と

き

私が私に還る時間
～女性のための葉山リトリート～
『私が私に還る時間 女性のための葉山リトリート』は
女性が、より自分らしく輝いて生きていくための時間。

日 程： 11月21日（土）～11月23日（月）
場 所： 葉山 湘南国際村内 湘南OVA
http://www.shonan-ova.jp/

自然を感じ、一人ゆったりと過ごす時間

こころ、身体、お金、各分野のプロフェッショナルな女性たちが
同じ時代を生きる女性に贈る気付きと学びの時間

参加費： 7万円（税込）
≪参加費に含まれるもの≫
シングルルームの宿泊費
1日目夕食 2日目朝食、夕食 3日目朝食
全てのワークショップ、ヨガの参加費

その二つの時間が織りなす、あなたのための特別な時間です。

※ご希望により各種オプション（別料金）をご用意しております。

定 員： 15名 (最低催行人数 6名)
主 催： 株式会社LIBERA seeds

≪スケジュール≫
ゆるめる
DAY
1

13：00
13：00～15：30
16：00
18：00～
20：00～22：00

葉山一色海岸集合
海岸でのワークショップ＆一人時間（雨天の場合はホテルへ）
湘南Ova チェックイン
夕食
シンギングボウル演奏＆WS（担当 中西れい子）

私が私に還る時間は、海から
スタートします。
波音と潮風、そして夜のシンギングボウル
の倍音で心も体も緩めていきましょう。

むきあう
6：30～ 8：00
8：30～
10：00～12：00

DAY
２

16：00～18：00
18：30～

ヨガ＆ワークショップ （担当 加地由樹子）
朝食
こころのワークショップ （担当 吉川美有紀）
※ランチはそれぞれお取りください。
ホテル内レストランOR近隣カフェなどご紹介します。
身体のワークショップ （担当 財満信子 村松邦子）
夕食
夕食後 自由時間
※個人セッションなど各種オプションをご用意しています。

こころの声を聴き、身体の声を聴き
じっくり自分と向き合う時間。
ゆったりとした時間の中で、本来のあなた
の声を聴いてあげてください。
そこからきっと、明日への何かが
生まれてくるはずです。

※個人セッションは事前に予約ください。

えがく
DAY
３

8：00
9：30～11：30
12：00～
12：30～13：15

朝食
お金のワークショップ （担当 吉川美有紀）
ホテル出発 森戸海岸へ移動
森戸神社お参り 解散

13：30～

希望者のみ森戸海岸付近でランチ

※参加人数・参加者の状況により、時間・内容を変更することがあります。

本来の自分の声を反映して
今後の人生のビジョンを描きます。
出来る範囲でライフプランに落とし込んで
みましょう。
最後は森戸神社でお参りをして
神さまと自分に宣言しましょう。

DAY2 10：00～12：00

こころのワークショップ
思考に気をつけなさい
言葉に気をつけなさい
行動に気をつけなさい
習慣に気をつけなさい
性格に気をつけなさい

それはいつか言葉になるから。
それはいつか行動になるから。
それはいつか習慣になるから。
それはいつか性格になるから。
それはいつか運命になるから。

～マザー・テレサ～

運命の種となる思考。その思考には、さまざまな声が混ざっています。
役割の自分が思うこと。幼い頃の経験や記憶から思うこと。今の環境が思わせること。
さまざまな思考から、本来の自分の声を聴き分けていくことは、日々流れていく
時間の中では、そう簡単なことではありません。ワークや対話を通して、
ゆっくりと自分の心に耳を傾け、本来の自分の声を聴き取っていきましょう。

≪内 容≫
Ⅰ. ミニレクチャー
・本来の自分と自分を縛る内なる存在
Ⅱ, ワークショップ
・本来の自分の声を聴く
・ライフラインからの対話
・グループコーチング

DAY3 09：30～11：30

お金のワークショップ
日々の暮らしを支え、今後の人生を築いていくために、お金は大切な道具です。
また、お金は、あなたらしさ、あなたの思考を表現する道具でもあります。
これからの人生にかかるお金、かけたいお金を整理し
自分らしく幸せに生きていくためには、お金をいかに生み出し、いかに使っていくのか？
これからの人生をイメージして、ライフプランを描いてみましょう。
今後の人生の軸となるライフプランを描くことで、
日々のお金の使い方も意識的になります。
意識的にお金という道具を使いこなし、自分らしい人生をつくっていきましょう。

≪内 容≫
Ⅰ. ミニレクチャー
・ライフプランを描く意味と価値
Ⅱ, ワークショップ
・自由に人生をデザインする
・ライフイベントからライフプランへ

≪担当 ファシリテーター≫
吉川 美有紀
株式会社LIBERA seeds 代表取締役
コーチ（CPCC 国際コーチ連盟認定コーチ）
ファイナンシャル・プランナー(AFP)
日本FP協会 パーソナル・ファイナンス・インストラクター
逗子在住
専業主婦を経験し、離婚後、外資系生命保険会社に入社。営業職に従事し、世界中の生命保険、金融サービス専門職のトップクラスの
メンバーで構成されるMDRT成績資格会員となる。その後、『人生を自由に！』を理念として起業。こころとお金の両面において、女性が
本当に望む人生を実現していくことをサポートすべく講演、セミナー、ワークショップ、コーチング、執筆など、精力的に活動している。
著書：「こころとお金のコーチング」講談社 「幸福の値段」メディアファクトリー
女性が本来の自分らしく、自由にイキイキと生きていくことは、女性自身の幸せにつながるだけでなく、周りの人たちの幸せを産みだす
力となり、社会をより輝きに満ちた世界に変えていくことにつながると信じています。
こころとお金の両面において、幸せを実感して生きていく人生をクリエイトしていくための種を植えていきましょう。

DAY2 16：00～18：00

身体のワークショップ
毎日口から入れた食べ物が自分の身体をつくり、
毎日自分の身体にしていることがあなたの身体をつくります。
人生で様々な経験を積み重ねるように、身体も年齢と共に変化をしていきます。
自分の身体がどのように変化し、今、自分はどのような状態にあるのか知ることで、
今よりもっとあなたらしい、心地よい身体との付合い方を見つけてみませんか。
生涯自分の身体の面倒をみられるのは自分だけ。
これからの豊かな人生にむけて、心の声を聴くと共に、自分の身体にも耳を傾けて、
あなたらしい身体の軸を探っていきましょう。

≪内容≫
Ⅰ. ミニレクチャー
・女性の身体の変化とは？～加齢に伴う身体の変化～
・あなたの健康観ってありますか？

Ⅱ. ワークショップ
・あなたの身体の状態を知る！（セルフ診断）
・将来に向けて、あなたらしい身体との付き合い方、軸をつくる
※プログラムは参加者の状況を見て変更する場合があります。

≪担当 ファシリテーター≫

財満 信子
ヘルスケアコンサルタント
保健学、経営学修士

７年間健康教育の啓蒙・普及に携わり、その後ヘルスケア系コンサ
ルティング会社にて自治体や民間企業の予防医療・保健事業等、健
康サービス事業のコンサルティングに従事。
現在は有限責任監査法人トーマツ パブリックセクター所属。
地域住民がいつまでも元気でいきいきと暮らせる街づくりをテーマに、
地域の保健・医療・介護政策の支援に従事。
長年この仕事に携わり、知らず知らずに、
健康オタクになってしまいました。
世の中には健康情報、グッツが溢れていますが、健康オタクならで
はの科学的根拠に基づいた健康情報をお伝えし、皆様と「自分らし
い身体とのつきあい方」を一緒に考えることができたら嬉しいです。

村松邦子
株式会社ウェルネス・システム研究所
代表取締役
http://www.wellness-systems.co.jp
保健学修士
グローバル企業に26年間在籍中、
広報部長、ダイバーシティ推進責任者、企業倫理室長を歴任。
「ヘルシーカンパニー（経営管理と健康管理の統合）」の概念に出会い、
筑波大学大学院にてスポーツ健康システムマネジメントを学ぶ。
２０１４年、Ｊリーグ理事に就任。「スポーツで、もっと、幸せな国へ（Ｊリー
グ百年構想）」をテーマに活動の幅を広げている。
日本体育大学、白百合女子大学非常勤講師。
ワーキングマザー仲間が病に倒れたことをきっかけに、「働く人の健康」
について探求を続けています。「健康」は、一人ひとりが自分らしく生きて
いくための土台です。
情報に振り回されず、「自芯」を大切にした健康へのアプローチを
ご一緒に考えていきましょう。

ゆるめる時間
～シンギングボウル～
チベット密教の法具であったシンギングボウル。
このボウルが奏でる倍音の響きで、人間の身体の約８割を構成する
水分に波動を与え、チャクラエネルギーを調整させます。身体にボ
ウルを直接あてて筋肉をほぐすことで、指圧では届かない深層部に
も波動が伝わり、より深く身体がリラックスします。また思考を止める
ことでシータ波（瞑想状態）に優しく導きます。まさに直感がさえて、
思考ではなく魂で感じます。ネパールやチベットから来たボウル達に、
ぜひ出会ってみてください。

中西れい子
スピリットガイド・山伏（羽黒修験）
ライフコーチ（CPCC 国際コーチ連盟認定コーチ）
コーアクティブリーダーシップ修了
占星術研究家 シンギングボウルセラピスト
「いのりば」主催 葉山在住
ライフワークを「祈り」とする羽黒山伏（山伏名：絢脩）。
縄文文化につながる古神道神職の修業中。 「すべての人は宇宙に愛されている」が信念。
宇宙の音（シンギングボウル）と祈りを統合させて、一人一人の魂がより楽に豊かに輝くお手伝いをしている。
これからの時代、女性が自分らしいバランスで生きることが、男性有利な社会を変えていく…と信じています。
男性の思惑の中で生きるのでもなく、女性役割の思い込みの中で生きるのでもない、自分らしさから人生を創造するために、
宇宙の恩恵、占星術とシンギングボウルでみなさんの魂の浄化と気づきをお手伝いします。

～ヨガ～
自分の呼吸に耳を澄ませ、身体の声を聴く。
ヨガを通して、内なる自分とつながり、
人と、大地と、宇宙とつながっていきます。
子どもの頃のように、無邪気に、ピュアに、ありのままに。
考えることを手放して
ありのままの“私”を抱きしめましょう。
その先に、今までよりも
もっと力強くしなやかな“私”に出会えるはず。
葉山の朝、澄んだ空気の中で
浄化と再生の時間を過ごしましょう。

加地由樹子
ヨガ講師 全米ヨガアライアンス200修了
インド政府公認ヴィヴェーカナンダ研究財団認定講師
マタニティヨガ認定指導員
ライフコーチ(CPCC 国際コーチ連盟認定コーチ）
逗子在住
OLから憧れのフィットネスインストラクターに転身。楽しくて仕方ない毎日だったものの、体調を崩しヨガを始める。人生の物語を自分で創造す
ることを探りながら、ヨガのシェアを始める。 ヨガスタジオにてティーチャー育成の講師を務める一方で、CTIジャパンでコーチングやリーダー
シップを学び、心身両面からのアプローチでその人らしい生命の輝きが増すこと確信。 一人一人がその輝きを放ちイキイキ生きることをヨガ
とコーチングでサポートしている。

受容、調和、戦うよりも分かち合う・・・などの、女性がもともと持っている資質。
女性がそれを大切にして生きることは、自分自身はもちろん、社会を潤し愛で満たすことに繋がると思います。
ヨガでは身体と心にスペースを作ります。 そこに表れる本当の自分らしさをぜひ感じてみてください。

一人の時間 オプションメニュー
別料金でお申込みいただけるオプションメニューです。
それぞれの個人セッション＆個人セラピーは、同じ時代を生きる女性たちに贈るギフト価格でのご提供となっています。

～チャクラトーニングセッション～
チャクラトーニングセッション

60分 料金 10,000円
7つのチャクラの中に 7つの身体がある。
それらの中にすべての手段と障壁となるものがある ～OSHO～
私たちの肉体には、脊髄を中心に縦に7つ並んだエネルギーのツボのようなものが
あります。それをチャクラといい、そこにはあなたが本来の自分を知る鍵があります。
日常の中で何か違和感や問題を感じる時、チャクラのエネルギーもまた陰ったり
滞ったりしているのです。
今のチャクラ状態を一緒に見つけながら滞りがなくなるようベストバランス調整して
いきます。ぜひご自身の体の変化に気づいてみてください。1枚ヴェールが剥がさ
れたように新しい自分を見つけることができるでしょう。そして新しい自分で未来か
らの意図を引き出していきましょう。 リラックスウェアで受けていただく対話式の楽
しいセッションです。 オプションで意図が日常の中に現れていけるようにサポートす
るフラワーエッセンスを選んでいただくこともできます。（別途 2000円）

多田愛
役者

フラワーエッセンスセラピスト
ホリスティック・プラクティショナー
東京に生まれ活発な幼少期を送るが、思春期になり体調が激変、内臓の働きが少ない虚弱体質であると判明する。西洋医療では治療がで
きないと判断されたため、ホリスティック医療での治療を始める。その経験からボディーワークや心理療法を学び、その人が心身ともに健康で
あるための個人セッションを提供。主にチャクラ調整と催眠退行療法などをフラワーエッセンスのコンサルテーションと共に行なっている。
一番風呂に入ってほっとリラックスできる時、実は最も自分らしい状態になっていると言われています。ゆるんで、 その日の疲れを身体から洗
い流す時に、女性としてのありのままを感じていると、あなたにはどんな思いが浮かんでくるでしょうか？ リトリートでは、そんな感じのセッショ
ンを提供させていただきます。 生来の女性としての天分をあなたが芯に感じる時、本来の生命力を動かす愛が深い内面で動き始めるでしょう。

～占星術コーチング ＆シンギングボウルセラピー～
占星術コーチング

60分 料金 10,000円
人生の迷いをはらい、魂のエネルギーに気づくために
あなたの産まれた時に授かった宇宙からのギフトを読み解き
本質的な変化をおこすためのコーチングで
人生を魂から創造する喜びを感じてください。
あてる占いではなく、あなたの心と対話する占星術コーチングです。

シンギングボウルセラピー 40分 6,000円
言葉や思考に頼るのではなく直観を信じる。
シンギングボウルは倍音の音で思考をとばし
さらに身体をほぐして、直感をおろすスペースを創ります。
ただ音に身体を委ねているだけで
あなたに必要なことに気づくでしょう。
さらにオラクルカードもつかって直感から人生を創ります。

中西れい子
スピリットガイド・山伏（羽黒修験）
ライフコーチ（CPCC 国際コーチ連盟認定コーチ）
コーアクティブリーダーシップ修了
占星術研究家 シンギングボウルセラピスト
「いのりば」主催 葉山在住
ライフワークを「祈り」とする羽黒山伏（山伏名：絢脩）。
縄文文化につながる古神道神職の修業中。 「すべての人は宇宙に愛されている」が信念。
宇宙の音（シンギングボウル）と祈りを統合させて、一人一人の魂がより楽に豊かに輝くお手伝いをしている。
これからの時代、女性が自分らしいバランスで生きることが、男性有利な社会を変えていく…と信じています。
男性の思惑の中で生きるのでもなく、女性役割の思い込みの中で生きるのでもない、自分らしさから人生を創造するために、
宇宙の恩恵、占星術とシンギングボウルでみなさんの魂の浄化と気づきをお手伝いします。

～カラーメンタリング® /整顔リンパマッサージ/ ボディーヒーリング～
カラーメンタリング

60分 料金 3,000円
人との関わり方の特長を色で擬人化して楽しくわかりやすくしたコ
ミュニケーションツール。自分のプロファイリングから気づきを促し、
人間関係の困り感や苦手意識の改善を目指します。

整顔リンパマッサージ 60分 5,000円
リンパの流れの滞りやコリを改善し、骨格の歪みも改善させるオリジナルマッサージ。
むくみをとり小顔・美肌に、即効性と持続性があると人気の施術です。
リトリートでは特別に、肌をよみがえらせる炭酸パック付きです。
ボディーヒーリング 45分 5,000円
経絡の流れやエネルギーのバランスを整える、リラクゼーションメニュー。
クリスタル、アロマ、カラーなどそれぞれの体調や要望に合わせて組み合わせたボディーヒーリング。
杉山眞利
Self Heart / KIMONO STYLE COLO 代表
パーソナルカラーアナリスト講師、セラピスト、1級着付け技能士
2000年にカラーコンサルティングを中心とした、美容＆癒しのサロンSelf Heartオープン。
パーソナルカラー診断、カラーセラピー、整顔リンパマッサージ、ヒーリングメニューなど、外面内面の両方から女性
の美と健康と癒しをサポート。 2010年にアンティークキモノも扱う、キモノレンタル、着付け教室KIMONO STYLE COLO
オープン。大人から子供まで、個性豊かなキモノビューティーを提案。
メディア出演、各種団体セミナー講師など県内外幅広く活動
一人ひとりの女性が、今よりもっと輝いた人生を送っていただけるよう、色を通してトータルにアドバイスすることを目
指しています。

～コーチング～
コーチングとは、あなたが普段意識していないような心の内側の深いところに向けて問いかけ、深く傾聴しながら、対話をしていくことで
蓋をしていたような心の声を聴き取り、可能性を最大限に引き出していくものです。本来の自分の声を聴く時間を体験してみてください。

ビジョンの種を植えるコーチング

60分

料金 10,000円

本当に自分が望んでいることは何なのか？
本来の自分の声を聴いて、ビジョンを描いていきます。全ての枠を取り払って、イキイキとし
た自分を感じていきましょう。そのビジョンと行動が、あなたが心から願う人生の種となって
いきます。自分で人生を創っていく自由さを感じてみてください。

闇に光を見出すコーチング

60分

料金 10,000円

迷い、焦り、悲しみ、怒り、恐れなど、自分の中の闇と見える部分に向き合い、光を見出
していくことを意図したコーチングです。
ゆったりとした時間の中で 今までなかなか向き合えなかった自分に向き合っていきます。
蓋をしていたありのままの感情に耳を傾け、五感の全てを使って、自分自身で闇を光に
変えていきます。

吉川 美有紀
株式会社LIBERA seeds 代表取締役
コーチ（CPCC 国際コーチ連盟認定コーチ）
ファイナンシャル・プランナー(AFP)
日本FP協会 パーソナル・ファイナンス・インストラクター
逗子在住
専業主婦を経験し、離婚後、外資系生命保険会社に入社。営業職に従事し、世界中の生命保険、金融サービス専門職のトップクラスの
メンバーで構成されるMDRT成績資格会員となる。その後、『人生を自由に！』を理念として起業。こころとお金の両面において、女性が
本当に望む人生を実現していくことをサポートすべく講演、セミナー、ワークショップ、コーチング、執筆など、精力的に活動している。
著書：「こころとお金のコーチング」講談社 「幸福の値段」メディアファクトリー

女性が本来の自分らしく、自由にイキイキと生きていくことは、女性自身の幸せにつながるだけでなく、周りの人たちの幸せを産みだす
力となり、社会をより輝きに満ちた世界に変えていくことにつながると信じています。

≪お申込み≫
お申込みは、お問い合わせは当HPのお問い合わせページ
または welcome@libera-cc.co.jp からお願いいたします。

・お名前
・ご連絡先電話番号
・ご連絡先メールアドレス
・ご年齢
・リトリートに期待するもの
お手数ですが、上記内容をご記載の上、お申込みください。
お申込みから3日を過ぎても当方より連絡がない場合は、恐縮ですが045－306－8310まで
ご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

≪参加費・お振込みについて≫
11月16日（月）までに参加費を下記口座までお振込みください。
≪参加費に含まれるもの≫

シングルルームの宿泊費 2日分
1日目夕食 2日目朝食、夕食 3日目朝食
全てのワークショップ、ヨガの参加費

◆振込先口座
三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
普通 ３１７１７４１
◆お振込み額

通常価格
1泊参加価格
モニター価格

税込価格 75,600円
税込価格 42,120円
税込価格 55,000円 （限定6名様）

※恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。

≪キャンセルポリシー≫
当日ご連絡なしでのキャンセル 100％
前日・当日のご連絡
70％
4日前～2日前のご連絡
50％
※恐れ入りますが、ご返金の際の振込手数料は差し引かせていただきます。

≪プライバシーポリシー≫
このプログラムに参画するすべてのメンバーは、弊社HP内 プライバシーポリシーを順守いたします。
http://www.libera-cc.co.jp/privacy_policy/index.html
・ワークショップを担当するファシリテータ、および個人セッション担当者間で、
プログラムの提供に必要である範囲においてのみ情報を共有いたします。
・個人セッションにおいては、すべてのメンバーが参加者の方の守秘義務を守ります。

