「楽に楽しく」より良い人生を生きる
あなたが「貴方らしく」人生の様々な出来事や環境に振り回されず、

世界180ヶ国の人々が学び25ヶ国で訳されている

シータヒーリング ®
３大セミナーのご案内
〜 最 高 最 善 の人 生 を 最 速 に引 き 寄 せる法 則 〜

最短３日間のセミナーでセルフヒーリングが日常的に「自分で 」できるようになる！
こころのわだかまりを癒し、潜在意識をホジティブな思考におき換える瞑想の技術を習得できます
悲しさ、寂しさ、しんどさ、憤り、後悔などのネガティブな感情を「今すぐ」「この場で」手放せるようになりたい方
セッションを受けるのも好きだけど、もっと「日常的に」「頻繁に」必要なメッセージを自分で受け取れるようになりたい方
セッションの結果を早めるためにセッション中に自分にどんな変化が起こっているのか？知りたい方にもおすすめのセミナーです !

セルフヒーリングを習得することで、未来の貴方は何を得たいですか？
自分の意志ではどうしても変えることができなかった幼少期からのトラウマや細胞、DNA、過去世などが記憶している傷を癒せる
願いの現実化を妨げている自分自身で設けた「潜在意識」の「不要な制限」を見つけ出し、解決し、癒し、取り除き、解放できる
マイナス思考をプラス思考へ置き換えることで心身のアンバランスにより引き起こされている日常の悩みや問題を解決、解放できる
人生の様々な出来事や環境に振り回されず、安心安全にストレスなく生活することで自分らしく前向きな思考で日々生活できる
将来や重要な意思決定をするときにも自分の進むべき道を迷わず見極め、人生を創造し、願いを引き寄せ現実化し、望む人生を生きる
感性や創造性が高まり、毎日感謝の心で生活でき、大切な人を癒し、共に成長しながら、人生のすべてにおいて徳を積む助けを得られる
＊自由意志の法則のもと日常生活において「いつでも、どこでも、だれでも」どんな状況でも実践でき、一生涯役に立てることができます。
＊他のメソッドを用いる時も助けになり、相乗効果の上がるとても素晴らしいヒーリングメソッドです。

はじめまして。スピリチュアルカウンセラー / 引寄せ実践トレーナーの三浦信です。
私は、はじめから魂や前世の存在を信じていたわけではありません。父が癌を患い、仕事を辞め看病の日々、
日に日に弱っていく父の姿を目の当たりにして、どうにもしてあげられない悔しさを募らせていました。そんな
時「臓器には感情が溜まり、あらゆる病気にも思考や感情が関係している」という事を知り、2005 年頃から気
功や催眠療法など様々な精神世界を学び始めました。世界的にも認められていて、医療現場でも用いられ信
頼されている、ヒーリングメソッドをはじめとする様々な分野を学び、資格を取得してきました。その中で、現
在個人的に最もおすすめしている手法が「シータヒーリング ®」です。なぜなら今まで学んだヒーリングの手法
の中で一番「手軽で結果が早く出る」と感じているからです。
願いの現実化を邪魔しているのは他でもなく自分で決めた「枠」です。感覚、感情、直感、記憶、想像力など
顕在意識でも忘れている自分でも知らないうちにかけている潜在意識（幼少期からのトラウマや思い込み、癖、

講師

Holistic Healing Salon
Athanaha の小枝 代表

細胞、遺伝子の記憶、過去世など）の「不要な制限」です。それらを自由意志の法則のもとシータ波瞑想（ヒー

三浦 信 ( みうら

リング）することで、取り除き、癒し、解決、解放することができます。

シータヒーリング ®
米国本部認定の
マスターインストラクター

シータヒーリング ® によって私の人生は大きく変わりました。このことから「同じように悩み苦しんでいる方々に
この手法を伝えたい !」と強く思い、渡米し、セミナーを開催するためのインストラクター資格を取得しました。
願いの現実化のためにはフタをしたつもりの長年持ち続けている心のわだかまりを癒すことが最も近道です。シー
タヒーリング ® を通じて、多くの方が目に見えて良い方向へ人生が変容し、笑顔になっていくのを目の当たりにし
てきました。本来だれもが持っている潜在能力を目覚めさせ、悩みや問題を解決し、癒し、将来や重要な意思
決定をするときも、自分の進むべき道を迷わず見極めることができるようお手伝いをしています。誰にでも最
大限に潜在能力を活用でき願いを実現化し、望む人生を生きることができると確信しています。一番大切なこ
とは自分の力を信じて受け入れることです。私と関わったすべての方が心身共に健康で、一人でも多くの方の笑
顔を見ることを喜びとしています。
「皆さんが学び、癒されることにより、皆さんの周りにいる大切な方を皆さ
ん自身で癒し導いてほしい」という想いのもと、ご縁に感謝しながら日々活動しています。未来は自分で創造
していくものです！自分の力を信じて受け入れ実践し、最高最善の人生を最速で引き寄せましょう!

のぶ )

●これまで学んできた分野
・気功・心理学・量子力学
・カウンセリング・コーチング
・ヒプノセラピー ( 催眠療法 )
・パワーストーンヒーリング
・エモーショナルリリース
・エンジェルカードリーディング
・アクセスバーズ
・バッチフラワーレメディー
・コンサルテーション
・メディカルハーブ
・アロマセラピー
・解剖生理学などなど

実践

習得

実 践しながら根 本 的 な 悩 みを
見 つ ける 技 術 を 身 に つ ける

深める

ルールを知り基本的なやり方を覚える

練習してテクニックを身につける

シータヒーリング ® を自分でできるようになり
たい !と言う方に最初に受けていただくセミナー
です。ヴァイアナ・スタイバル女史が開発した
脳波をシータ波に誘導する瞑想法です。潜在
意識のマイナス思考をプラス思考に置き換えあ
なたの人生が変わり始めます。
DNA の活性化など、実習中心で盛り沢山の内
容になっています。基礎概念・理念を学び、
日常生活でどのように使いこなすか習得しま
す。

基礎 DNA で学んだ内容をより深く学び、練習、
実践しながら様々な場面で役立つテクニック
を具体的に学び身につけます。また、目標や
願いの達成を妨げる潜在意識の感覚感情の否
定的なブロックを解放し、長い年月かけて学
ぶようなよりよい人生を生きるために必要な肯
定的な感覚感情を、受講生の一人一人の中に
呼び覚まします。それにより、潜在意識に働
きかける技術の向上をご自身で体感していただ
くことが可能です。

製本テキスト (3,000 円）
シータヒーリングの書籍（3,278 円）
シータヒーリング ® 米国本部発行修了証
( 基礎 DNA プラクティショナー認定証 ) 込

製本テキスト (3,000 円）
応用シータヒーリングの書籍（3,157 円）
シータヒーリング ® 米国本部発行修了証
( 応用 DNA プラクティショナー認定証 ) 込

製本テキスト (3,000 円）
シータヒーリング ® 米国本部発行修了証
(Dig deeperプラクティショナー認定証 ) 込

対象：どなたでも受講できます
費用：3 日間 62,000 円（税込）

受講条件：基礎 DNA セミナーを受講済みの方

受講条件：基礎・応用DNAを受講済みの方

費用：3 日間

62,000 円（税込）

「掘り下げ」（ディギング）のセミナーでは、
練習、実践しながら私たちの悩みの根本原因
を見つけるテクニックを学び身につけます。
クライアントさん、または自分自身と対話をし
ながら、潜在意識の中に深く入り、願いの実
現を邪魔している思考パターンや病気を起こし
ている思考パターンなど、日頃かかえている問
題の土台を自分で見つけることができるように
なります。これにより多くの受講者が人生に大
きな変容を体験しています。

費用：2 日間

62,000 円（税込）

「なぜ 3 つのセミナーを一緒に受けたほうがいいの？」
3 大セミナーのセット受講がおすすめな理由をHPで紹介しています！右記 QR コードからご確認ください
【重要留意事項】
•シータヒーリング
•シータヒーリング
•シータヒーリング
•シータヒーリング

®
®
®
®

は人種・宗教・性別・年齢・ヒーリング経験の有無などに関係なく自由意志の法則で誰でも学べ、習得することが出来ます。
は医者や医療機関を代替するものではなく、医学的知識や治療法を教えたりするものではありません。
は癒しを目的とした祈りであり、その効果の如何に関わらず、心身の不調がある方は医師や医療機関に相談されることを強く推奨します。
は特定の効果を保証するものではありません。効果や成果は人によって異なります。

セミナーを受講されたお客様の声
「楽に楽しくより良い人生」もあると思えたセミナー
社会的にある程度の地位をもってしまった分、人に弱みをみせることもできず、心
を開ける人も少なく、ただ仕事をこなすだけの日々を送っていました。
一見社交的で明るい性格にみられますが、実はネガティブな面が強く、
「何をやっ
てもダメだ」
「元気で明るい自分を演じるのは疲れた」
「生きていてもしょうがない」
など、常日頃考えていました。毎朝起き上がるのが辛く、体が自由に動かない状
態でした。マッサージや、鍼灸、通院もしたのですが納得のいく回復が見られま
せんでした。
人間不信になっていたので、はじめは NOBU さんの笑顔の裏にもなんかあるんじゃ
ないかとか疑ったりして…（ごめんなさい）NOBU さんの使う言葉のふしぶしから、
暖かいものを感じて、セッションを受けたときに、なぜかわからないけど涙がツーっ
とでてきて・・・。それが体にも仕事にも良い影響をもたらしているのがわかり、
セミナーに興味をもちました。実際、
「病は気から」というのがここまでわかりや
すく体感できるものか…とある意味感激でした。精神的につらくて、体のあちこち
が痛くてうごけなかったのが、涙と一緒にいなくなる感じです。
セミナーでは、けして非現実的なことをやるわけでは無く、もともと自分の中にあっ
たものを思い出しながら、紐付けされていく感覚が面白かったです。
また、一緒に受講した方々がみなさん純粋で、良い影響を受けあえる、素敵な方
ばかりだったので、セミナーをきっかけに本音で話せる友人ができたことも財産に
なりました。セミナーをうけてから、青空や夕日、草木をみて「きれいだな」と
思えたり、自然の中にいることを素直に心地よく感じられたり、すでにあるもの
に目を向けられ、単純に感謝できるようになったり、心にゆとりができたのだろう
なと思います。
頑張ることがすべてじゃない、
「楽に楽しい人生」ありだなぁと思いました。

▶

M.F さん

40 代

その他のお客様の声はコチラ ⇒
ネガティブが勝手に消えていくセミナー
人間関係や仕事の悩みが、すべて自分への自信のなさからきていることはわ
かっていました。自己啓発の本を読んだりして、
「そうか」と納得はできても、
その場限りでまたすぐにいつもの自分に戻ってしまう…そんな状況をなんと
かしたくて、セミナーを受講しました。
セミナーを受講して、これまでは自分の欠点を、
「悪いもの」と思い込んで
いましたが、それは単に、誰かが決めた良し悪しの基準に振り回されていた
だけだったのということがわかりました。
頭ではなく、体全体で理解できた感じです。
「自分さえ我慢すれば、みんな
が幸せでいられる」と自分を演じて生きてきましたが、他人の物差しから解
放されたことで、自分を認め、以前よりも自分を好きになれ、自信を持って
生活することができるようになったと思います。
周りの方々の態度が変わったのか、私の捉え方が変わったのかはわかりませ
んが、間違いなく、人付き合いが楽になりました。
セミナーを受講して、ないものを求めるのではなく、すでにあるものに目を
向けられるようになり、今ある幸せを噛みしめることができるようになりま
した。その結果、自分自身を全部出して、そのまま進んでいいんだという安
心感を持って日々の生活がすごく楽しめるようになりました。
シータヒーリング ® は、自分を変える手段として簡単に身につけることができ
ると思います。それをどう生かすかは自分の意思次第・・・
まさに、自由意志の法則のもと、なりたつテクニックなのだなと感じました。
また、何事にも寛容な NOBU さんと、あたたかな自然の中にいるような、開
放的なサロンの雰囲気にも大きく助けられました。この場にいるだけで、ネ
ガティブな部分が勝手に消滅し、ポジティブになれました。
▶

経営者

S.J さん

3０代

教員

テクニックの存在を「知る」だけでは現実は変わりません。
習得し、実践し、
「使いこなす」ことで、よりよい人生を目指しませんか？

日程
お申込
西鉄春日原 駅
J R 春 日 駅 より
徒歩約8分

下記 URL よりご確認・お申し込みください。
右記 QR コードからもアクセス可能です。

https://athanaha.com/koeda/
seminar_session/seminar
Holistic Healing Salon

説明会

定期的にシータヒーリング ® の説明会を
兼ねたワークショップを開催しています。
詳細・お申し込みは下記 URL をご覧ください。
右記 QR コードもご利用いただけます。

https://athanaha.com/koeda/events/ws

Athanaha の 小枝

HP ：athanaha.com/koeda/ セミナー中はお電話に出られないことがござい
ます。なるべく LINE 問合わせをご利用下さい
Mail ：info@athanaha.com

あたなはの小枝

Tel ：092-707-8319

検索

LINE：右記QRコードをご利用ください

