
Wote	Level.1	認定コース	
	

     
 

3/2/2018(金) – 3/4/2018(日) Sedona Dolphins 
3 Day Level 1 Certification Seminar in Medicinal Aromatherapy 

in Japanese (Sedona AZ)	
 

メディシナル・アロマセラピー３日間	 レベル１	 認定セミナー（日本語）	 セドナ	 アリゾナ	

 

 
WOTE公認ティチャー・アイルグラハム (日本人女性)による日本語のレベル1 の
クラスです。 
 
私たち生きとしいけるものは、原始の頃から、メディスンとして植物からのめぐみ
をいただいてきました。3日間のクラスでは、100種類以上の 純粋なるエッセンス
がどのように、身体、心、精神に働きかけてくるのかを実際に体感し学んでいきま
す。 
植物王国からの愛と波動にたっぷりと浸っていただく3日間です。詳細については、
http://wisdomoftheearth.com/about-2/level-2/level-fujisawa-kanagawa-
japan-yuki-ito_feb2018/（他の先生のサイトですが内容は同じです） 
 
  

★開催日 2018年3月2日(金)~4日(日)  
     2日(金)午後1時から午後7時 
     3日(土)午前10時から午後7時 
     4日(日)午前10時から午後7時 
 
★費用 700ドル  
★講師 アイルグラハム  
★場所 セドナドルフィンス @セドナ・アリゾナ  
 
★お申し込み・お問い合わせ celestiallightsedona@gmail.com  
1-928-254-9492 (USA) 
050-5539-7783 (SkypeCall from Japan / 日本からは(0)からそのままお
かけください)  
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Description 
 
エッセンシャルエッセンス「Wisdom of the Earth」は、人々の魂の成長、アセ
ンションに意識を向けているエッセンスです。リラクゼーションとしての香りを楽
しむことから さらに数歩進み、体と心と精神へ直接アプローチしていきます。オ
ーガニックで、ボトルか出来上がるまでがすべて手作業であり、その過程において、 
祈りやチャンティンクがなされ、一つ一つのボトルの中に、ポジティブなエナジー
と高い波動がキュと収められています。  
メディシナル・アロマセラヒーは、身体と心と精神においての自然治癒に興味を持
たれている方のためのものです。人間や動物に対して、常におしみなくそのヒーリ
ングパワーを送り続けている木や花の恵みを、一つ一つのエッセンシャルエッセン
スと深く関 わり、治癒という観点から理解を深めていきます。  
 
レクチャーの他に、セドナのボルテックスにて、木と花と会話をしたり、香りに包
まれなから、ハープやクリスタルホールの響きの中でヒーリングや瞑想を行います。  
メディシナルアロマセラピストになるための3日間ですが、それは、身体と心と精
神のリトリート体験にもなることでしょう。  
皆様のご参加を、心よりお待ちしております。  
以下の基本的な内容に加えて、その時の参加者のエナジーに応じて、プログラムを
追加していきます。  
 
・メディシナルアロマセラピーの説明  
・身体、心、精神においての、それぞれのエッセンスの使い方  
・エッセンスによるチャクラの活性化とオーラの浄化  
・エッセンスとヒーリングハープを使いなからの瞑想  
・世間で信しられているアロマセラピーについての迷信  
・植物から学ぶ愛と真実と宇宙の法則 
・木と花から愛と真実と叡智を受け取るチャネリングレッスン 
 
*クラスが終了した翌日5日の午前中に、ご希望の方をWOTEの本部へご案内します。 
クラス開催中にオーダーしたエッセンス(定価の20ハーセント割引)を、この時に受
け取ることができます。それ以外は、WOTEから直接発送となります。  
 
★講師 アイルグラハム  セドナ在住日本人。メディシナルアロマセラピスト&テ
ィーチャー。WOTEのレベル1 認定講座クラスをセドナと日本で開催。 アセンテ
ィッドマスターチャネラー&ヒーラー。ヒーリングハープ奏者。日本のスピリチュ
アル雑誌などへの記事の投稿や、本を執筆。20年近くに及びセドナに住み、ネイ 
ティブアメリカンチャーチ公認司祭者として、ネイティブアメリカンシャーマンた
ちと世界各国を巡礼したり、結婚式などの儀式をしている。 
アイルにとって、WOTEのエッ センシャルエッセンスは、スピリチュアルワーク
をする上での必需品となっている。  
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お支払いについて 
 
★受講料 700トドル/早割 675ドル(一ヶ月前までにお振込)  
この中には、以下が含まれています。 

・ クラス受講費 
・ WOTE名簿登録料  
・ メディシナルアロマセラピストレベル1認定申請費用  
・ WOTEリファレンスガイドブック（日本語） 
・ テキストブック（日本語） 
・ WOTE Speaks The Truth About Medicinal Aromatherapy 本（英語） 

 
★お支払い方法 
 現金、小切手、振込(振込手数料はこ負担くたさい) 
 
★クラス開始から終了後の翌日までにエッセンスのご注文をいただいた場合は、
20パーセント割引て購入していたたけます。		
	

★キャンセルポリシー	 Cancellation	Policy:		

•     If the WOTE Level 1 Class is canceled by the Teacher, your full 
deposit/payment will be refunded or transferred to a future class date, whichever 
you prefer. 
•     If you cancel 30 days or more before the start of the class, your deposit will 
be forfeited, & any additional amount you paid will be refunded, OR you may 
transfer the full amount paid to a future class date ONE TIME ONLY. Please 
Note: ONLY ONE TRANSFER to a future class dater permitted, after that, the 
refund part of the policy applies. 
• If you cancel less than 30 days before the class date (late cancellation), you 
forfeit your entire Tuition.  WOTE has spent time & energy preparing for you 
plus it is usually quite difficult for others on waiting list to prepare that short of 
time. 
• ***If a late cancellation is due to an unavoidable emergency, the full amount 
can be transferred to a future class date ONE TIME ONLY. 
 
日本語訳	
・ 講師の都合によるキャンセルは１００％払い戻しをいたします。もしくは、先のクラ
スへの振り替え。	

・ ３０日以前のキャンセル	 １００％払い戻し（手数料はご負担ください）もしくは、
先のクラスへの振り替えが１回のみ変更可能となります。それ以降の変更はキャンセ

ルポリシーに則ります。	

・ ３０日を切った場合のキャンセル（レイト・キャンセル）は、お申し込み参加費全て
無効となりますのでご注意ください。WOTEは準備に時間と多大なるエナジーをかけて

います。そして短期間では次の人を探すことが困難となりますので、ご理解ください。	

・ ただし、緊急事態の場合は、１回のみ、先のクラスへ振り替えを可能とします。	


