参加費：7/22～24(2泊3日)
47,500円
7/22～25(3泊4日)
62,500円
(税込,講師費,会場費,宿泊,夕朝食事代,
ティータイムおやつ,農園案内,樹林気功,
座禅指導,パーティー懇親会費含む）

三笠書房

メタモル出版

風雲舎

帯津先生と過ごす楽しい3泊4日の交流会 大自然の気に満ちた水輪でのホメオパシーの学び 体に良いおい
しいお食事 気功三昧 樹林気功天然温泉質問何でも車座交流会 （2泊3日からどなたでもご参加できます)

②心と体を強くする養生365日勉強会

①自然界を薬にした生老病死ホメオパシー勉強会
風邪、インフルエンザの対応

○

対象レメディ：Acon. Natrum Mur.

頂けます。

対象レメディ：Alli-c. Arum-t.
対象レメディ：Phos. Kali-bic. Sulph. Hep-sul.
○

怪我･骨折の手当て、救急時

○

対象レメディ：Arn. Apis. Calen. Canth.

慢性疾患と急性疾患について

○

自然治癒力はコミュニケーションの
中にあります。自然治癒力を高めるた
めには、いいコミュニケーションを築
いてください。奇跡的な回復を見せる
患者さんは、運がいいとか、恵まれて
いるとか、それだけではありません。
いい医師との出会い、適切な治療を、
患者さん自身が選び取っているのです。
医師に対する不信や治療に対する不安。いろ
いろあるでしょう。しかし、イヤだと思ってい
ないで、やる以上は一歩踏み込む。重心を前に
向けるのです。そうすると向こうも応えてくれ
るようになってきます。そういうところに自然
治癒力が芽生えます。
帯津 良一

対象レメディ：Lach. Sepia. Ign. Carb-v

花粉症の対応

○

1月18日 自分自身で「選択する力」

女性と男性に特有の病気

○

喉頭がん、卵巣がん、脳腫瘍：Con.
肺がん：Lyc. 乳がん：silica 胃がん：Bism.
子宮がん：Kreos. スキルス：carbo-v.
直腸がん：alm. 前立腺がん：sulpher.
その他レメディ：Ars. Ant-t. Bell. Bry.
他の病やがんのレメディーも先生にご質問

不安、集中力の低下の対応

○

対象レメディ：Ars. Bry.

各種がん・重病への対応
○

人間関係のストレス、死に臨んで
家族関係と子供の問題
対象レメディ：Arg-n. Cham. Staph.

○

なんでもQ&A

参加者から個別の病(がん、花粉症、死への不
安など)のレメディーの質問を受け付けます。

③帯津先生個人ホメオパシーカウンセリング当日受診可能 (別途料金 8，０００円) レメディ (薬) 即日渡し。

ドロセラ

ジギタリス

アルニカ･モンタナ

ホメオパシーとは何か
ホメオパシーのレメディ(薬)は、副作
用のない安全で効果的な治療法として
200年余りの間、種々の病気に対して使
われてきました。健康な人に、自然界
に存在する様々な物質を投与した時に
出る症状と、同じ症状の人に、それを処
方すると緩和されるという治療法です。

なぜ効くのか
極微量を用いる。これが徹底しているの
です。一兆倍以上に薄めて、薬剤の成
分が一分子も含まれないような液にし
てこれを用いるのです。一分子も含ま
れてないのでは、ただの水ではないか。
それがなぜ効くのかというと、
「いのち」
の場のエネルギーに働きかけます。
ホメオパシーで用いられる薬剤はレメ
ディ（Remedy）と呼ばれ、わずかな例
外を除いて、自然界にあるもの－植物

カルダス

ゲルセミウム

ナットムール

も、動物も、鉱物も、そのまま使いま
す。そのレメディの持つ場のエネルギ
ーが、与えられた者の「いのち」の場
に働いて、このエネルギーを高めるの
です。この講座では、自然界のあらゆ
るものを媒体とした「エネルギーの医
学」ホメオパシーを自分や家族に役立
てる方法を学びます。

人間まるごと診る
レメディのほとんどは優しい大 自 然 の
贈り物なのです。レメディを選ぶのも全
部が聴き取りです。
長い時間をかけて患者さんのからだ、
こころ、いのちの全ての状態を掴み取っ
てレメディを選ぶのです。だからホメオ
パシーをおこなう医師は、患者さんの話
をじっくりと聴きます。そのうえ、相手
のからだやこころやいのちの状態を掴む
ためには、医師のそれが高いレベルのも
のでなくてはなりません。現在医学の中

主催・申込み・問い合せ

アピス･メフィリカ

コロキンティス

でこれほどホリスティック、つまり人間
まるごとを診る医学はない。人間まるご
と診る医学を目指す者にとって、ホメオ
パシーは避けて通ることは出来ません。
山野草の宝庫である信州飯綱高原の水
輪で美味しい自然食を味わいながらホメ
オパシーのお話、樹林気功「時空」など
も取り入れ合宿形式で行います。日本ホ
メオパシー医学会理事長で日本にホメオ
パシーを広めた第一人者の帯津良一先生
にご講義いただきます。

公益財団法人いのちの森文化財団

〒380-0888 長野県長野市飯綱高原2471-2198 TEL 026-239-0010 FAX 026-239-0011
e-mail zaidan@inochinomori.or.jp U R L http://inochinomori.or.jp

会場・宿泊 信州飯綱高原 いのちの森 心と体といのちのセンター「水輪」
TEL 026-239-2630 FAX 026-239-2736 e-mail suirin@suirin.com

URL http://www.suirin.com

160120S

「生老病死のホメオパシー講座合宿」
１日目
12:00
13:00
16:00
18:00
19:00
20:00
21:30

お野菜たっぷりそばガレット

11:30 乗合タクシー長野駅東口発
受付開始
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・自己紹介
入浴・温泉
夕食（特製健康養生食）
帯津先生講義Ⅰ 生老病死のﾎﾒｵﾊﾟｼｰ
講師：帯津良一
帯津先生「ﾎﾒｵﾊﾟｼｰ講演①」 ﾋﾞﾃﾞｵ学習
座禅・セラピータイム

２日目

9:00 帯津良一先生指導 樹林気功「時空」
10:00 朝食（特製健康養生食）
11:00 帯津先生講義Ⅱ 生老病死のﾎﾒｵﾊﾟｼｰ
車座なんでも相談Q&A 1回目
講師：帯津良一、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：塩澤みどり
14:００ ﾎﾒｵﾊﾟｼｰ個人ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ(希望者のみ：別途料金)
14:００ ティータイム
16:00 入浴・温泉 天然温泉天狗の館
18:00 夕食（特製健康養生食）
20:00 帯津先生「ﾎﾒｵﾊﾟｼｰ講演②」 ﾋﾞﾃﾞｵ学習
21:30 座禅・セラピータイム

作物の霜対策

３日目

4日目 8:00 光の水自然農園案内 市川侑次郎

清潔第一のお部屋

樹林気功 飛田航介
朝食（特製健康養生食）
ヒーリングミュージック(グレゴリオチャント）
気付き、感想文記入
解散・乗合タクシー出発

講師 帯津良一先生プロフィール
医学博士。帯津三敬病院名誉院長。日本ホリスティック医学協会会長。日本ホメオパシー医学会理事長、いのちの
森文化財団理事、水輪の会特別顧問。東京大学医学部卒業。東京大学医学部第三外科、都立駒込病院勤務を
経て1982年埼玉県川越市に帯津三敬病院を設立、院長となる。医療の東西融合という新機軸を基に、ガン患者
などの治療に当たっている。また、代替療法への造詣が深く、治療に積極的に取り入れるほか、講演や大学での講
義なども行っている。日本で一番信頼されている医者であり、患者の心に寄りそい、いのちまるごと医療を臨床現場
に取り入れたホリスティク医学の第一人者である。著書『心と体を強くする養生365日』（三笠書房）他。

名物にんじんジュース

グリーンカレーと酵素玄米

白樺林で樹林気功

9:00
10:00
11:00
12:00
12:30

9:00 帯津良一先生指導 樹林気功「時空」

スケジュール（変更になることもあります）

10:00 朝食（特製健康養生食）
11:00 帯津先生講義Ⅲ 生老病死のﾎﾒｵﾊﾟｼ車座なんでも相談Q&A 2回目
講師：帯津良一、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：塩澤みどり
14:00 3泊の方ティータイム、2泊の方お帰り
14:10 2泊の方、乗り合いタクシー出発
14:３0 帯津良一先生指導 気功三昧
自然治癒力を引き出す特別気功教室
虚空と一体、気の流れを体感
日々の養生法
16:00 入浴・温泉 天然温泉天狗の館
18:00 帯津先生を囲み夕食懇親会
スペシャルディナーパーティ Q&A 車座交流会
講師：帯津良一、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：塩澤みどり
20:30 座禅・セラピータイム

ファシリテーター 塩澤みどりプロフィール
公益財団法人いのちの森文化財団代表理事。いのちの森クリニック。心理教育カウンセラー。生まれた時
から最重度の脳損傷分娩障害を受けた、一人娘早穂理と夫との４１年間を綴ったもの。日々苦悩の中から
見出した気づきや深まりを出版し、同じような境遇を持つ30人あまりの青少年と共に、２４時間の共同生
活を通し、なお彼らから気づきと深まりを与えてもらう学びを続けている。帯津先生とは１6年前より養生塾
を開き、免疫力を高める学びと、がんの患者さんたちを対象にした勉強会を主催している。

わかりやすい講義

緑いっぱいの景色

水輪の本のご紹介
朝採り一番新鮮サラダ

・早穂理。ひとしずくの愛
原書房 1,400円＋税
・ナナカマドの咲く頃。
原書房 1,400円＋税
・いのちにやさしい野菜のレシピ
ＰＨＰ研究所 1,600円＋税
・現代人の伝記２
致知出版 800円＋税

お米も無農薬で育ててます

参加要項
●会
●

場
参加費

● 申込み

●

振込先

（定員各回20名）

●と

き

2016年７月22日(金)～２５日(月)

６５畳の大ホール

何でもご質問下さい

会場：いのちの森水輪

信州飯綱高原 いのちの森 心と体といのちのセンター「水輪」

いのちの森の大自然のエネルギーは、心と体を癒
し、自然治癒力を高めます。隣接する水輪ナチュ
ラルファーム自然農園では農薬や化学肥料を
一切使用せずお野菜を作り、環境と健康に配
慮した農法を行っています。大切に保護された自
然は、やどりぎや銀竜草など高山植物、また山野
草の宝庫です。館内寝具類は清潔を保ち、施
設には和紙の照明、建物は天然木の檜や杉材
を使用することで、人工的な建材によって遮断さ
れることなく大自然のもつ澄んだ空気を、存分に味
わうことができます。厳選された無添加の食材・調
味料、無農薬野菜などを使った心のこもった美味
しい 食事は心身 をリ フ レッシュしてくれ ます 。

①2泊3日47,500円(税込、講師費、会場費、2泊宿泊と夕朝食事代含む）
② 3泊4日62,500円(税込、講師費、会場費、3泊宿泊と夕朝食事代含む）
③前泊・延泊をご希望の方は事前にご予約ください 1泊：13,500円～
④乗合タクシー希望の方は4人以上1人当たり片道1,200円、往復2,400円
＊乗り合いタクシーは、長野駅東口発。乗車人数により差額を当日精算します。
＊申込受付後詳細資料送付 *要事前予約
⑤個室希望承ります(個室希望別途(4,000円～6,500円) ご希望に添えない場合もあります)
＊個室料は当日精算になります。
⑥帯津ドクターのホメオパシー個人カウンセリング 1回8,000円
* 2週間分のレメディ(薬)代含む * 料金当日精算
下記の「申し込み書」でFAX・郵送・E-mailにて「公益財団法人 いのちの森文化財団」まで
お申込後、一週間以内に参加費をお振込ください。
定員になり次第締め切りとさせていただきます。

参加費振込確認後、順次正式受け付けとなります
振込先 ： 公益財団法人 いのちの森文化財団

◎みずほ銀行 長野支店（普）１ ９ ９ １ ７ ９ ４
◎ゆうちょ銀行（口座番号）０ ０ ５ ２ ０ － ３ － ４ ２ １ ８ １
＊キャンセルの場合、参加費の返金は致しませんので御了承ください。 (代理参加は可）
＊洗面用品・タオル・パジャマは各自で御用意下さい。 ＊会場は全館禁煙です。
＊部屋は男女別の相部屋になります。
＊会場をカーナビで検索する場合はいのちの森文化財団（026-239-0010）で検索。

2016年「生老病死のホメオパシー講座合宿」申込み書

申込日

月

日

＊該当項目に○をご記入ください
氏名

男

女

住所〒

ご職業

e-mail

１泊 13,500円

) ④乗合タクシー( 行 ・ 帰

〒 ・ 銀行

振込総合計

)

振込日

携帯電話
TEL

当日精算

1,200円1,200円

③( 前泊 ・ 延泊
振込先（

年齢

) ⑤個室予約（

月

TEL 026-239-0010
FAX 026-239-0011

FAX

4,000円～6,500円

希望 ・ 不要

当日精算

1回 8,000円

）⑥ﾎﾒｵﾊﾟｼｰｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ(

希望

）

日 ( 振込済み ・ 振込予定 ）

＊該当項目に○をご記入ください

①(47,500円) 又は ②(62,500円)+③(

◎お申し込みのきっかけ

ちらし

紹介：紹介者（

泊×13,500円)+④(行1,200円、帰1,200円) ＝
）

インターネット

本（

円
）

