*****

バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座 インターンシップ

*****

*** インターンシップによる「入門レベル」・「体験レベル」共通案内 ***
「入門レベル」、「体験レベル」を、バッチフラワーエッセンスグループワークリーダーインターンによるリードで、
弊社講師総指揮によるバックアップで開催致します。

*
東日本大震災被災者の方は、無料でご参加頂けます。
「マウントフジフラワーエッセンス「Prem Chivitraa（死後のプロセスに光をもたらす）」オーラスプレー1 本付

***
基礎講座の３つのレベル
▲「入門レベル」・・フラワーエッセンス全般・バッチフラワーエッセンスの初心者に▲
（「体験レベル」または「実践レベル」を受講するフラワーエッセンス初心者は必須）

▲「体験レベル」・・・チャートリーディングとヒーリングの基本を習得したい方・サトルアナトミー初心者に▲
（「実践レベル」を受講するサトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）初心者は必須）

▲「実践レベル」・・・より詳しく学び自他に活用したい方・プロ志望者に▲
（フラワーエッセンスとサトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）の基本知識があれば「実践レベル」から参加可）
＊「体験レベル」終了者、またはフラワーエッセンスとサトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）について
同等の知識を有する方は、いつでも「実践レベル」を受講頂けます。
△ 「実践レベル」・・・昼間クラスが２０１１年１１月８日からスタート！
夜間クラスが２０１２年３月６日からスタート！

*******************************************************************
***

入門レベル ***

～ フラワーエッセンス全般・バッチフラワーエッセンスの初心者に ～
▲「体験レベル」または「実践レベル」を受講する初心者・・・「入門レベル」の受講が必要です。
▲「マウントフジフラワーエッセンス基礎講座」受講予定の、フラワーエッセンス初心者にもお勧め致します。

《日 時》

１１月４日（金） １４：００～１７：００ （３時間）

《参加費》

＊いずれも用紙テキスト込
講座の実技風景
●一般・・・３０００円
●「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座（ＥＰＰ技法含）」修了者または「入門レベル」終了者・・・１５００円 （再参加）
●「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座」未受講の東日本大震災被災者様（★）・・・無料（モニターアンケートご依頼あり）
＊無料支援ボトル「マウントフジフラワーエッセンス「Prem Chivitraa（死後のプロセスに光をもたらす）」オーラスプレー付
（★）青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、および直接地震の被害のあった地域において、自宅倒壊、仮設住宅または避難所
で生活、ご家族が亡くなられたか行方不明、避難区域や屋内退避区域内に住まいがある等。

《内 容》
【講義】
◎フラワーエッセンスの基本理論
・フラワーエッセンスとはどのようなもの？
・フラワーエッセンスに類似する作用を取り入れた癒しの発生・歴史・考え方・作用する領域
・フラワーエッセンスはどのようにして作られる？
・マザーボトル（太陽法・ボイル法・その他の新しい方法）・ストックボトル・ミックスボトル・自然界の元素
・創り手の意識
・フラワーエッセンスはどのようにして使う？
・回数、量、タイミング、期間、初期反応、保管法・飲用以外の使い方・間違いやすい事柄・似た療法との違い等
・フラワーエッセンスはどのようにして選ぶ？
・世界中で行われている様々なリーディング技法とそれぞれの特徴
◎最も活用されている緊急時用エッセンス（５フラワーエッセンス、その他）について
・作用・使い方・単体で使うケース・ミックスボトルに加えて使うケース・飲用以外の使い方等
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【実技】
◎ボトルリーディング
あなたが現在持っているテーマをサポートしてくれるバッチフラワーエッセンスを、自分自身で選びます。
◎ヒーリング
選んだバッチフラワーエッセンスを使い、講師によるヒーリング誘導で、深いリラクセーションと癒しを体験します。
〈持 物〉 ・筆記用具 ・身体にかけるバスタオル（ヒーリングの際、横になります）
〈教材割引〉
・希望者には、書籍、ヒーリングハーブ社のバッチフラワーエッセンス単品、４０本入フルセット、クリーム、浄化外
用ストックボトル、エネルギーペネトレーションペンダント（ＥＰＰ）、各種空ボトル他の関連製品が、教材割引、
会場割引による特別価格にてお買い求め頂ける機会を設けております。
・他ブランドのエッセンス、各種ヒーリンググッズ等も、会場特別価格にてお求め頂けます。
〈終了証の発行〉 ・受講後、アンケートを提出された後に発行致します。
〈次レベルの受講資格について〉
・「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座・体験レベル」または「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座・実
践レベル」を受講頂けます。
***

体験レベル ***

～ フラワーエッセンスのチャートリーディングとヒーリングの基本を習得したい方・サトルアナトミー初心者に ～
▲バッチフラワーエッセンスの基本知識があれば、「入門レベル」をスキップして、「体験レベル」を受講頂けます。
▲フラワーエッセンス初心者・・・「体験レベル」には、フラワーエッセンス初心者向けの基本講義はありません。「入門レベル」の
受講が必要です。
▲「実践レベル」を受講するサトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）初心者・・・「実践レベル」には、サトルアナトミー（微細エ
ネルギー解剖学）初心者向けの基本講義はありません。「体験レベル」の受講が必要です。

《日 時》

１１月５日（土） １４：００～１７：００ （３時間）

《参加費》

＊いずれも無料ミックスボトル１本付 ・ 用紙テキスト、専用チャート込
●一般・・・４０００円
●「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座（ＥＰＰ技法含）」修了者または「体験レベル」終了者・・・２０００円
●「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座」未受講の東日本大震災被災者様（★）・・・無料（モニターアンケートご依頼あり）
＊無料支援ボトル「マウントフジフラワーエッセンス「Prem Chivitraa（死後のプロセスに光をもたらす）」オーラスプレー付
（★）青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、および直接地震の被害のあった地域において、自宅倒壊、仮設住宅または避難所
で生活、ご家族が亡くなられたか行方不明、避難区域や屋内退避区域内に住まいがある等。

《内 容》
【講義】
◎フラワーエッセンスのサトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）的見地からの基本理論
・サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）の理論から見たフラワーエッセンスとはどのようなも
の？
ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ
・エネルギーとは？・・・現象化したものとその背後にある領域との関係
・サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）とは？・・・チャクラ 、オーラ 、エネルギーボディ、プラーナ、四
大元素についての基本理論
【実技】
◎ボトルリーディングとミックスボトルの作成
講座総指揮中沢あつ子（パビットラ）の著書「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」フレグランスジャー
ナル社刊に掲載されている、「専用チャート」を使ってバッチフラワーエッセンスを選ぶペンジュラム技法を習得し
ます。
また、リーディングされたボトルから、ミックスボトルを作成します。
◎エネルギーヒーリング
作成したミックスボトルと「エネルギーペネトレーションペンダント」（ＥＰＰ）を使って、エネルギーボディとチ
ャクラをヒーリングします。
ヒーリングを与える側、受け取る側の両方を体験する事が出来ます。
〈持 物〉
・筆記用具 ・身体にかけるバスタオル（ヒーリングの際、横になります）
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・テキスト「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」（定価税込１８９０円 → 受講生価格１５００円）
＊お持ちでない方は、会場にて、受講生価格にてご購入頂けます。
〈教材割引〉
・希望者には、書籍、ヒーリングハーブ社のバッチフラワーエッセンス単品、４０本入フルセット、クリーム、浄化外
用ストックボトル、エネルギーペネトレーションペンダント（ＥＰＰ）
、各種空ボトル他の関
連製品が、教材割引、会場割引による特別価格にてお買い求め頂ける機会を設けております。
・他ブランドのエッセンス、各種ヒーリンググッズ等も、会場特別価格にてお求め頂けます。
〈終了証の発行〉 ・受講後、アンケートを提出された後に発行致します。
〈次レベルの受講資格について〉
・「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座・実践レベル」を受講頂けます。
バッチ博士のフラワーエッセンス

***

実践レベル ***

～ バッチフラワーエッセンスをより詳しく学び自他に活用したい方・プロ志望者に ～
▲バッチフラワーエッセンス・サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）の基本知識があれば、「入門レベル」・「体験レベル」を
スキップして、「実践レベル」から受講頂けます。
▲フラワーエッセンス初心者・・・「実践レベル」には、フラワーエッセンス初心者向けの基本講義はありません。「入門レベル」の
受講が必要です。
▲サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）初心者・・・「実践レベル」には、サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）初心者
向けの基本講義はありません。「体験レベル」の受講が必要です。
▲講座総指揮中沢あつ子（パビットラ）の著書「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」フレグランスジャーナル社刊に掲
載されている「専用チャート」を使ったペンジュラム技法をマスターしたい方・・・「体験レベル」を受講下さい。

《日 程》
●昼間クラス： ２０１１年１１月８日、１５日、２９日、１２月６日、１３日、２０日 （火）１２：３０～１５：３０ （３時間） 全６回
●夜間クラス： ２０１２年３月６日、１３日、２７日、４月３日、１０日、１７日 （火）１８：３０～２１：３０ （３時間） 全６回

《参加費》

４２０００円 （無料ミックスボトル６本付 ・ 用紙テキスト込） （再参加２１０００円）

《内容・ご予約方法等》

２０１１年秋～２０１２年春「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座」の総合案内をご覧下さい。
詳細：http://www.floweressence.co.jp/Lecture/BAkiso.pdf

＊＊＊
☆☆☆ 「実践レベル」参加特典 ☆☆☆
○１１月のインターンシップの「入門レベル」または「体験レベル」終了者は、２０１１年１１月８日スタートの「実践レベル」昼間クラ
ス、または２０１２年３月６日スタートの「実践レベル」夜間クラスに、特別料金３６０００円（正規料金の６０００円引）でご参加頂
けます！！
○更に、「浄化外用ストックボトル」１０ミリ＆３０ｍｌスプレーボトル（定価２５７３円相当）を会場でプレゼント！！

***********************************************************
《 会 場 》

ハートサポートシステム（有） セミナールーム

《 インターンシップ「入門レベル」「体験レベル」講師 》
講座会場
〔野山みずき〕 日本大学文理学部心理学科卒業。
日本フラワーエッセンス協会認定バッチフラワーエッセンスセラピスト、マウントフジフラワーエッセンスセラピスト。
エネルギーワークセラピスト。バッチフラワーエッセンスグループワークリーダーインターン。フィンドホーンフラワ
ーエッセンスプラクショナー。フィンドホーンフラワーエッセンスクループワークリーダー。ハコミセラピートレーニ
ングコース４期・７期修了。ラビングプレゼンスコミュニケーター養成コース修了。
現在、ハートサポートシステムの外部セラピストとして、個人セッション、レイキアチューンメント等を行う。
〔山本靖代〕 慶應義塾大学卒業。
日本フラワーエッセンス協会認定バッチフラワーエッセンスセラピスト、マウントフジフラワーエッセンスセラピスト。
エネルギーワークセラピスト。バッチフラワーエッセンスグループワークリーダーインターン。
現在、ハートサポートシステムにて、バッチ博士のフラワーエッセンス通信講座、個人セッション、レイキアチューン
メント等を行う。
「アロマトピア」１０４号（フレグランスジャーナル社刊）特集「自然療法としてのフラワーエッセンスの有用性と最
近の動向について」に「フラワーエッセンスの通信教育の現状とこれから」を執筆。
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内容：http://www.floweressence.co.jp/Lecture/HomeStudy1.html

《 インターンシップ「入門レベル」「体験レベル」総指揮 ・ 「実践レベル」講師 》
〔パビットラ〕 フラワーエッセンス指導家。マウントフジフラワーエッセンス開発者。書籍「花の“Being”マウントフ
ジフラワーエッセンスとエネルギーの世界」「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」著者。日本フラワーエ
ッセンス協会会長。
〈欠席・遅刻について〉
・欠席、遅刻される場合、当日１８：００迄にお知らせ下さい。
・当日１８：００以降は留守電になっておりますので、緊急の事情で欠席や遅刻をされる方はメッセージを録音下さい。
大幅に遅刻された場合、途中参加出来ない事がございますので、あらかじめご了承下さい。

「入門レベル」・「体験レベル」共通ご予約＆お支払い方法
【仮予約】
◎１１月１日（火）１８：００迄に、お電話にて「仮予約」下さい。
＊東日本大震災被災者様は、無料支援ボトルのご用意がございますので、該当者である旨をお伝え下さい。
＊健康状態、遅刻について等、ご質問やご不安のある方は、ご遠慮なくお電話にてお尋ね下さい。
＊夏季休暇、年末年始、ゴールデンウイーク等の弊社お休み期間中は、仮予約なしで、直接正式予約下さい。お休み
明けに、折り返し弊社よりご連絡致します。
【正式予約】
◎「仮予約」後、１１月１日（火）１８：００迄に、参加費全額を、郵便振替、銀行振込、現金書留のいずれかで、通
信欄に講座名「ＢＡ－基礎ＩＴ ～～レベル」とご明記の上、ご送金下さい。（東日本大震災被災者は不要です）
○「仮予約」を早期にされていても、「正式予約」が遅い場合キャンセル待ちとなる事がございます。少人数制の為、
確実に参加されたい場合、「正式予約」をお早めになさる事をお勧め致します。
＊ご送金後、
「ＢＡ－基礎ＩＴ ～～レベル」とお書き添えの上、直ちに控え（郵便局発行の半券等）をＦＡＸ頂け
れば、その時点で「正式予約」とさせて頂きます。
○キャンセル待ちとなられた時点で、「仮予約」済みの方にのみ、弊社からお知らせ致します。
○中止の場合、支払われた参加費は、全額ご返金致します。個人にかかる予定の交通費、滞在費、食費等は、お支払い
致しかねますので、あらかじめご了承下さいませ。
●郵便振替振込先 ００１００－４－９２８０３ ハートサポートシステム有限会社
●銀行振込先 ゆうちょ銀行 〇一九支店（ゼロイチキュウ） 当座 口座番号：００９２８０３ ハートサポートシステム有限会社
〈キャンセルについて〉
◎お電話にて承っております。弊社営業時間外は、留守電にメッセージをお残し下さい。
＊東日本大震災被災者も、無料支援ボトルのご用意の都合上、キャンセルの際にはお電話をお願い致します。
・１０月２１日（金）１８：００迄･･･参加費の５０％を返金致します。
・上記以降･･･ご返金、他ワークへのご変更、代理参加、次期へのスライドはお受けしておりません。
〈受講にあたって･･･読んでおくと役立つ資料〉
・弊社サイト「パビットラのメルマガ連載記事からの役立つ情報」内「初めての方へ・フラワーエッセンスとは？」
http://www.floweressence.co.jp/Essence/Mailmaga-info.html
・弊社無料小冊子
〈注意事項〉
・中止や変更のない限り、ご入金後は、特に弊社からご連絡はしておりません。当日、直接会場にいらして下さい。
ご心配な場合は、お手数ですが、お電話にて事前にご確認下さいませ。
・ワークの性質上、楽な服装が理想的です。ミニスカート不可。
・プライバシーの都合上、録音と撮影はご遠慮下さい。
・微細なエネルギーを扱う都合上、香水、精油等の香のあるものはお避け下さい。
・開場……開始時間の１５分前よりご入室下さい。
・お医者様にかかっておられる、お薬を使用されている等、健康についてご心配な方は、ご予約時にご相談下さい。
ハートサポートシステム（有）・日本フラワーエッセンス協会
マウントフジフラワーエッセンス製造・発売元
フィンドホーンフラワーエッセンス輸入元・日本総発売元
リビングライトエッセンス輸入元・日本総販売元
ヒーリングハーブ社バッチフラワーエッセンス卸
フラワーエッセンスオブザブッダフィールド輸入元・日本総販売元

東急東横線自由が丘下車徒歩１１分、または東急大井町線緑が丘下車徒歩９分
〒１５２－００３４ 東京都目黒区緑が丘２－３－１
ＴＥＬ：０３－５７３１－８７９７ ＦＡＸ：０３－５７３１－８７９８
電話受付時間 平日１０：００～１８：００（土日、祝日お休み）
http://www.floweressence.co.jp
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