一般社団法人アイアイ・アソシエイツ 講座一覧表 【1/13更新】
■ 楽しく語らい集う日！「アイアイの日」（毎月11日開催）
参加費：500円（お茶代込み）その他 各ブースごとに500円／回

2月11日（月）14：00～16：00

リーダー達とお茶を飲みながら話しませんか？

■「サルトル塾」
vol.5
vol.6
vol.7

講師：堤 久美子

1月23日（水）19:00～21:00
2月23日（土）13:30～15:30
2月27日（水）19:00～21:00
3月17日（日）13:30～15:30
3月27日（水）19:00～21:00

お支払い期限 お申込みから3営業日
お支払い期限 2/1（金） 15時
お支払い期限 2/6（水） 15時
お支払い期限 2/22（金） 15時
お支払い期限 3/6（水）15時

参加費：薫陶受ける（20名まで）会員 3,780円 / 非会員 4,500円
見学（質問できない）会員 1,620円 / 非会員 2,500円
子ども（見学のみ）会員/非会員共 1,620円（税込、会場費込)
あなたの人生を根本からかえる7つの授業にそって、ストーリー 一回目から始めます。どの回からきてもOKです。
サルトルは人類最強の哲学です、ぜひお越しください。

new! ■「21世紀を生きる9つの項目講座」

1月23日（水）10:00～12:30

講師：笠原恵津子

参加費：初参加 会員8,940円／非会員17,580円
8つの項目参加者：会員6,240円／非会員12,180円
9項目再参加：3,270円
新しい区別から８番目と９番目のあなたの天才性を創作しにお越しください。
お支払い期限：お申込みから3営業日以内
思いや夢を９つの項目で言葉にし、あなたらしく更にパワフルに生きてみませんか。

new! ■「夢を現実化するアイアイ手帳の使い方講座」

講師：稲田佳世
①１月24日（木）16:00～18:00 ②１月29日（火）19:00～21:00 ③2月 8日（金）13:00～15:00

参加費：2,160円
※手帳をお持ちでない方は 4,320円 （会場費別途300円） お支払い期限：お申込みから3営業日以内
アソシエイツの手帳は、無意識を味方につけて夢を現実化する魔法の手帳！達成から生きる効果的な手帳の活用法を、
稲田が楽しく伝授させていただきます。

■「アイアイ・コーチングリーダー養成講座」

2月2日（土）14:00～16:00 スタート！ 全2回 講師：石塚宜一・石井紀子

参加費：21,600円
再参加：事務局までお問い合わせ下さい （税込・会場費は都度お支払い下さい）
参加資格：ii first-kozaリーダーの方

■「ii-koza リーダーのためのフォローアップ勉強会 」

お支払い期日：お申込みから3営業日以内
講師：堤 久美子

＃9
2月 4日（月） 19:00～21:00 お支払い期日：1/14（月）15時
＃10 3月21日（木） 17:30～19:30 お支払い期日：2/28（木）15時
参加費：5,400 円 （税込、会場費込）
参加資格：アイアイ講座リーダー リーダー養成講座に参加した方
持ち物：マニュアル
アイアイ講座のリーダーたちのためのフォローアップとしての「マニュアル勉強会」です。毎回じっくり丁寧にマニュアルを単元ごとに扱います。

new! ■「CFS (コーチング for セルフ) リーダー養成講座」
2月18日（月）14:00～16:30
講師： 稲田佳世・佐藤美香
参加費：81,000円(税込み)
お支払い期限： 1/28（月） 15時
認定リーダーが、この度リーダーリーダーになりました。新しく、CFSのリーダー養成講座に力を入れて行きますので、奮ってご参加ください。
アイアイ講座とCFSはセットでご参加頂くこと推薦します。皆さんの参加者さんにぜひご提供ください。

new! ■「CFS (コーチング for セルフ)」 2月24日（日）10:30～13:30

講師： 後藤正美
参加費：会員 21,600円
非会員 25,920円
お支払い期限 ：2/1（金） 15時
魂の使命と肉体の使命を知る講座。 さらに、「抽象とは何か」をつかみ、自分自身をコーチングできるようになるプロラムです。

new! ■「アイアイ講座の背景を語るシリーズ

EQ編」 2月28日（木）19:00～21:00
講師：堤 久美子・認定リーダー
参加費：会員 4,080円 非会員 5,160円 （税込、会場費込） お支払い期日：2/7（木）15時
アイアイ講座ができた背景を深く知り探求するための講座です。アイアイ講座に参加した方はアイアイをより深めることができ、
アイアイ講座に参加されていない方にはアイアイとは何かを知ることができる講座です。

new! ■「人も自分も豊かになる！アイアイカード活用講座」

3月3日（日）13:00～15:30
講師：平野和美
参加費：会員 3,540円 非会員 4,620円
（税込、会場費込） お支払い期日：2/8（金）15時
アイアイ・カードの発案者の主要な1人。アイアイの言葉が人を力づけるとし、身近に置けるカード形式を提案。豊かになる使い方が分かります。

セミナールーム：東京都品川区西五反田2-26-5 イトウビル パートⅢ ４階
JR・都営地下鉄 五反田駅より徒歩5分
【お問い合わせ】一般社団法人アイアイ・アソシエイツ
E-mail : info@ii-associates.com
HP : http://ii-associates.com
お振り込み先銀行名：
※五反田駅前支店とお間違えのないようお願いします。
三菱UFJ銀行 五反田支店 ※振り込み手数料はご負担ください。
口座番号（普）０４３４６５３
口座名義：一般社団法人アイアイ・アソシエイツ
キリトリ

【キャンセルポリシー】
お申し込みになられました講座をお客様のご都合でキャンセルされる場合には、
キャンセル料金が発生いたしますことを予めご了承ください。
参加２週間前のキャンセル 参加料の10％
参加１週間前のキャンセル 参加料の50％
参加３日前のキャンセル
参加料の全額
NO.201903
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一般社団法人アイアイ・アソシエイツ 講座一覧表 【1/13更新】
■「アイアイ講座」
参加費：会員 129,600円

全2０回
非会員 155,520円

■「アイアイファースト講座」
参加費：会員 64,800円

非会員 77,760円

■「アイアイリーダー養成講座」

（税込・会場費は都度お支払い下さい）

（税込・会場費は都度お支払い下さい）

講師：笠原恵津子

月１回ペース／全１０回

参加費：324,000円
（税込・会場費は都度お支払い下さい）
参加資格：ii-koza#6まで参加した方

■「アイアイファーストリーダー養成講座」

講師：笠原恵津子・稲田佳世

月１回ペース／全１０回

参加費：162,000円
（税込・会場費は都度お支払い下さい）
参加資格：ii-kozaもしくはii first-koza#6まで参加した方

■「次元上昇講座」

講師：笠原恵津子

全１０回

月１回ペース／全１０回

講師：後藤正美・照山純代
講師： 後藤正美・笠原恵津子

参加費：会員 108,000円
非会員 129,600円 (税込・会場費は都度お支払い下さい)
参加資格：ii-kozaを終了した方
今いる次元を知り、上昇を可能にする「次元上昇」について学びます。

■「アイアイS講座」

月2回ペース／全2０回

参加費：会員162,000円
非会員 194,400円
参加資格 : ii-kozaを終了した方

講師： 笠原恵津子・稲田佳世

（税込・会場費は都度お支払い下さい）

■「ギャラリー＆リーダーズセッション」

講師：堤久美子
参加費：リーダー 3,540円 / ギャラリー 1,380円
お支払い期日：お申込みから3営業日以内
アイアイ講座のリーダーたちからの質問に、堤久美子理事長が答えます。本気と奇跡のセッションです。場にいるだけで違いがあるでしょう。

■「未来の扉 1Day」

講師：後藤正美
参加費：11,100円
参加条件：アイアイリーダーかアイアイファーストリーダー、もしくは今後リーダーになろうとしている人
コミュニケーションとエンロールメントができれば人生は益々広がります！
スーパーエンローラーである認定リーダー、後藤正美氏から電話によるアポイントの取り方
エンロールメントを学べる豪華な機会です！POINTを掴み、即実践！そこからともに現実を作りましょう！ぜひ、ご参加ください！

■「あなただけの宝物

～自分に贈るワンワード～」
講師：石塚宣一
参加費：大人 会員 3,540円／非会員 4,620円
子ども 会員 1,920円／非会員 2,460円
自分の長所、短所。プロジェクトの成功、失敗。明と暗 全てに宝物があります。
自分自身の宝物やギフトを見つける講座であり、21世紀に存在していく講座です。

■「コミュニケーションタイプ診断講座」

講師：照山純代

参加費：会員 3,540円
非会員 4,620円 （税込、会場費込）
コミュニケーションの４つのタイプを診断することで、ストレスが素晴らしい可能に変わる？
自分を知り相手を知り、その違いに力付けられより良い人間関係を築きませんか。
自分の持ち味を活かして大きな達成をつくるコミュニケーションタイプ診断にご参加ください。

■「言葉で脳のSQトレーニング」

講師：佐藤美香

参加費：会員 3,540円
非会員 4,620円
※小学生以上親子参加可
誰でも手軽に俳句の季語を用いて脳のSQ訓練になります。
17音の言葉の中に自分の感情や季節感を折り込み、「今」を詠んで未来を創作的に生きる講座です。

■「LOP 場創りシミュレーション」

講師：石塚宣一・山脇達郎
参加費：会員 4,620円 非会員 6,780円
再参加 会員 3,000円 非会員 4,620円（税込、会場費込）
ひとりひとりが自分らしく活き活きと居られる場を創ることができ、仕事や家庭に活かせる！
そして、個の発展にどのように繋がっていくのか！？を、知って頂く機会を提供いたします。

■「枠を超えていけ！新しく生きる可能」

講師：川那邊光
参加費：会員 3,540円 非会員 4,620円 （税込、会場費込）
アイアイ講座に参加することはどんな可能があるのか分かります。アイアイ講座をご紹介したい人と共に参加しませんか？

セミナールーム：東京都品川区西五反田2-26-5 イトウビル パートⅢ ４階
JR・都営地下鉄 五反田駅より徒歩5分
【お問い合わせ】一般社団法人アイアイ・アソシエイツ
E-mail : info@ii-associates.com
HP : http://ii-associates.com
※五反田駅前支店とお間違えのないようお願いします。
お振り込み先銀行名：
※振り込み手数料はご負担ください。
三菱UFJ銀行 五反田支店
口座番号（普）０４３４６５３
口座名義：一般社団法人アイアイ・アソシエイツ
【キャンセルポリシー】
お申し込みになられました講座をお客様のご都合でキャンセルされる場合には、
キャンセル料金が発生いたしますことを予めご了承ください。
参加２週間前のキャンセル 参加料の10％
参加１週間前のキャンセル 参加料の50％
参加３日前のキャンセル
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