れたことが最大の得た事です。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

この感覚が伝わる人になっていきたいです。

________________________________________________

★村田成美さん

1. 研究コースに入る前の自分は？

自分が何を感じているのか、どうしたいかすらわからず、何か困った事があると、いつも誰かや何

かに教えてもらおうと、外側に正解を探しに行く自分でした。上手くいく方法や情報を探すことに

忙しく、肝心の自分は置いてけぼりでした。また、同じ問題が繰り返し起きる負のスパイラルから

抜け出せずにいました。

2. 研究コース受講のきっかけ

目標や願いを達成しても、満たされるのは一瞬で、また次の刺激を求めて走り続ける人生に疲

れ果てていたからです。普通の日々に喜びを感じられるようになりたい、幼い頃からある恐怖や

不安の正体が知りたいと思ったのがきっかけでした。

3. 研究コースで得たことは？

「答えは自分の中にある」というのが本当だったとわかりました。

迷った時は、へそにお願いしておくと、ベストなタイミングで必ず答えがやってくるのです！これ

には毎回感動しています。外側に答えを求めなくなりました。

「全ての出来事は人生がいい風になる為に起きている」という真理がしみ込んできた事で、自分

と人生への信頼が深まり、不安が前提だったのが、安心がベースになりました。御魂で磨き合え

る素晴らしい仲間たちのお蔭で、人への恐怖心が随分和らいだ気がしています。ありがとうござ

います。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？
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自分も人も、頭のものさしや常識で責め裁く自分を卒業して、命のまなざしで労われる御魂どお

りの自分に戻っていきたいです。

思うだけ。祈るだけじゃなく、行動や態度で表現していく人になります。

________________________________________________

★西脇佐苗さん

1. 研究コースに入る前の自分は？

自分を深めようと心理学を学んでいたが、自分のダメな所ばかり見えてきて、つまらない人生だと

思っていた。

2. 研究コース受講のきっかけ

研究コースの忘年会の写真を見て、つまらない自分が照らされ、本当の自分らしく面白い人生

にしていきたいと思った。そんな中研究コースの先輩に背中を押してもらった。

3. 研究コースで得たことは？

・夫の成長している姿が全く分からなかったが、研究コースに入り、突然、夫の変化とすごく成長

している姿を感じ、夫との関係性が変わり、お互いに自分らしくいられる関係になった。

・忘年会を体験して自分の枠を越え沢山笑い、気がついたら面白い人生になっていた。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

「この人といるとほっとする」「大丈夫だー」と言われるおばあちゃんを目指します。

今やる事は、へそ道で知った「みたまが本体」を沢山の方に知ってもらう為、まずは種まきおばさ

んになりご縁のある方達へ読書会や映画上映会などでお伝えしていきたい。

________________________________________________

★清山實希子さん

1. 研究コースに入る前の自分は？
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「〇〇しなきゃ！」「〇〇のために！」「私が頑張れば！」と『いい人風』を笑顔で演り、どこか虚し

い風を感じでいました。

2. 研究コース受講のきっかけ

ゆの里合宿後、義父の余命宣告。無性に伊勢に行きたくなり、月次祭に初参加。その後、もやも

やが段々膨らみ、気持ち悪く（笑）何かに背中を押されたように参加を決めました。

3. 研究コースで得たことは？

「わたしなんて！」とサヨナラできたこと。

素晴らしい仲間の皆さまのたま聴きのおかげさまで苦手な「感じること」「味わうこと」を体験できる

喜び。家族の代表で今世、へそ道を学ばせていただけると分かった有り難さ。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

まだまだ自分の気づいていない枠をどんどん外した先を見たい。心から喜んで生きてゆきたい。

私がそばにいるだけでなんとなくほっとできる。そんな人でありたい。

________________________________________________

★木村桂子さん

1. 研究コースに入る前の自分は？

色んなことを学んで来たけど、何か自分に自信がなく人の役に立ちたいという思いだけでいた。

2. 研究コース受講のきっかけ

基礎を受けてもっと深めて体感してみたいと素直に感じて、応用を受けて蓋が開き、伝えたい事

はこれだと思って、もっと深めたいと思って研究科に入りました。

3. 研究コースで得たことは？

・ワクワクする感覚

・湧き出てくる感情やエネルギーに対しての気づき

・目標達成

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？
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世界各地でへそ道が広がって、地球の愛のエネルギーレベルを上げるお手伝いをしていきた

い！まず、自分の地域から場作り。笑うママを増やしていく〜！

________________________________________________

★岸本ちはるさん

1. 研究コースに入る前の自分は？

へそ道の本に書いてあることが正しいこととして人を裁いていた。　今思えば、頭でへそ道の本を

読んでいたことがわかるが、その時はわからなかった。

2. 研究コース受講のきっかけ

家族に反対されても、どうしてもへそ道を受講したくて家族から出された土日だったら...という条

件で研究コースを決めましたが、今では研究コースでよかったと喜んでいる。

3. 研究コースで得たことは？

ありのままの自分でいいということが、やっとわかったこと。研究コースでできた仲間。へそを深め

ていける喜び。相手の欠点でなく長所の部分が見れるようになってきたこと。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

私が、へそを深めていくことで家族や周りの人にほっとしたり元気になってもらいたい。

________________________________________________

★西山陽子さん

1. 研究コースに入る前の自分は？

いくつかの自己啓発系セミナーを受け、「ポジティブでいなければならない」「いい人でいなけれ

ばならない」に囚われ、怒りや不満などの感情を無い物にしていました。その分、心からの喜びも

ない毎日でした。

2. 研究コース受講のきっかけ
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基礎・応用コースを学んで「これはすごい！！」と頭ではわかったけど、どれがみたまからなもの

なのか、体感的にわからなかったのでもっと深く知りたいし、みたまで生きる人になりたいと思い

ました。

3. 研究コースで得たことは？

自分や愛する人たちへの絶対的な信頼感と愛、感謝は研究科の受講を受けるたび深まります。

すべての出来事や感情をあっていいものと受け入れ、いつまでもそれに振り回されない力、喜び

に換える力もついてきています。

一番信じるものが自分の中にある！目の前の人の中にもある！それを知り感じることができたこ

とは最大の宝物です。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？

世界中を包むくらいの勢いで7.8Hzを出しまくれる人になる

いつどんな時でも、自分と目の前の人のみたまと向き合って生きる人になる

________________________________________________

★山田進一さん

1. 研究コースに入る前の自分は？

事業を拡張して多忙と人事面からうつ病になり、自分を責め、また他人を責めていました。

2. 研究コース受講のきっかけ

妻が先にコースを受講しており、自分がうつになったことから生き方を考え直したいと思い受講を

決めました。

3. 研究コースで得たことは？

みたまが本体であり、すべて今の自分で大丈夫。過去に起こったことはすべて良いこと、これか

ら起こることもすべて良いこと、自分に悪いことは起こらないということが、頭で理解するのではな

く、心の底から納得できたこと。コツコツとみたまを磨いていくことで、どんどん自分が軽くなり、喜

びが多くなります。人間関係も良くなって新しいつながりもできました。

4. 未来どうなっていきたいですか？どうなっていきますか？
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自分がこの世で果たそうと決めたことを実現させていきます。みたまのことを伝え、喜びを拡げて

いきたいと考えています。

________________________________________________

2021年度研究科へのご参加は、下記いずれかの方法にてお申し込みください。

お申込みの受付期間は、2021年6月25日迄とさせていただきます。

（１）申込フォームよりお申し込みください。QRコードはこちら→

　　　https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=582602

（２）どうしてもフォームからのお申込みが難しい場合は、

　　　メールまたは、お電話にて、お申し込みください。

　　　株式会社トータルプレイズ　入江富美子オフィス

　　　E-mail　welcome@hesodo.com　　　電　話　0 7 0 - 5 2 6 2 - 4 6 5 7

　　　※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。
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