グループで楽しむ出張開催が人気の

マイアース癒しの出張講座のご紹介
マイアースでは、日常に「癒しのココロ」をと取り入れることを目的に、アロマや
パワーストーン、フラワーレメディを通じた「癒しの普及活動」をおこなっておりま
す。ご家庭はもちろん職場や学校、各種施設などで、イベントとしてのミニアロマ教
室やパワーストーンアクセサリー作製講座などを開催し、こころ豊かで健やかな生活
を実現するお手伝いをさせていただきます。
施設や職場での出張講座をご希望の皆様には、開催日時、ご予算、ご参加人数など
それぞれに合った内容でご提案させていただきます。各種講座はお一人当たりの参加
費＋講師料をご負担ください。目安としては会津地域であれば山間部を除いて、交通
費などは掛かりません。

それ以外の地区（県内外）では交通費をご負担いただければ、可能な限り対応させて
いただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

天然石とヒーリング雑貨の専門店

My Earth
〒965-0871
福島県会津若松市栄町２－２５

アビスビル２F

TEL＆FAX：0242-27-1672
株式会社ヒーリングアース
（公社）日本アロマ環境協会法人正会員
神明通り第一駐車場入り口
※お気軽にお電話にてお問い合わせください。

My Earthの癒しを広める活動

マイアース 出張講座 開催実績
2011年

癒しガーデンフェアin会津

『アロマ教室』

西会津商工観光課地域振興係様主催
2012年

癒しガーデンフェアin会津
アクサ生命様主催

御宿

東鳳様

『女性のためのアロマ教室』
『アロマテラピー講座』

癒しガーデンフェアin猪苗代
会津若松市立第五中学校様

2014年

『アロマ教室』

『アロマ教室』

会津勤労青少年ホーム様
2013年

ホテルニューパレス様

『アロマ教室』

ホテルリステル猪苗代様

教養講座『パワーストーンアクセサリー作製講座』

会津若松市立 どんぐり山保育園様

『親子で楽しむアロマ教室』

会津若松市 稽古堂にて（公社）日本アロマ環境協会主催
『親子で楽しむアロマ体験シュワシュワバスボム＆ルームスプレー作り』
会津若松市立第五中学校様
西会津町公民館様

教養講座『パワーストーンアクセサリー作製講座』

『女性のためのパワーストーンアクセサリー作製講座』

会津勤労青少年ホーム様

『アロマテラピー講座』

猪苗代町職員労働組合女性部様
2015年

『アロマ教室』

会津若松市保育所保護者会連合会様
My Earth 主催

アピオスペース

会津若松市第二幼稚園PTA様
My Earth 主催

『認知症予防のためのアロマ教室』

『アロマ教室』

会津稽古堂

『心を癒す魔法の言葉セミナー』

会津若松市とうみょう幼稚園PTA様
My Earth 主催

東京新宿TKC

会津若松北公民館様主催

『アロマ教室』文化センター

『アロマ教室』

『心を癒す魔法の言葉セミナー』

『認知症予防のためのアロマ教室』

喜多方市山都公民館様主催

教養講座『パワーストーンアクセサリー作製講座』

大沼郡昭和村公民館様主催

教養講座『パワーストーンアクセサリー作製講座』

会津若松東公民館様主催

『認知症予防のためのアロマ教室』

癒しガーデンフェアin猪苗代

『アロマ教室』

ホテルリステル猪苗代様

天然アロマの香りで癒される♪

アロマテラピーは、天然の植物の香りにより、心や身体のトラブルを穏やかに回復し、健康増進や美
容に役立てていこうとする自然療法です。私たちはさまざまなストレスに囲まれて生きていますが、こ
うしたストレスを和らげる手段として注目されているのが「アロマテラピー」です。大自然の植物の豊
かな香りが、心と身体のバランスを取り戻す、大きな助けとなってくれます。
大人はもちろん、お子様と一緒の開催も可能です。アロマの香りに触れながら、
一緒にアロマテラピーグッズを作ってみませんか？心地よい天然精油の香りが、
自然と心を解きほぐし、みんなニコニコ笑顔をとりもどさせてくれます。

2014年夏 （公社）日本アロマ環境協会主催
親子で楽しむアロマ教室（会津稽古堂にて）
会津若松市内保育園様にて
会津市内の保育園様にて2014年夏 親子で楽しむアロマ教室

香りを数種類ブレンドしてオリジナルのバスボムや、
アロマスプレーを作りました。

2015年会津若松市北公民館様にて

天然石とヒーリング雑貨の専門店

My Earth

認知症予防のためのアロマ教室

会津若松市栄町2-25 アビスビル2F
営業時間 10時～18時 定休：水曜日

TEL/FAX 0242-27-1672

QRコードでアロマ講座動画を見れます。

イベントでは特に女性に人気の出張講座

パワーストーンは心が疲れた時や、落ち込んでしまったときのお守りとして、私たちの心 を
癒してくれる身近なアイテムです。ちょっと不安だったり、心配な時に心の支えとなって、 気
持ちを切り替える手助けをしてくれます。そんなパワーストーンのブレスレットやサンキャッ
チャーを、50種類以上の石から自分で選んで、オリジナル のアクセサリーを作ってみません
か？専門のスタッフが石の意味や組み合わせなどデザイン のポイントをお教えします。開催日
時や人数、場所はその都度ご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

会津市内のカフェイベントにて
会津若松市内中学校 PTA教養講座にて
2014年秋に２０名のご参加で開催しました。

みなさんじっくりと石を
選んでいます。
アクセサリー完成後は、
パワーストーンの浄化
方法や、ゴムが切れた
時の対処法などを専門
のカウンセラーが紹介
します。

天然石とヒーリング雑貨の専門店

My Earth
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会津若松市栄町2-25 アビスビル2F
営業時間 10時～18時 定休：水曜日

TEL/FAX 0242-27-1672

QRコードでパワーストーン講座動画を見れます。

公民館、幼稚園、PTA行事など講座開催に、

表示価格は税込です

講座種類

実施内容

セミナー＆講座形式

講座形式での開催には、各講座ごとに講師料7,000円が必要になります。

パワーストーン教室

パワーストーンのブレスレットを、50種類以上の石から自分で選んで、オ

ブレスレット作製講座

リジナル のプレスレットをお作りいただけます。専門のスタッフが石の意
味や組み合わせなどデザインのポイント、日常での浄化法などをレク

価格
所要時間

料金詳細
講師料11,000円

60～90分

材料費 2,300円/人
Mサイズ1本作製

チャーします。

Lサイズは+300円

パワーストーン教室
サンキャッチャー作製講座

50種類以上のパワーストーンを自分で選んで、窓辺に飾って運気を上げて
くれるサンキャッチャーを作ります。専門のスタッフが石の意味などをレ
クチャーします。

講師料11,000円
60～90分

材料費 2,300円/人
1本作製

パワーストーン教室
NEW ワックスコード
ブレスレット作製講座

50種類以上のパワーストーンから自分で９つの石を選んで、オリジナル

講師料11,000円

のプレスレットを編んでいきます。専門のスタッフが石の意味や、編み込

90～120

み方など詳しく説明。初心者でも安心して作れます。サイズもSMLと編み

分

込む長さで自由に調節。

材料費 2,300円/人
1本作製
※サイズS、M、L

［会津地域外 交通費目安］高速代＋ガソリン代（100km：1,500円) ※会津地域であれば山間部を除いて、交通費などは掛かりません。
例：福島市内

7,620円（高速代 2,310円＋100km［1500円］）×２（往復）

ブレスレット作製講座 ↓ →

サンキャッチャー作製講座 →

ワックスコード ブレスレット作製講座 ↓

公民館、幼稚園、PTA行事など講座開催に、

表示価格は税込です

講座種類

実施内容

価格

セミナー＆講座形式

費用は講師料11,000円＋人数分の材料費となります（同日2講座目の講師料は＋3,300円）
所要時間

アロマセラピー教室

認知症予防のアロマテラピーレクチャー。テレビで放送された「昼用」

認知症予防のためのアロマ教室
アロマスプレー作製

「夜用」ブレンドのアロマオイルを使用して、アロマスプレーを作製しま
す。アロマテラピーがどのように認知症予防に役立つのか、詳しく学ぶこ

料金詳細
講師料11,000円

60～90分

材料費 1,320円/人
スプレー２本作製

とが出来ます。

(昼、夜

アロマセラピー教室

認知症予防のアロマテラピーレクチャー。テレビで放送された「昼用」「夜用」ブ
レンドのアロマオイルを使用して、昼用のアロマペンダントを作り、使い方を学び

認知症予防のためのアロマ教室 ます。（継続使用の為の昼用オイル付き）。さらに+1,500で夜用の香り玉も作っ
NEW 昼夜実践対策講座

講師料11,000円
60～90分

て、お家で本格的に認知症対策を継続できるコースです。（夜用オイル付き）お家

アロマ発泡バスソルト作製

(夜用も作成+1500円）

数種類のアロマオイルを使用して、オリジナルの香りのバスソルトを作り
ます。お風呂の中でシュワシュワと泡の出るバスソルトで、女性やお子様
に特に人気です。ご自宅で楽しいバスタイムをお過ごしください。

材料費 3,850円/人
昼用ペンダント作製

で継続対策する為の本格的な認知症予防のための教室です。

アロマセラピー教室

各１本）

講師料11,000円
60～90分

材料費 660円/人
入浴剤１個作製
親子教室可能

アロマセラピー教室
アロマ手こね石鹸作製

やわらかな石鹸素地にお好きなアロマオイルをブレンドして香り付けをし
ます。粘土遊びのような感覚で楽しんでお作りいただけます。

講師料11,000円
60～90分

材料費 660円/人
石鹸１個作製
親子教室可能

アロマセラピー教室
アロマスプレー作製

数種類のアロマオイルを使用して、オリジナルブレンドのアロマスプレー
を作成します。アロマスプレー利用上の注意点や、使用する精油の特性な
どを解説します。

講師料11,000円
60～90分

材料費 660円/人
スプレー１本作製
親子教室可能

アロマ蜜ろうクリームを作ります。ミツバチが作りだす天然のワックス”み

アロマ教室
アロマハンドクリーム作製

つろう”に、アロマの香りをプラスした栄養たっぷりのハンドクリームで
す。練り香水としてもお楽しみいただけます。（＋440円でセルフマッ

講師料11,000円
60～90分

材料費 1,210円/人
クリーム１個作製

サージのレクチャー付きに変更でます。）

親子教室可能

マッサージ用の天然植物油（キャリアオイル）に、アロマオイルでオリジ

アロマ教室
マッサージオイル
＆ハンドトリートメント

ナルの香り付けをしてお作りします。30mlの遮光瓶に１本作り、2人１組
となってハンドマッサージを行います。マッサージを受ける体験と、施術
する体験、どちらも出来るお勧めコースです。（オイル作製のみはお一人
1,100円です。）

講師料11,000円
60～90分

材料費 1,540円/人
30ml遮光瓶1本作製
親子教室可能

［会津地域外 交通費目安］高速代＋ガソリン代（100km：1,500円) ※会津地域であれば山間部を除いて、交通費などは掛かりません。
例：福島市内

7,620円（高速代 2,310円＋100km［1500円］）×２（往復）

マイアース

講師紹介

◆アロマテラピー講座

講師

井上 恵美
2005年12月アロマテラピーインストラクター資
格取得し、アロマテラピー教室を開講。2008年
「福島県高等学校家庭クラブ連盟主催

第47回指

導者養成講座」にて「心と身体のリラクゼーショ
ン講座」を開催。その他、勤労青年ホームにて定
期的にアロマテラピー講座を開催しながら、会津
若松市内の保育園などでミニアロマ教室を開催し
ている。
現在では会津若松市のマイアースにて、アロマ
スクールを開設。アロマテラピーインストラク
ター養成講座、アロマセラピスト養成講座の専任
講師を務める傍ら、アロマセラピストとしてもサ
ロンにて活躍中です。

（公社）日本アロマ環境協会
認定アロマセラピスト
認定アロマテラピーインストラクター
※アロマテラピースクールは「会津

アロマ教室」で検索してください。

◆パワーストーン講座＆メンタルヘルス講座
2001年2月

講師

井上 直哉

郡山市にてセラピールーム開設。

カウンセリングや催眠療法など心理療法の専門家
として3000人以上のセラピー実績を持つ。
2010年に株式会社ヒーリングアースを設立。
2014年8月にAmazon.comにて『自分の心を自由
自在に操る方法』を出版。
ビジネス・経済部門、リーダーシップ部門、投
資・会社経営部門など３部門で１位を獲得し、総
合ランキング１位となる。
現在では会社経営の傍ら、心の専門家として、
天然石のパワーストーンアドバイスや、心理セラ
ピー、メンタルヘルスセミナーなどを開催してい
る。自らが執筆するブログは、１３万PVを達成。

厚生労働省

認定産業カウンセラー

全米催眠療法協会

催眠療法士課程修了

米国クリアサイト

認定クレアボヤント

※クレアボヤント＝オーラ透視能力者
※定期的にブログを更新中「オーラアドバイザー

井上」で検索してください。

マイアース

出張開催のご案内

■開催費用について
メニュー表の料金詳細と、出張費用（会津地域なし）をご負担ください。
※幼稚園、学校など教育機関での開催予算については別途ご相談ください。

■開催人数について
出張開催は１０名以上のご参加を目安にお願いいたしております。
５名程度であれば、マイアース店舗にお越しいただきお受けいただくことも可能です。
また、小さなお子様と一緒に参加される際には別途ご相談ください。
参加人数が多い場合は２部に分けて開催となる場合がございます。

■出張範囲について
会津地区であれば交通費なしで出張させていただきます。
会津若松市内より片道１時間以上を要する地域は別途ご相談ください。
県内であれば出張開催のご相談を承りますが、別途交通費（高速代など）をご負担ください。
交通費参考：福島市内

7,620円（高速代 2,310円＋100km［1500円］）×２（往復）

■お申込み方法
こちらのお申込み用紙にご記入の上FAXいただくか、お電話にて下記までご連絡ください。
日程や内容など、その都度調整させていただきます。

天然石とヒーリング雑貨の専門店
〒965-0871

興徳寺

My Earth

←アビスビル

会津若松市栄町2-25アビスビル2F

株式会社ヒーリングアース

←ワコール様

担当：井上
←至R49

TEL＆FAX：0242-27-1672

神明通り 至芦牧→

リオンドール様

＜FAX申込用紙＞
こちらのFAXを確認後、担当者より改めてご連絡いたします。

施設名
ご住所
ご連絡先

〒

TEL

ご担当者様

FAX
様

メール

希望講座

アロマテラピー（

ブース出店

講座開催

）

〇で囲んで下さい

パワーストーン（

ブース出店

講座開催

）
詳細はお電話にて。

