ヒマラヤン フラワー エンハンサーズ

HIMALAYAN FLOWER ENHANCERS
ワークショップ 2019 のお知らせ

グラガエッセンス～変容の旅ワークショップ：3 年振りの開催です！！！

チャクラのエッセンスや革命的な変容をもたらしてくれるグラガのエッセンスで
有名なヒマラヤン･フラワー･エンハンサーズの創始者タンマヤさんが来日し、
初のチャクラ上級コースを開催します。第１回目となるチャクラマスタープラクティショナー認
定コースです。（認定をお考えでない方もご参加いただけます）
＊プラクティショナー認定を取ると特典がございます。詳細はお問い合わせください。

ダンス、誘導瞑想、発声といった様々なワークを通じて、自己の内側への旅が始まりま
す。エッセンスとチャクラによる自己探求により、様々な記憶が引き出され、闇に光が当た
り、自分という最高の表現に辿り着くことになるでしょう。
地球上で一番若い山脈、ヒマラヤ。ここは仏陀伝説の地であり、多くの聖人が
悟りを開いています。その聖地に咲き誇るピュアな花のエネルギーが私達の生
命力と鼓動し、私達の中で眠っている仏陀（無条件の愛）を目覚めさせてく
れる特性を有しているとは、とても自然のように思えます。そのエッセンスの本質
は人生の中で不要なものを脱ぎ捨て、自分にとって本当に大切なものだけに
意識を向けて、エネルギーバランスを取り戻し、再び力強く人生を歩み出させて
くれるところにあります。
大人気！!

■ ワンデイコース ２０１9 年 4 月 12 日 (金)

毎回大人気のワーク
ショップです。
お申込はお早めに
どうぞ!!

グラガ トランスフォーメーションジャーニー
グラガ 変容の旅
オーストラリアのアボリジニーの人々にとって、聖なる山であるグラガ山で作られたグラガエッセ
ンス、他グラガ山のいくつかのエッセンスを使い、このワークショップでは、今までの人生を振り
返り、自分にとっていらないものを手放し、本当に重要なものに波長を合わせ、脱皮し、新しい
人生を築いていく為の自分探しの旅を体現していきます。各エッセンスの説明と実際にエッセン
スを使った体験のお話もしていきます。旅の終わりには、トランスフォーメーション（変容）・・あな
たと人生の目標は再び一直線上にならべ直され、あなたのヴィジョンはグラウンディングされて
いることでしょう。またご自身やクライアントさんの為に使う方法も理解していることでしょう。
・自己観察・・あなたが現在置かれている状況を明確にしていきます。この状況はあなたを育ん
でくれていますか？そうでないならあなたが真に求めるものは何ですか？あなたはどのような生
き方を望んでいますか？
・グラウンディング・・地球とのつながり、ヴィジョンをグラウンディングさせ具現化させる。
・リパターニング・・パターンの再構築。 ・レッティングゴー・・執着しているものからの手放し。
・アクセプタンス・・人生に受容の質を引き寄せる。・カレッジ・・変化に向き合い変化を許す勇気。
・トランスフォーメーション（変容）・・人生のどの段階にいるのか、本当に求めているものは何かま
たそれを妨げているものは何かを見つめなおす。
■ 時間 :10AM-6PM (受付 9:30AM スタート) ■定員：４０名
■ 費用：21,600 円(税込)
■ 会場：ネイチャーワールドセミナールーム
*お得な早割

3/21（木）までにお振込み完了の方は 1,080 円引きの 20,520 円（税込）となります。

タンマヤ
大学で演劇の学位を取得後、イ
ンドのスピリチュアル・コミュ
ニティに暮らし、真実の探求や
瞑想・スピリチュアルな世界の
探求に没頭する。1990 年に人
生最大の転機に直面した時、ヒ
マラヤの大自然の中で隠遁生
活に入り、数ヶ月間たったある
日、突然花達から話しかけら
れ、ヒマラヤの花でエッセンス
を作り、世界へ広めるように
と、メッセージを受け取る。代
表的なチャクラのエッセンス
は私達を天と地につなげ、自然
のリズムに合わせて『今この瞬
間に生きることの大切さ』を教
えてくれます。

■ チャクラベーシックコース
4 月 13 日（土）-14 日（日）

チャクラ探求の旅

■ チャクラアドバンスコース
4 月 15 日（月）

タンマヤさん
独特のチャクラシス
テムが学べ、最高に
癒される人気ＮＯ1
ワークショップ
です！

チャクラマスターコース

スです。チャクラの
エキスパートにな
りたい方に！

＊プラクティショナー認定コースです。
認定をお考えでない方もご参加いただけます。

・ ヒマラヤンフラワーエンハサーズの生まれた
土地と作られた背景について
・ エッセンスの詳しい説明
・ ヒマラヤンフラワーエンハサーズとチャクラシステムの役割と理解
・ チャクラは生きること、愛、セックス、人間関係、権力、創造性、超
越、そして神との融合に至るまでの体験を映し出している事の理解
・ 瞑想やエクササイズを通して人生のチャレンジも喜びもすべてチャ
クラシスムの山河の中にあることの発見
・ 今生における障害も、それを解決する手段もすべて私達の内なる
世界の調和と安定にあるということを学ぶ
・ チャクラの体験を通じて他人にどのように使うかを学ぶ
・ 自分自身に対する自信と可能性にアクセスする能力を高める

このコースは、タンマヤさんたっての要望により実現しました！ベーシッ
クの 2 日間だけでは伝え切れない内容を、しっかり網羅してお届けしま
す！！！～邪悪さは私たちの内側に存在する～
このワークショップは、フラワーエッセンスやチャクラシステムを用いなが
ら自問することで、何が人生の可能性を妨げているのか明らかにしてい
きます。チャクラシステムの中には、私たちが人生で直面する困難、問
題、課題に対処するためのツールがあります。私たちはただ、それら問
題を明らかにし、アクセスし、活用していけば良いのです。
科学的発見によると、各チャクラは…
・内分泌系の特定の分泌腺を統制している
・神経網の交差する場所に関わりがある
・精神状態や幸福に影響を与えるペプチドの生成と関わりがある
チャクラを強化し、探求し、最高の状態にしておくことが、私たちの幸福
を肉体的、感情的、スピリチュアル的に高めることなのです。チャクラの
働きは単独でなく包括的であるため、私たちの身体全体に影響を与え
ます。最も深いレベルでは私たちに分離は無く、密接につながっている
のに似ています。「人生への責任は自分自身にある」ことを実践してい
けるように、タンマヤさんの持つ知識を存分に学ぶことができるコースで
す。＊このコースはベーシックコース受講が必須です。過去に通常のベ
ーシックコースにご参加頂いた方はアドバンスからご参加頂けます。

この『チャクラ探求の旅』は、あなたを純粋な場所へと連れ戻し
てくれます。この場所から、子どものように輝く目と好奇心を携
えて、世界を見てみましょう。自分を愛し、存在していることの
喜びを感じましょう。
※参加修了証が発行されます。
■ 時間 :10AM-6PM (受付け 9:30AM スタート)
■ 費用：41,040 円(税込)
■ 会場：ネイチャーワールドセミナールーム
*お得な早割 3/21（木）までにお振込み完了の方は 2,160 円引きの
38,880 円（税込）となります。

■プライベートセッション

初となる
チャクラ上級コー

※参加修了証が発行されます。
■ 時間：10AM-6PM (受付け 9:30AM スタート)
■ 費用：21,600 円(税込)
■ 会場：ネイチャーワールドセミナールーム

4 月 16 日(火)

タンマヤさんによるセッションがなんとプライベートで受けられます。エッセンス
だけでなく、タンマヤさんの持っているさまざまなテクニック(セイクラルバランシ
ングや指圧、リラクゼーションマッサージ、レイキ、チャクラバランシング等)を使
ったセッションになります。５名様限定ですので、ご希望の方はお早めにお申
込み下さい！尚、プライベートセッションについてのお申込みは、お電話にて
お願い致します。
①10：00－11：00 ②11：15-12：15 ③13：30-14：30
④14：45-15：45 ⑤16：00-17：00

*お得な早割 3/21（木）までにお振込み完了の方は 1,080 円引きの
20,520 円（税込）となります。
【 お振込先 】
三井住友銀行 飯田橋支店 普通口座 0840240
郵便局(ぱるる) 記号 10180 番号 59102651
〈口座名義〉ネイチャーワールド㈱
キャンセルポリシー
お申込・ご入金後のキャンセルにつきましては、以下のとおりキャンセル料を申し受けま
すので、予めご了承下さい。
・開催初日の 2 週間前まで･･･全料金の 15 %（85%分を現金にてご返金致します。）
・それ以降･･･全料金の 20 %（80%分のエッセンス引換券をお渡しします。現金でのご返
金は致しません。）
・当日･･･全料金の 100%
※尚、現金でご返金の場合、振込手数料はお客様負担とさせて頂きます。
※カードでお支払いのお客様に関しましては、キャンセル料の他に 5%のカード手数料を
頂くことになりますのでご了承下さい。

時間：1 人 1 時間 費用：30,000 円（通訳料込・税込）
会場：ネイチャーワールドセミナールーム
・お申込み頂いた方に確認書（詳細・会場案内図・お支払方法等）を後日お送り
致します。
・定員になり次第、締め切らせて頂きます。
・お申し込み多数の場合はお振込み先着順とさせていただきます。(ご入金後の確
認のご連絡等はしておりませんので、ご了承下さい。)
・お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
・定員に満たない場合は中止となる場合がございますので予めご了承ください。
・ワークショップ内容・時間は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

お問合せ・お申し込みはネイチャーワールド株式会社まで
TEL：03-6458-4550 FAX：03-6458-4551

E-mail info@natureworld.co.jp

ヒマラヤンフラワーエンハンサーズ ワークショップ 2019 お申込書
ご記入の上、郵送または FAX してください。 Email の場合は、以下の情報をお知らせください。
＊ローマ字は参加証明書記入用です（必ずご記入お願いします）
ふ り が な

お名前
ご住所 〒

携帯/FAX
ご希望コース(○で囲んで下さい)

・ワンデイ（グラガ変容の旅）
取扱販売店

ローマ字
＊必須：建物名
＊半角英数字はハッキリと分かりやすくご記入ください。

email:

・チャクラベーシック(チャクラ探求の旅)

@

・チャクラアドバンス（チャクラマスターコース）

