
                

　　

　　Feedback from Participants / ワークショップ参加者の声

COVID-19が完全に収束するまで、対面でのワークショップは開催しません。
We'll postpone face-to-face workshops until COVID-19 is no longer a threat.

2022

2022/09/06 ワークショップ 「尽きない」（オンライン）,Webinar"No Limit"
2022/03/11 ワークショップ 「はじまりを結びなおす」（オンライン）,Webinar"Reconnection"
2022/02/05 ワークショップ 「とびきりの一年」（オンライン）, Webinar"The Best Year Ever"

2021

2021/12/14 ワークショップ 「きれいに結ぶ」（オンライン）, Webinar"Great Finish"
2021/11/30 ワークショップ 「銃口から花が咲く」（オンライン）, Webinar"The power of Unconsciousness"
2021/10/15 ワークショップ 「気持ちよさが拡がる」（オンライン）, Webinar"Comfort and Courage"
2021/09/07 ワークショップ 「過去と失敗」（オンライン）, Webinar"Living in the Past and Failures"
2021/07/29 ワークショップ 「本意」（オンライン）, Webinar"Your Quest"
2021/07/16 ワークショップ 「本意」（オンライン）, Webinar"Your Quest"
2021/06/18 ワークショップ 「最高の自分で決断できる」（オンライン）, Webinar"The readiness is all"
2021/05/18 ワークショップ 「自動化」（オンライン）, Webinar"Routines"
2021/04/05 ワークショップ 「不協和音」（オンライン）, Webinar"Disharmony"
2021/02/22 ワークショップ 「とびきりの2021年」（オンライン）, Webinar"The Best Year Ever"

2020

2020/11/10 ワークショップ 「女性?」（オンライン）, Webinar"Being Fermine ?"
2020/09/16 ワークショップ 「感謝」（オンライン）, Webinar"Appreciation"
2020/08/18 ワークショップ 「女性」（オンライン）, Webinar"Being Fermine"
2020/08/10 ワークショップ 「女性」（オンライン）, Webinar"Being Fermine"
2020/07/29 ワークショップ 「表現」（オンライン）, Webinar"Express Yourself"
2020/07/09 ワークショップ 「表現」（オンライン）, Webinar"Express Yourself"
2020/06/19 ワークショップ 「ストレス耐性UP」（オンライン）, Webinar"Resilience"
2020/05/20 ワークショップ 「ストレス耐性UP」（オンライン）, Webinar"Resilience"
2020/04/03 ワークショップ 「心の傷」（オンライン）, Webinar"Painful Hope"
2020/03/21 ワークショップ 「心の傷」（オンライン）, Webinar"Painful Hope"

2019

2019/11/12 ワークショップ 「失敗の力。絶望の力」（オンライン）, Webinar"Failing Upwards"
2019/11/04 ワークショップ 「失敗の力。絶望の力」（オンライン）, Webinar"Failing Upwards"
2019/10/31 ワークショップ 「失敗の力。絶望の力」（オンライン）, Webinar"Failing Upwards"
2019/09/13 ワークショップ 「スケールアップ」（オンライン）, Webinar"Scale up"
2019/09/12 ワークショップ 「スケールアップ」（オンライン）, Webinar"Scale up"
2019/08/29 ワークショップ 「スケールアップ」（オンライン）, Webinar"Scale up"
2019/07/16 ワークショップ 「スピンオフ 息を吹き返す4 -アンチエイジング編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/07/13 ワークショップ 「スピンオフ 息を吹き返す4 -アンチエイジング編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/06/14 ワークショップ 「息を吹き返す3 -魅力編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/06/13 ワークショップ 「息を吹き返す3 -魅力編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/06/09 ワークショップ 「息を吹き返す3 -魅力編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/05/23 ワークショップ 「息を吹き返す2 -お金編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/05/17 ワークショップ 「息を吹き返す2 -お金編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/05/02 ワークショップ 「息を吹き返す2 -お金編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/05/01 ワークショップ 「息を吹き返す2 -お金編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/04/19 ワークショップ 「息を吹き返す1 -怒り編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"
2019/03/31 ワークショップ 「息を吹き返す1 -怒り編-」（オンライン）, Webinar"Rebirth?"

2018

2018/12/30 ワークショップ 「病の本質」（オンライン）, Webinar "Truth of Illness"
2018/10/19 ワークショップ 「人はすばらしく、おそろしい」（オンライン）, Webinar "Energy Attack"
2018/02/28 ワークショップ 「循環と再生　Episode２：ひらめく身体（オンライン）, Webinar "Inspirational Body"」
2018/02/15 ワークショップ 「循環と再生　Episode１：かわいい心（オンライン）, Webinar "Resilience"」
2018/01/25 ワークショップ 「あんしん２部作　後編（オンライン）, Webinar "Duology of Feeling Secure" Part2」
2018/01/17 ワークショップ 「あんしん２部作　後編（オンライン）, Webinar "Duology of Feeling Secure" Part2」
2018/01/07 ワークショップ 「あんしん２部作　前編（オンライン）, Webinar "Duology of Feeling Secure" Part1」
2018/01/03 ワークショップ 「あんしん２部作　前編（オンライン）, Webinar "Duology of Feeling Secure" Part1」

2017

2017/11/28 ワークショップ 「あんぜん３部作　第３部：生まれてしまった（オンライン）, Webinar Trilogy of Safe "Third, I
was given my life."」
2017/11/23 ワークショップ 「あんぜん３部作　第３部：生まれてしまった（オンライン）, Webinar Trilogy of Safe "Third, I
was given my life."」
2017/10/17 ワークショップ「あんぜん３部作　第２部：そこは地球だった（オンライン）, Webinar Trilogy of Safe "Second I
was on Earth."」
2017/10/09 ワークショップ「あんぜん３部作　第２部：そこは地球だった（オンライン）, Webinar Trilogy of Safe "Second I
was on Earth."」
2017/09/14 ワークショップ「あんぜん３部作　第１部：はじめに母がいた（オンライン）, Webinar Trilogy of Safe "First there
was a mother."」
2017/09/01 ワークショップ「あんぜん３部作　第１部：はじめに母がいた（オンライン）, Webinar Trilogy of Safe "First there
was a mother."」
2017/07/31 ワークショップ「でも、人生はうつくしい！, But Life is Beautiful.」（東京）
2017/02/24 ワークショップ「職業があなたを選ぶ」（オンライン）,Webinar "Resources of Your Business and Profession"
2017/02/18 ワークショップ「職業があなたを選ぶ」（オンライン）,Webinar "Resources of Your Business and Profession"

2016

2016/10/10 ワークショップ「絶望する。希望する, In between Desperation and Hope」（東京）
2016/05/22 ワークショップ「すこやかな怒り, Healthy Anger Expression」（京都）
2016/04/18 ワークショップ「おかえり」（オンライン）,Webinar "Back to Wholeness."
2016/01/18 ワークショップ「名前のいらないワークショップ」（オンライン）,Webinar "I See You."
2016/01/14 ワークショップ「名前のいらないワークショップ」（オンライン）,Webinar "I See You."

2015

2015/12/30 ワークショップ「よいお年を！～事業と職業～」（オンライン）,Webinar "Resources of Your Business and
Profession"
2015/12/26 ワークショップ「名前のいらないワークショップ」（オンライン）,Webinar "I See You."
2015/12/22 ワークショップ「よいお年を！～事業と職業～」（オンライン）,Webinar "Resources of Your Business and
Profession"
2015/12/11 ワークショップ「よいお年を！～事業と職業～」（オンライン）,Webinar "Resources of Your Business and
Profession"
2015/12/06 ワークショップ「名前のいらないワークショップ」（オンライン）,Webinar "I See You."
2015/12/04 ワークショップ「名前のいらないワークショップ」（オンライン）,Webinar "I See You."
2015/06/19 ワークショップ 「エネルギーのうつくしい循環～時間とお金～, Time and Money」（奈良）
2015/05/04 ワークショップ 「うつくしいリーダー～心に触れる～, Beautiful Leader - touch your heart. -」 （奈良）
2015/03/20 ワークショップ 「春のデトックス」（オンライン）, Webinar "Seasonal Detox"

2014

2014/12/28 ワークショップ 「エネルギーのうつくしい循環～時間とお金～, Time and Money」（東京）
2014/11/29 ワークショップ 「うつくしいリーダー同窓会」（東京） 
2014/10/19 ワークショップ 「うつくしいリーダー ～今を生きる～, Beautiful Leader - one heart at one moment. -」（東京）
2014/05/16 ワークショップ 「怒りの正体, Truth behind Your Anger.」（東京） 
2014/04/16 ワークショップ 「エネルギーのうつくしい循環, Time and Money」（東京）
2014/03/19 ワークショップ 「人間の価値 」（東京）
2014/02/11 ワークショップ 「うつくしいリーダー ～心に触れる～, Beautiful Leader - touch your heart. - 」（東京） 
2014/01/04 迎春ワークショップ 「やさしい、うれしい、うつくしい一年, Fill Your New Year with Hope.」（東京）

2013

2013/09/11 ワークショップ 「子宮にやさしく、地球にやさしく、Heal the Earth,Our Womb.」（東京）
2013/07/13 ワークショップ 「遊びはいのちをまもる、Guard Your Spirit through Playfulness.」（東京）
2013/05/25 ワークショップ 「純粋であること、The Power of Being Pure.」（東京）
2013/04/20 ワークショップ 「子宮にやさしく、地球にやさしく、Heal the Earth,Our Womb.」（東京）
2013/03/02 ワークショップ 「遊びはいのちをまもる、Guard Your Spirit through Playfulness.」（東京）

2012

2012/11/24 ワークショップ 「うつくしいリーダー同窓会」（東京）
2012/10/13 ワークショップ 「子宮にやさしく、地球にやさしく, Heal the Earth,Our Womb.」（沖縄）
2012/09/22 ワークショップ 「うつくしいリーダー ～今を生きる～, Beautiful Leader - one heart at one moment. -」（東京）
2012/07/21 ワークショップ 「うつくしいリーダー ～心に触れる～, Beautiful Leader - touch your heart. - 」（東京）
2012/05/04 ワークショップ 「うつくしいリーダー ～今を生きる～, Beautiful Leader - one heart at one moment. -」（東京）
2012/03/11 ワークショップ 「子宮にやさしく、地球にやさしく , Heal the Earth,Our Womb.」（千葉）
2012/02/11 ワークショップ 「うつくしいリーダー ～心に触れる～, Beautiful Leader - touch your heart. - 」（東京）

＊　30/1/2012 "The 21th GCC" Closing of Global Conversation Circle to create next.

＊　9/1/2012 "The 20th GCC - I am what I eat. -" 
1. You are what you eat, so who are you ?
2. Who do you want to be from food perspective?
3. What is your promise to make the Earth healthier?

2011

2011/04/03 第三回 新月のオンラインダイアログ「どんな人に出会える道を創っているか」
2011/03/20 「コーアクティブ・サミット」オンラインシェア会
2011/03/05 第二回 新月のオンラインダイアログ「何を受け継ぎつつあるか」
2011/02/03 第一回 新月のオンラインダイアログ「後世に何を遺しつつあるか」

＊　19/12/2011　"The 19th GCC ? Peace and Appreciation -" 
1. Who do you want to appreciate from your heart this year, including plants and animals?
2. What kind of values do you see in peace?
3. How do you want to use appreciation more to approach world peace?

＊　28/11/2011　"The 18th GCC - Global Water Crisis -" 
1. You are the water in your body. What do you explore in your body as water?
2. As water, where do you come from? Where do you want to flow?
3. What's the biggest issue for water?
Cf. "Water" by Pablo Neruda

＊　7/11/2011　"The 17th GCC - Love -" 
1. How do you use your love for all living things now?
2. How do you want to use your love for all living things from now on?
3. How do we use our love for the Earth?

＊　10/2011　"The 16th GCC"

＊　16/9/2011　"The 15th GCC - Being Grounded-"
1. If we truely are grounded on Earth, what'll happen the Earth and other living things?
2. To be grounded more deeply, what is needed for human beings?
3. How do you stay grounded more deeply for these three works?

＊　26/8/2011　"The 14th GCC - Hard Truth -" 
1. What has been the hardest truth for you?
2. What is a hard truth for you now?
3. Do you have any examples of how to swallow a hard truth?

＊　5/8/2011　"The 13th GCC - Support -" 
1. Who is your invisible supporter ?
2. Who do you support in an invisible way?
3. Who do you want to support in an invisible way for three weeks?

＊　15/7/2011　"The 12th GCC "

＊　24/6/2011 "The 11th GCC - Silence -" 
1. How do you use silence for yourself?
2. How do you use silence for others? Others include plants and animals.
3. In order to bringing wholeness, how do you use silence these three weeks?

＊　3/6/2011 "The 10th GCC - Shoes -"
1. Who do you admire the most?
Whose shoes do you want to walk in?
2. Who do you NOT admire the most? Whose shose do you least want to walk in?
3. What kind of shoes are you willing to walk in for the next three weeks?

＊　13/5/2011 "The 9th GCC - Certification of Forgiveness -
1. Do you need "Certification of Forgiveness"?
2. Who needs "Certification of Forgiveness" in this world?
3. What is your first step to bring forgiveness in this world?
Cf. Heaven and Hell" Tom and Jerry"

＊　6/5/2011 "The 8th GCC - Osama Bin Laden -"
1. How do you see your BROTHERS?
I strongly believe that all kinds of death should be respected.
I strongly believe our life should be equally treated.
2. If you are a herring, what kind of separation do you see in people's reaction of response regarding to Osaba Bin Ladin's issue?
What is your advice to human beings ?
Cf. "Big Catch" by Misuzu Kaneko
3. What is the key for you to bring wholeness into this world as a visible one ?
And What is your promise this week?

＊　29/4/2011 "The 7th GCC - As a herring -"
1. Please be a herring and talk about the most important topic in this world as a herring.
2. As a herring, what is the most important request for human beings?
3. What is your promise to bring wholeness into this world?
Cf. "Big Catch" written by Misuzu Kaneko.

＊　22/4/2011 "The 6th GCC - Honoring -"
1. How do you honor both the Earth and all living things?
2. For honoring both the Earth and all living things, how can we shift our consciousness?
3. What's your promise to bring wholeness into this world?

＊　15/4/2011 "The 5th GCC - Global Citizen -" 
1. As a global citizen, tell us how you connected with the Earth this week?
2. What is your promise to the world this week?
Please respond from the viewpoint of a global citizen rather than from an inhabitant of your own country. 
Further, try to find your answers or ideas from a place within your heart and body rather than analyzing and forming an answer solely
from your mind.

＊　8/4/2011 "The 4th GCC - Connection -" 
1. Please tell me the moment when you connected to the world in this week.
2. What's your own promise to this world this week?

＊　1/4/2011 "The 3rd GCC - Humankind -" 
1. What is your biggest concern in your heart about the Earth ?
2. How do you relate with the humankind ?
3. What is your action?

＊　25/3/2011 "The 2nd GCC - New Pattern -" 
1. What is your new pattern?
2. How do you use our new pattern?
3. What is your promise?

＊　18/3/2011 "The 1st GCC" 
1. Where do you see transformation of the Earth?
2. How do you see the relationship between you and the transformation of the Earth?
3. What is your promise?

2010

2010/12/29 ワークショップ「びっくり！ダイアログTM」
2010/08/29 第4回 「7人のプロコーチによる体験会」
2010/05/16 第3回「7人のプロコーチによる体験会」
2010/03/20 平和のWS / Peace Journey -8 stories -
2010/03/14 第2回「7人のプロコーチによる体験会」
2010/11/23 第1回「7人のプロコーチによる体験会」
＊　13/3/2010 "An experiential Workshop：Exploring Diversity through Our Hearts and Bodies."

2009

2009/05/19 第8回 7番ランチ
2009/04/14 第7回 7番ランチ
2009/03/16 第6回 7番ティー
2009/02/17 第5回 7番ティー
2009/01/15 第4回 7番ランチ

2008

2008/12/19 第3回 7番ランチ
2008/11/21 第2回 7番ランチ
2008/10/08 第1回 7番ランチ

2006

2006/09/03 ワークショップ「Happy Birth-day Party」
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