ヤング・リヴィング

エクスペリエンスセンター in NIIGATA

会場︓TWOOL GALLERY

前夜祭

9 月 7 日（土）
17:30 ～

18:00 ～

Door Open
『音と香りのシンフォニー』真壁 香紀
お好みの精油を 2 ～ 3 本ご持参ください

19:30 ～

「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
「音と香りのシンフォニー」真壁
香紀
【内容】
●内容 クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
クリスタルボウルの響きと香りとか織りなすシ
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ンフォニーの中で自分の内面を感じていく瞑想
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
を行います心身ともにリフレッシュしてスッキ
ましょう。
リした︕よく眠れた︕と、好評の瞑想会です。

●講師プロフィール
●講師プロフィール

スケジュール
17:30 ～

会場への
アクセスは
こちら

新潟県長岡市青葉台 5-22-3

Door Close

ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
デザイン系で進学を考えている時、丁寧かつ熱
に学び、1992
心に指導してくれた美術教師に憧れ、中学校美
年結婚を機に「スティルルーム」
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
術教諭、小学校臨時教諭として 12 年勤務。
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
大学時代は、コンテンポラリーダンスを楽しむ。
年
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
教諭時代は、カウンセリングに興味を持ち、
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
ワークショップや講座等に積極的に参加。
コースを全国で開催。
クリスタルボウルの響きに魅せられて以降は、
即興で歌い踊ることや、香りやヒーリングにつ
いて探求。現在は、歌う瞑想家として、音と香りの瞑想会、アロマヒーリン
グ、ヴォイスワークショップ、などを提供中。

9 月 8 日（日）10:00 ～
Door Open 10:00 ～

Door Close 18:00（製品のご購入は 17:30 までとなっております）

セミナー・ワークショップ スケジュール
セミナー
10:00

10:30

11:30

10:30-11:30
鈴木 マリコ

ワークショップ
12:30

12:00-13:00
川野 雅美
11:30-12:30
野村 りか

13:30

※詳細は別紙参照

レインドロップ テクニック
14:30

13:30-14:30
宮尾 真紀

15:30
15:00-16:00
永井 順子

13:30-14:30
佐藤 ミカ

※敬称略

16:30
16:30-17:30
佐藤 由美

15:30-16:30
松井 奈美
14:30-16:00
田中 良明
モデル︓真壁 香紀

11:00-12:30
田中 良明
モデル︓小野 恭子

うれしい 3 つの特典

1

来場者全員プレゼント

来場者全員に、25 周年記念オリジナルステッ
カーとエッセンシャルオイル オレンジ 5ml を
プレゼント︕

2

新規会員登録＆ご紹介者

当日新規会員登録された方で 100PV 以上の YL
おトク便にお申込いただいた方にラベンダー
リップバーム ＆ヤングシーブス フォーミン
グハンドソープ、ご紹介者にはウィンターグ
リーン 15ml をプレゼント。

3

製品購入特典

当日 20,000 円以上の製品をご購入された方に、
レモングラス 15ml とオーソイーズマッサージ
オイルをプレゼント︕

2019. 9. 8 限 定

エクスペリエンスセンター

セミナー講師のご案内

「ワンオペ子育てから旦那と一緒に子育てアロマ生活へ︕」
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
鈴木マリコ 10:30 – 11:30
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
４人の子供を育てている経験
【セミナー内容】
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

を通して、私と家族が現在進行形でおはようか
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
らお休み、そして就寝中も毎日２４時間使って
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
いるヤング・リヴィング製品をシーン別、季節
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
に合わせてにお伝えします。
ましょう。

●講師プロフィール

新潟市内でヒーリングサロン「Marveloud
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
World」をしています。
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
子育てを通じて、アロマオイルを使うことで親
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
だけではなく、子供も一緒に使うことで親子関
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
係や夫婦関係ががどんどん変わっていくことを
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
実感しました。その体験を多くのママに伝えて
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
いきたいと体験会やヒーリングの活動をしてい
コースを全国で開催。
ます。

「個性心理學 R で読み解く、自分アロマ活用術」
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
宮尾 真紀 13:30 – 14:30
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
個性心理學 R は、様々な統
【セミナー内容】
クリスタルボウルは水晶で作られてい
【内容】

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
計学をもとに、生年月日から導き出されるキャ
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ラクターによって自分を知る、相手を知る学問
です。個性から導き出した相性のいいブレンド
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
オイルの選び方、使い方、日々活用できるアロ
ましょう。
マテラピー＆心理学を提案します。

●講師プロフィール
●講師プロフィール
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的

ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
2018 年に個性心理學
R 認定講師・認定カウンセ
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
ラー資格を取得。希望とうるおいを与えられる
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
カウンセリングを目指し、どん底から最高級の
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
倖せに変えられるよう日々
学び、行動し、前向
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
きに邁進中。
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
●看護師・メディカルアロマセラピスト・アロ
コースを全国で開催。
マセラピーセルフケアセラピスト

「日常に潜む
有害物質 ～家族と健康でいるために～」
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
佐藤
16:30 – 17:30
6 月由美
28 日（金）18:00
– 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
インターネットに掲載されて
【セミナー内容】
【内容】

いる有害物質をいくつか説明し、その製品に代
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
わるヤング・リヴィングの製品を紹介します。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
●講師プロフィール
ましょう。
10 年ほど前にＹＬ製品に出会い、ジョイの芳
●講師プロフィール
香により癒やされ、自分自身が好きになり、あ
りのままの自分らしくいようと思えるように
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
なった。前世療法で衝撃を受けた私は、その療
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
法時に使用されていたアロマの香りに癒やされ
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
ヤングリヴィングの会員となる。
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
●前世療法セラピスト
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
●臼井式西洋レイキヒーラー
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

「きらめく香りストーンを手作りしましょう」佐藤
ミカ
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
13:30
–
14:30
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
【内容】
【ワークショップ内容】

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
アロマストーン作り
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
●講師プロフィール
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
ヤング・リヴィング暦２年の三児のママです
ましょう。
この春まで、公民館で、教室や講座の企画運営
●講師プロフィール
をしていました。現在は香りアドバイザー＆足
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
つぼセラピストとして活動しています。誰でも
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
簡単にきらめく香りストーンを作ることができ
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
ますので、自分のためや、大切な人のために手
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
作りしてみませんか。
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

EXPERIENCE CENTER

「香りで人生のシフトアップを簡単にする方法」
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
川野 雅美 12:00– 13:00
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
《あなたの夢は今すぐ叶う︕》
【セミナー内容】
【内容】
夢なんて叶うわけない︕と思っているあなた
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
に、夢を実現する香りを味方にする方法や、効
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
果的な製品・使い方をお伝えしていきます。
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
ましょう。
●講師プロフィール

●講師プロフィール
6 年前より自宅サロン「サロン輪音」にて 無

料のアロマお茶会を毎日展開。口コミ・リピー
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
ト率
9 割の隠れ家サロンとなる。
問題の核心に
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
アプローチするコミュニケーション術や、アロ
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
マのことだけでなく、人生すべてを前向きに動
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
かせるコーチングに定評あり。
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
●お一人さま起業塾
「となりの雅美さん起業塾」
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

「エンジョイ♪アロマブレスマジック︕」
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
永井 順子 15:00– 16:00
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
アロマを取り入れたコンディ
【セミナー内容】
【内容】

ショニング
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
( 調整 ) はご自分の呼吸を見直し、
日々の生活習慣のように手軽にできます。アロ
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
マと呼吸を通して心や身体の変化を一緒に楽し
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
み、味わっていきます♪
ましょう。

●講師プロフィール
●講師プロフィール

「どうしたらもっと機能的に快適な日常が過ご
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
せるようになるのか︖」をテーマに日々探求。
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
ヒトのカラダが持つ力を引き出すセルフケアや
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
トレーニングにアロマを取り入れ生命が喜び豊
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
かな時間を過ごしています。
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
●健康運動実践指導者
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
●日本コアコンディショニング協会アドバンストト
コースを全国で開催。
レーナー

「わたしの ほっこりシャス バスタイム」野村 りか
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
11:30
12:30
6
月 28–日（金）18:00
– 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
【ワークショップ内容】
【内容】

ラベンダー、イランイラン、ゼラニウム、ロー
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
ズマリーを使用してバスボム作り。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
作った後は、
ラッピングに入れて持ち帰えれます。自分のオ
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
リジナル
ましょう。バスボムで楽しいバスタイムを♪

●講師プロフィール
●講師プロフィール

ヤング・リヴィングの素晴らしさに感動して以
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
来どっぷりとハマり、気が付けばメイク道具よ
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
りもオイルの方が多くなっています。現在レイ
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
ンドロップを行ったりアロマクラフトのワーク
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
ショップを開催しています♪
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

「キラキラ☆すっぴんネイル美容液」松井
奈美
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
15:30
–
16:30
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
【ワークショップ内容】
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

YL
エッセンシャルオイルと V６を使い爪のお
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
手入れ用美容液を作ります。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
●講師プロフィール
ましょう。
YL エッセンシャルオイルを使い始めて１年。
●講師プロフィール
香りを生活に取り入れたことにより、毎日身体
も心も癒されています現在、サロン
Liber-ty
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
にてアロマカードリーディング、チャネリング
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
等のセッションをしています。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

