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イベント内容 日程 時間 費用 場所 詳細 お申込 

《 2023年 ヒーリングクラ

ス 【対面】 》

（必修） オルタナティブメ

ディスン・ 

ヒーリングクラス   マスタ

リー①

2023年6月17･18

日(土･日)  

 受付中

10:00～16:30  50,000円（税込） 神奈川県川崎市 詳細 お申込

オルタナティブメディス

ン・ 

ヒーリングクラス  マスタ

リー②～⑥

2023年7月～11月

の(土･日)  

 受付中

10:00～16:30 必

修 

17:30～19:30 準

必修 

各50,000円（税

込） 

各回、分割払い

可

神奈川県川崎市 詳細 お申込

《 2023年スケジュール 》

【2023年3月】

基礎スキル実践講座（第

77回）online

2023年3月18日 

（土）   受付中

19:30～20:30 2,000円（税込） オンライン 詳細 お申込

【2023年4月】

初めての方のワーク

ショップ

2023年4月8日 

（土）   受付中

10:00～11:00 無料 神奈川県川崎市 詳細 お申込

スクール説明会+ヒーリン

グ体験

2023年4月8日 

（土）   受付中

11:00～11:40 無料 神奈川県川崎市 詳細 お申込

初めての方のワーク

ショップ online

2023年4月8日 

（土）   受付中

19:30～20:30 無料 オンライン 詳細 お申込

https://school.innervoice1.com/
https://school.innervoice1.com/
https://school.innervoice1.com/wp-content/uploads/2023/02/school_sche_20230307.pdf
https://school.innervoice1.com/event/20230617/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/202307/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_skill_practice77_online/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/biginner_workshop_20230408/
https://school.innervoice1.com/next_contact/
https://school.innervoice1.com/event/briefing_exp_20230408/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/biginner_workshop_online20230408/
https://school.innervoice1.com/next_contact/


ヒーリングスクール説明

会  

online

2023年4月8日 

（土）   受付中

20:30～21:00 無料 オンライン 詳細 お申込

基礎スキルクラス（第24

回）

2023年4月9日

（日）   受付中

10:00～12:45 30,000円（税込） 神奈川県川崎市 詳細 お申込

基礎スキル実践講座（第

78回）

2023年4月9日

（日）   受付中

13:50～14:50 2,000円（税込） 神奈川県川崎市 詳細 お申込

無料体験ヒーリング 2023年4月9日

（日）   受付中

15:00～16:30 無料 神奈川県川崎市 詳細 お申込

基礎スキルクラス（第24

回） online

2023年4月22日 

（土）   受付中

10:00～12:45 30,000円（税込） オンライン 詳細 お申込

基礎スキル実践講座（第

78回）online

2023年4月22日 

（土）   受付中

14:00～15:00 2,000円（税込） オンライン 詳細 お申込

ヒーリング漢方講座（第

17回） online

2023年4月29日 

（祝･土）   受付中

19:30～21:00 2,000円（税込） オンライン 詳細 お申込

【2023年5月】

初めての方のワーク

ショップ

2023年5月13日 

（土）   受付中

10:00～11:00 無料 神奈川県川崎市 詳細 お申込

スクール説明会+ヒーリン

グ体験

2023年5月13日 

（土）   受付中

11:00～11:40 無料 神奈川県川崎市 詳細 お申込

基礎スキル実践講座（第

79回）online

2023年5月13日 

（土）   受付中

19:30～20:30 2,000円（税込） オンライン 詳細 お申込

基礎スキルクラス（第25

回）

2023年5月14日

（日）   受付中

10:00～12:45 30,000円（税込） 神奈川県川崎市 詳細 お申込

基礎スキル実践講座（第

79回）

2023年5月14日

（日）   受付中

13:50～14:50 2,000円（税込） 神奈川県川崎市 詳細 お申込

無料体験ヒーリング 2023年5月14日

（日）   受付中

15:00～16:30 無料 神奈川県川崎市 詳細 お申込

初めての方のワーク

ショップ online

2023年5月20日 

（土）   受付中

10:00～11:00 無料 オンライン 詳細 お申込

ヒーリングスクール説明

会 online

2023年5月20日 

（土）   受付中

11:00～11:30 無料 オンライン 詳細 お申込

スピリチュアル・ワーク

ショップ（第7

回） online

2022年5月20日 

（土）   受付中

19:30～20:30 2,000円（税込） オンライン 詳細 お申込

（開催ｽｹｼﾞｭｰﾙ表のPDF表示 → ｽﾏﾎ用）         初めての方おすすめ

 

■体験談は こちら でご覧いただけます。

 

■受講早見表は こちら でご覧いただけます。

https://school.innervoice1.com/event/school_briefing_20230408_online/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_class24/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_skill_practice78/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/free_healing20230409/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_class24_online/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_skill_practice78_online/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/healing_kampo_seminar_17_online/
https://school.innervoice1.com/next_contact/
https://school.innervoice1.com/event/biginner_workshop_20230513/
https://school.innervoice1.com/next_contact/
https://school.innervoice1.com/event/briefing_exp_20230513/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_skill_practice79_online/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_class25/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/basic_skill_practice79/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/free_healing20230514/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/biginner_workshop_online20230520/
https://school.innervoice1.com/next_contact/
https://school.innervoice1.com/event/school_briefing_20230520_online/
http://innervoice1.com/contact
https://school.innervoice1.com/event/spiritual_workshop_7/
https://school.innervoice1.com/next_contact/
https://school.innervoice1.com/wp-content/uploads/2023/02/school_sche_20230307.pdf
https://school.innervoice1.com/voice/
https://school.innervoice1.com/simplified_chart/
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