
細金勝治先生からのメッセージ
・私達はだれも、自分で人生のテーマやプ

ログラムを決め、生まれて来た人はいま

せん、自然の法則の中から産みだされて

います。

・自然のしくみは、調和と成長、進化の法

則で営まれています

・自然のしくみを学ぶと言うことは、私達

が何のために生まれ何の為に生きるのか

の根本を学ぶ事にもつながります。

・自然のしくみを学ぶ事は、人間関係だけ

でなく、動物、植物、鉱物微生物、自然

界すべてを学び、交流することにもつな

がります。

・真の自然界には病気はないとも言われ、

調和がとれると、元に戻ると言われます

が、現在の自然界は殆んどが不調和に偏

っているようです。

・自然のしくみは「諸行無常」であり、何

一つ同じものは無く常に変化し続けてい

ます。

・自然界にはマニュアルはなく、再現性、

普遍性、客観性の現在の自然科学の法則

と合わないところもあるようです。

・自然界で、一番影響力のある私達人間が、

自然のしくみを学び調和のとれた真の地

球を、とり戻すお役目があるように思い

ます。

直観力をマスターする、

宇宙との調和度を上げる
3つの条件

① あらゆる、こだわり(執着)、とらわれを取り

除く

② 実践、行動にうつす、毎日続ける

③ 本当の自分が望んでいることを、やる。
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主催・申込み・問い合せ 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 URL http://inochinomori.or.jp

会場・宿泊 信州飯綱高原 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

【参加者のご感想より】 今回こちらに滞在する一昨日まで人が嫌い

で仕方なく、人とつながることも嫌で仕方ありませんでした。こちらに来

て、スタッフの方とまず顔を合わせ、細金先生と偶然お手洗いで顔を合わ

せて心が少し開きました。今思うと、人からいろいろなことを言われるの

で、私としては攻撃されていると捉えており、人と会うと責められると思っ

ていました。こちらで出会う人達は優しい方ばかりです安心して過ごすこと

が出来ました。今回の滞在では新しい体験もでき、今までとは違いました。

職場では最近馴染めない自分がいることを感じていました。何年か前は

生き生きと働けていたのに、なぜかそのようなエネルギーが今は全く出て

こなくてなぜなのだろう？と疑問に思っていました。今回のセミナーを受け

て、おそらく次のステージに進む時期に来ているということが分かりま

した。“ステージが変わると出会う人も変わる”という先生の言葉がしっく

りきました。夫から言われること、義理の母から言われること、会社から言

われること、その中で自分がやりたいこともあって、本当はどうするのがい

いのか見つからなくて自分が劣化していました。でも真我にしたがって行

動していれば守られるというお話を聞いたので、周りの話も聞きつつ、全て

に応えるのではなく、自分がしっくりくる方法を選んでいきたいと思いま

す。それでも不自然な環境の中にいると自分を見失いやすいので、時々は

セミナーを受けて感覚を維持できるようにしたいです。今回の滞在で本来

の自分を取り戻せた気がします。（Sさん）



参加要項 （定員各回 2 ５名）

● 会　 場　 信州飯綱高原　 心と体といのちのセンター「水輪」
● と き 2018年  第1回　  ４月14日(土)～1５日(日)
● 参加費  ①16,500円（税込、講師費・会場費・宿泊・夕朝食込、昼食希望者1,500円別途）

②前泊・延泊をご希望の方は事前にご予約下さい。（ 1泊：13,500円～ )

③乗り合い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 　 *要事前予約
*乗合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。　   　  *後日詳細資料をお送りします。

④個室希望承ります。（個室希望別途料金（3,500円～6,500円） 個室料は当日精算になります。
ご希望にそえない場合もあります）

● お申込 下記の「申し込み書」でFAX・郵送・E-ma i l 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下さい。定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

● 振込先　 参加費振込確認後、順次正式受け付けとなります。

◎みずほ銀行　 長野支店（普） １ ９ ９ １ ７ ９ ４ （名義）公益財団法人 いのちの森文化財団

◎ゆうちょ銀行 振替口座　 ００５２０－３－４２１８１ （加入者）公益財団法人 いのちの森文化財団

＊尚キャンセルの場合、参加費の返金はいたしませんのでご了承下さい。 (代理参加は可能です。）

＊洗面用品・タオル・パジャマは各自でご用意下さい。　  　 ＊会場は全館禁煙です。 

＊部屋は男女別の相部屋となります。　 　 ＊環境を守るため 、箸やシーツなどご自分のものをお使いになる方はどうぞご持参下さい。

＊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）で検索して下さい。　 　 ◎詳細はお問い合わせ下さい。

「直観力養成講座」スケジュール（変更になることもあります。）

初日
12：00～乗合ﾀｸｼｰ発、受付開始

13：00～ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

13：30～講義・Ｑ＆Ａ

16：30～入浴・温泉（希望者）

18：00～夕食

19：30～講義 車座交流会
21：00～座禅・呼吸法

２日目
7：00～自然農園散策

7：30～朝食

9：00～講義・Ｑ＆Ａ　

12：00～感想文記入

12：30～昼食（希望者のみ）

13：30～乗合ﾀｸｼｰ発

●細金勝治 先生 プロフィール
感覚感知学研究家、（株）とやの健康ヴィレッジ

1945年新潟県生まれ。十日町市で工務店経営の傍

ら、放射探知技術「ラジエスセシア(ダウジング)」

と出会う。以後研究や研鑚を重ね、今では、振り

子で人間の健康状態を現在及び未来について的確

に指摘することができる。また、さまざまな相性

を見極める技術も持ち、日常生活やビジネスに活

用している。健康住宅の施工や土地・建物のエネ

ルギー活性化工事を得意とし、快適空間アドバイ

ザーとして全国を駆け巡り活躍中。 

●参加者ご感想より
調和をとる、本物の調和の取れているものは他にも良い影響を与える

ということは今まで考えていませんでした。野菜にしても、無農薬、無

肥料のものが人間にとっては良いもの程度の認識でしたが、超自然

のもの、調和のとれたものは、周りに良い影響を与えることを再認識

しました。また、自分が調和のとれた人間になることが、まず大事だと

思いました。

水輪で食べた食事、泊まった部屋、体力がリセットされた気が

します。年に何度かはリセットする必要があると思いました。昨

晩拝見したソーラン節も本当に一生懸命やっているのが伝わ

ってきました。ありがとうございました。（Mさん）

ダマヌール 石の螺旋

●いのちの森水輪との関わり
いのちの森水輪と細金先生との関わりは古く、10年以上前

からお付き合いさせていただいています。

本当にたくさんのご寄付を頂いたり、2年前竣工した森のいずみ

全館の床下には、細金先生自ら特殊な炭を塗ってくださいまし

た。また、いのちの森水輪の電磁波対策の相談にものっていた

だき、お泊りになったお客様がより快適に、良い状態になれるよ

うな環境づくりにご協力いただいており、物心両面からいのち

の森水輪を支えてくださっています。

作物の養生 あんどん無農薬人参ジュース

しゅり庵のリビング 白樺林の中のランチ ゆっくりとくつろげる

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。

直観力養成講座 申込み書 申込日　　月　　日 TE L 026-239-0010
＊該当項目に○をご記入ください FAX 026-239-0011

   氏名　　　　　　　　　        　　男　 女　　年齢　　 　ご職業　　　　　    　　携帯電話　　　　　　　　　　　　　　

   住所

〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　FAX　　　　　　　　

   ②前泊延泊（　前泊(　　　泊)

1泊 13,500円

 ・ 延泊(　　　泊)

1泊 13,500円

　)    ③乗合タクシー（　行

1,200円

  ・  帰

1,200円

　)    ④個室予約（　希望 ・ 不要　）

当日精算　3,500円～6,500円

        

　天然温泉バス予約（ する ・ しない ）　（食物アレルギー　食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

   昼食1,500円希望（ する ・ しない ）　　振込先（　〒 ・ 銀行　)　　振込日　　 月　　 日 (  振込済み ・ 振込予定  ）　　　　　　　　　　　　　  

  振込総合計

＊該当項目に○をご記入ください

  ①( 参加費

16,500円

 ） + ②前泊延泊(計　   　  泊)

1泊 13,500円

 + ③乗合タクシー(　行

1,200円

  ・  帰

1,200円

　) ＝                  　  　　       円 　           

◎お申し込みのきっかけ　  　      ちらし　    　紹介：紹介者（　　　　　　　　　　　）　         インターネット　             　本（　　　　　　　　　　　　　）

お野菜たっぷりサラダ 緑いっぱいのホール 絶品！！フォカッチャ


