CLAIR SOUL MAGAZINE
[ クレアソウルマガジン ]

クレアファイブ数秘術編 特別号

「クレアファイブスクール」

ベーシック数秘術講座

〜ゼロから始める数字の秘密〜

それは１冊の本から︑数秘術との出会い

私とキャロル・アドリエンヌ

クレアファイブスクール 山下景子

お好きな時にお好きな講座︑選べる の講座

CLAIR V SCHOOL

数秘術ステップアップシリーズ

あなたの 可 能 性 の旅へ出発！

10

ようこそ 自 分 発 見 の旅へ
数字の持つ魅力を発見！

マスタリー数秘術講座
アドバンス数秘術講座

「数字 de 自分発見
数秘術入門講座」
〜あなたの持って生まれた数字が
人生の目的を教えてくれる〜

CLAIR V SCHOOL

あなたの 可 能 性 の旅へ出発！

CL A I R V SCHOOL

「クレアファイブスクール」

クレアファイブスクールで
旅のパスポートを手にしたあなた
今 度は、一 緒に未来の扉を
探しに数 字の国へ 旅に
でかけましょう。
トランクは空っぽでも大丈夫 !
だってこの旅が終わる頃
あなたのトランクは持ちきれないくらい
未 来への可 能 性で一杯になるはずだから♪

Ⅰ

Level

マスタリーレベルⅠ 全5課程

・ オリエンテーション
数秘術の
歴史や基礎を ・ 数秘術の歴史
学び
・ 数秘術 基礎学１
数字の持つ ・ 数字の持つ意味
魅力を
・ バーズアイグリッド基礎１
発見できます ・リラックスヒーリング1

Ⅱ

Level

マスタリーレベルⅡ 全5課程

・ マスタリーレベルⅠ総復習
数秘術を
より深く学び ・ 数秘術 基礎学２
さらにセッションに・ バーズアイグリッド基礎２
・ オラクルカード基礎学
不可欠な
オラクルカード ・ オラクルカードテクニック１
を学びます
・リラックスヒーリング２

Ⅲ

Level

マスタリーレベルⅢ 全5課程

時間軸で見る ・ マスタリーレベルⅡ 総復習
数秘術など ・ 数秘術 基礎学３
応用盛り沢山 ・ 数秘術 応用学
・ オラクルカードテクニック２
イメージ
トレーニングにも・ イメージワーク１
チャレンジです ・リラックスヒーリング３

クレアファイブスクールは︑数秘術
ヒーリングをはじめとする様々な
ジャンルのプロ育成︑現代のストレ
ス社 会における心 と身 体のトー
タル的なサポート︑人 材 育 成︑自
己開発を目的としています ︒
人 気の数 秘 術 講 座では︑数 秘 術
学 者キャロル・アドリエンヌ直 伝の
数秘術基礎学からクレアファイブ
コンサルティング
︵セッション︶
テク
ニック実 践 まで魅 力 的 なカリキ
ュラムになっていま す ︒
まず︑初心 者 向けのオリエンテー
リング講 座﹁ 数 字 de
自分発見
数 秘術入門講座﹂からスタート︒
全一回 で気 軽に 受 講 できるのが
人気です ︒
数秘術の入門テクニック︑今まで
知らなかった今の自分を 知るこ
とできるのでリピート受講も多
い講座です ︒

Level Ⅰ〜Ⅲ
全15課程

数秘術を一日でスピーディに学び
たい方におすすめの講座は
﹁ベーシック数秘術講座
〜ゼロから始める数字の秘密﹂
基礎的な数秘術の習得を目指し
数字の秘密を紐解いて行きます ︒

本格的なマスタリー︑
アドバンス講
座では︑数秘術の基礎から応用︑
実践のプロ講座にとどまらず ︑
コ
ミュニケーション能 力 ︑想像力︑判
断力を伸ばし︑成長することを
目的としています ︒
アドバンス数秘術講座修了でプロ
として個人セッションができる事
の認定を受けられます ︒
プロユースに特化した独立開業向
け講座も開設中で卒業生も続々
活躍中です︒

マスタリー
数秘術講座

アドバンス
数秘術講座
Level Ⅰ〜Ⅲ
全15課程
Level

Ⅰ

アドバンスレベルⅠ 全5課程

・ オリエンテーション
数秘術
・ 数秘術 基礎学 総復習
カード等
・ セッション基礎学 実践 初級
を使っての
・ セッションテクニック 初級
セッション
プロテクニックを・ オラクルカードテクニック３
学べます
・リラックスヒーリング４
Level

Ⅱ

アドバンスレベルⅡ 全5課程

イベント体験等
実践講習
盛り沢山
新しい発見で
大きくスキル
アップできます
Level

Ⅲ

セッションに
必要な
自己能力を
高め
応用実践
していきます

・ セッション基礎学 総復習
・ セッション応用学 実践 中級
・ セッションテクニック 中級
・ オラクルカードテクニック４
・ イメージワーク２
・リラックスヒーリング５

アドバンスレベルⅢ 全5課程
・ セッション応用学 総復習
・ セッション応用学 実践 上級
・ セッションテクニック 上級
・プロイメージトレーニング
・ オラクルカードテクニック5
・リラックスヒーリング6

山下 景子

クレアファイブスクール 講師

Keiko Yamashita

クレアファイブスクー ル 校長
株式会社 ＣＬＡＩＲ Ⅴ（クレア ファイブ）代表 取 締 役
数秘術コンサ ルタント（キャロル・アドリエンヌ直 伝 ）
◆キャロル・アドリエンヌ数秘術アドバンス特 別クラス修 了
◆エンジェリックチャネル上級認定ＡＣＣ ® 上 級 修 了
◆エンジェリックチャネル・ミディアムシップコース 修 了
◆ＹＩＣ
（ヨーガ・セラピスト養成前期講座）卒 業
◆天城流湯治法 湯治士
◆多次元ヒプノセラピスト資格 取得
◆サ ーティファイドファイナンシャル プランナー ®（ C F P ®）

「クレアファイブスクール」
【お問い合わせ】
【TEL】 080-1876-0522
【H P】 http://www.clair-v.com/
【WEB SHOP】 http://clair-v.shop-pro.jp/
【E-mail】 keichany@777.plala.or.jp

それは１冊の本から
数秘術との出会い
んの﹃誕生日別 数秘術無料診断﹄
を印刷した紙︒﹁数秘術はキャロ
ル・アドリエンヌ﹂と同じ趣旨

未来への道しるべ

の情報を受け取ったのです︒こ
クレアファイブスクールの中で
れをシンクロニシティと言わず
も数秘術講座は大変人気です︒
して︑何と言うのでしょう！
私自 身﹃ 札幌が産ん だ数秘術の
神﹄と 仰ってくださる方もでき︑ その深夜︑ネットサーフィンし
た私は見つけました︒１０月に
責任とよろこびを感じます︒
クレアファイブの数秘術は︑ア ﹃キャロル・アドリエンヌ ジャパ
ンツアー２００６﹄が開催され
メリカ数秘術界の第一人者であ
数秘術講座も開催されることを︒
り︑世界中からカウンセリング
迷うことなく︑私は申し込みを
や講演の依頼が殺到︑アメリカ
クリックしました︒
国内のみならず世界的に影響力
を誇る﹁スピリチュアル・リー
ダー﹂キャロル・アドリエンヌ
さん直伝です︒今思い返してみ
ても︑その出逢いで人生が大き
く変わってきました︒
２００５年秋︑友人が﹁これよ
く当たるわよ〜﹂と勧めてくれ
た一冊の本︒それが︑後に数秘
術の師匠となるキャロル・アド
リエンヌさんとの出逢いでした︒
実際よく当たるので喜々として
読み入りましたが︑まさか１年
後にリアルに会い直接学ぶこと
になるとは︑その時は夢にも思
２２の数字が導く
わなかったのです︒

シンクロニシティ

待ちに待ったキャロル・アドリ
直感を信じて
エンヌさんとの出会い︒
翌年の夏の終わりのある日の事︒ 背が高く︑若々しく︑理知的で
昼間会った仲間︵女性︶から︑ 美しい顔を拝見した時の感動は
﹁数秘術を学ぶのだったら︑やっ 今でも忘れられません︒各種業
ぱ り キ ャ ロ ル の 数 秘 術 だ よ ね ﹂︒ 界の著名人の顔が見え隠れする
同 日 の 夜 に 会 っ た 仲 間 ︵ 男 性 ︶ イブニングセミナーには２ ０ ０
から︑﹁景ちゃんこれあげるね﹂ 名超の参加者︒そして︑アドバン
と渡されたものが︑キャロルさ ス講座の開催日は︑１０月２２日︒

キャロル・アドリエンヌさんの
数秘術講座を実際に受け︑自分
の数字をはっきり知ることで
あの日に私を生み︑この名前を
つけてくれた事実に感謝できた
のです︒両親に初めて深謝でき
ました！その感動が︑今も数秘
術をお伝えしている原点であり
伝える動機の一つです︒
翌年︑キャロルさんの特別対面
個人セッションを受けることに
なりその日も３月２２日︒
さらに︑キャロル・アドリエン
ヌという名前︵ペンネーム︶は
﹃２２﹄を意味し︑彼女の２人お
子さんの誕生日は共に﹃２２日﹄
ナント娘さんは私と同じ誕生日︒
キャロル・アドリエンヌさんと
の出会いは運命の数字﹃２２﹄に強
く導かれ︑出会うべくして出逢
ったご縁だと︑ここではっきり
と確信したのです︒また︑シンク
ロニシティは︑頭の考えを超越
した高次元からのサインなのだ
ということも体験できたのです︒

真なる人生の意味を知る
マスタリー数秘術講座

スクールで扱う数秘術は︑偉大
な数学者ピタゴラスの弟子たち
から成る︑ピタゴラス学派の教
えに基づいています︒
ピタゴラスは︑全世界はすべて
数字によって表すことができる
と信じていました︒
数秘術は︑数字とその意味を探
求する深遠な学問体系です︒
森羅万象を数字で表し︑そこか
ら奥深い意味を読み取る数秘術
では︑人間もまた誕生時につけ
られた名前と生年月日によって︑
その人の内面のみならず︑人生
の様相や展開までも解き明かす
事ができると考えます︒

こうしてキャロルさんから始ま
ったこのご縁︑数秘術のさまざ
まな原則テクニック方法を学ん
だ後︑真実に最も近く︑人間の
根本 ・ 本 質 を 表 す 解 釈 を 含 ん
だ ﹁新しい数秘術﹂をクレアフ
ァイブは生み出しました︒

もちろん︑あなたにも︑同じく
意味付けられた名前と生年月日
が必ずあるはずです︒
クレアファイブスクールの講座
はその真なる人生の意味にスポッ
トを当て自分自身に気づき︑未
来を創造していく講座なのです︒

【TEL】 080-1876-0522
【H P】 http://www.clair-v.com/
【WEB SHOP】 http://clair-v.shop-pro.jp/
【E-mail】 keichany@777.plala.or.jp

このスクールでは数秘術の基本はもち
ろん理想の自分スタイルへ近づく鍵を
手に入れることができる。
少人数レッスンで楽しく受講できる。

【お問い合わせ】

「クレアファイブスクール」

ようこそ 自 分 発 見 の旅へ

「数字 d e 自分発見
数秘術入門講座」
〜あなたの持って生まれた数字が
人生の目的を教えてくれる〜
数秘術入門講座のキーワードは「自分発見」

自分を知り、気づき、変化する。
数秘術を学びながら意識がポジティブになり、
自信をもって未来を選択できます。
少人数レッスンで大人気の入門講座です。

﹁数字 自分発見〜あなたの持っ
て︑明確な選択が容易となり︑
de
て生まれた数字が人生の目的を
﹁流れ﹂に乗っていることを感
教えてくれる〜 数秘術入門講座﹂ じられるでしょう︒
は︑数秘術に興味のある方が手
軽に数秘術を学び︑自分の内面
また︑自分が抱えている問題︑
に意識を向けられる新しいプロ
もやもやした事を解決する糸口
グラムとして誕生しました︒
が見つかるきっかけになります︒
受け入れていくと︑気づき︑安心
この講座はクレアファイブスク
・安全な想いが満ちていきます︒
ールの最初のレッスンで︑オリ ﹃数字のサインがは︑パワフルな
エンテーリング的な役目も果た
高次のエネルギーそのものなの
しています︒
です︒
初めて数秘術の奥深さ︑楽しさ
を知った受講生︒
﹁数字 de
自分発見〜あなたの持っ
・数字にさらに興味を持った︒
て生まれた数字が人生の目的を
・数字からのサインを受け取る
教えてくれる〜 数秘術入門講座﹂
ようになった︒
は全国で開催︒リピート参加も
・自分と向き合うことが多くな
可能です︒また︑スカイプ等を
った︒
使ったインターネットによるグ
・何かにグッとスイッチが入っ
ループ講座も開催可能です︒
た︒
この講座が︑発見・気づき︑そ
etc……
こころの扉が開かれたことで様
して統合のプロセス加速にお役
々な体験をされた感想をお聞き
に立てばと願ってやみません︒
します︒
・数秘術に初めて触れてみたい方
数秘術入門の内容にとどまらず︑ ・数字に隠された意味から
受講者が 自分発見につながる
﹁自分﹂を知りたい方
﹁オリジナルプログラム﹂を織り
・ご自身が本来持つパワーを発
込んだ内容となっております︒
揮したい方
受講されることで︑今の自分に
・数秘術を仕事に活用したい方
必要な情報を﹃数字のサイン﹄
・こころを開いて人生を創造さ
で受け取りやすくなります︒
れたい方 ｅｔｃ …
どなたでも参加できます︒
あなたも︑数秘術講座で自分発
見の旅へ出かけませんか？
それをあなたのビジネスシーン
や日常生活で活かすことによっ

まずは、オリエンテーションの入門講座を体験。
少人数制で初心者も安心して楽しめるカリキュラム満載。
スカイプ講座、出張講座も可能。
詳しくは公式サイトで。

【TEL】 080-1876-0522
【H P】 http://www.clair-v.com/
【WEB SHOP】 http://clair-v.shop-pro.jp/
【E-mail】 keichany@777.plala.or.jp

〜あなたの持って生まれた数字が人生の目的を教えてくれる〜

【お問い合わせ】

「数字 d e 自分発見 数秘術入門」

「クレアファイブスクール」

オリエンテーション講座からスタート

ようこそ自分発見の旅へ

２

１
数秘術とは？

数秘術の歴史や基礎を学び
数字の持つ魅力を
発見できます

３

数秘術は︑紀元前６００年頃の
ギリシャの数学者︑ピタゴラス
の原理に基づいて生まれたと考
えられています︒
ピタゴラスの信念は︑
﹃万物は数字で表すことができる︒
数字を使うことによってカオス
︵混沌︶に秩序が生まれる︒﹄
さらに︑遡ること数千年前の中
国︑ギリシャ︑ローマ︑エジプ
トで数秘術が使われていた証拠
が存在︒しかし︑当時は︑とてつ
もなく強力なパワーを秘めた神
聖な学問と考えられていた為︑一
部の選ばれた者にのみ口伝だっ
たのです︒
１から９までの数字にはそれぞ
れの意味があり︑私たちは誰し
もこのどれかの数字に当てはま
っています︒
クレアファイブスクール︑べー
シック数秘術講座〜ゼロから始
める数字の秘密〜は︑全１回で
学べるワンデイ講座です︒
新しいツールとして数秘術の技
術を習得したいあなたにぴった
りの講座内容となっています︒
数秘術の歴史から︑基本的な計
算︑数字が意味するもの︑そし
て誕生数︑運命数︑実現数︑ハ
ート数の算出方法まで︑一気に
学習できます︒クレアファイブ
がお届けする︑ベーシック数秘
術講座で基礎的な数秘術の習得
を目指し︑ゼロから数字の秘密
を楽しんで学んでいきましょう︒

N

IO

AT

RI

VA

R
M
NU
数字の意味を知る

T
数秘術の基礎・計算法

OU
AB
数秘術の歴史、あらましを知る

TO
数字の秘密

W
HO
数秘術を使ってみよう

BE
バリエーション

運命数、誕生数
実現数、ハート数他

全１回
ベーシック数秘術講座

４

クレアファイブスクール

ベーシック数秘術講座
〜ゼロから始める数字の秘密〜

クレアファイブスクール

「ベーシック数秘術講座」全１回

〜ゼロから始める数字の秘密〜

数秘術の基本を手軽に学べるベーシック講座。
数秘術の歴史、数秘術の計算法、運命数、誕生数、
ハート
数等の基礎的な技術を学べます。
１日で数秘術の概要を
知ることができる、少人数制でクレアファイブの数秘術を
学ぶならまず、
この講座で！

【H P】 http://www.clair-v.com/
【WEB SHOP】 http://clair-v.shop-pro.jp/

クレアファイブスクール

マスタリー数秘術講座
アドバンス数秘術講座
マスタリー・アドバンス数秘術講
座はマスタリー講座ⅠからⅢ︑
アドバンス講座ⅠからⅢの合計
６レッスン︑で学びます︒
オリエンテーリングとして数字
自分発見数秘術入門講座︑ベ
de
ーシック講座を終えた方が受講
できる本格的な講座です︒
数秘術を始めとする様々なツー
ルを使い︑プロのアドバイザー
として︑クライアントに客観的
に本来の自分を見つめ直し︑才
能を開花させていくためのアプ
ローチを行うテクニックを学び
ます︒
数秘術によって
﹁思い出す︵ remembering
︶﹂
プロセスが進みます︒
﹁思い出す︵ remembering
︶﹂
とは︑多様な内なる自己＝メン
バー︵ member
︶を再び統合す
る︵ re
︶こと︒自分自身とつな
がること︒
これによって︑ハートが開き︑
自分自身が何者であるかに目覚
め︑本来のパワーを取り戻して
いくのではないかと考えていま
す︒よって︑数秘術を知ること
で︑あなたの計り知れない可能
性に気づき︑視点と意識がポジ
ティブに変わっていきます︒

マスタリー・アドバンス数秘術
講座は自信をもってあなたの人
生の選択を後押ししてくれる︑
一生使えるツールのひとつを得
ることになるでしょう︒

02

ヒストリー

基礎学・応用学

クレアファイブの数秘術とは？
数秘術の概念を学びます。

数秘術の起源は？このツール
の歴史を紐解きます。

03

04

数字の持つ意味

バーズアイグリッド

人の持つ本質や性格を判断
するグリッド手法を学びます。

数秘術において最も重要な
各数字の持つ意味を学びます。

05

人生の選択を
後押ししてくれる
本格的な数秘術講座です︒

01

アメリカ数秘術学者 キャロル・アドリエンヌ直伝

イメージワーク

カウンセリングに必要なイメ
ージトレーニングを学習します。

06

カードリーディング

マスタリー数秘術講座

カウンセリングを行う時に
助けになるツールを学びます。

01

アドバンス数秘術講座

オリエンテーション

アドバンスⅠ〜Ⅲ
全１5課程

数秘術の基本はもちろん、
イメー
ジワークや、
カードリーディングな
どの自己開発カリキュラムも人気。
自分の可能性に気づき意識をポ
ジティブ思考へ変えてくれます。
少人数レッスンで楽しく受講。
プロのアドバイザーを希望する方
もこの講座からスタート。
スカイプ講座,出張講座も可能。
詳しくは公式サイトで。

マスタリーレベルⅠ〜Ⅲ
全１5課程

マスタリー数秘術講座で
学んだ数字の意味、チャ
ート等、数秘術の基礎を
総復習します。

03

0４

02

セッションテクニック

数秘術基礎学 2

アドバイザーとしての心
得から、セッションの実
践の手順まで、基礎学を
学びます。

本格的な実技をスタート。
クライアントとのデモセッ
ションで実習、希望者には
実際のイベント参加で実践
的なノウハウを体験。

数秘術とクライアン
ト心理の関係性を学
びます。

セッション基礎学

【H P】 http://www.clair-v.com/
【WEB SHOP】 http://clair-v.shop-pro.jp/

05
カードリーディング
より本格的なカードリ
ーディング中級を学び
ます。

06

イメージワーク
セッションでも活用で
きるイメージワーク中
級のノウハウを学びま
す。

数秘術ステップアップシリーズ
お好きな時にお好きな講座、選べる１０講座でステップアップ！

この数秘術入門シリーズは
ワークショップ形式 となっております。

数字 d e チェンジ！

数字 d e 直感

青い鳥はココにいます

そのひらめき、直感です

自分

U P

自分

楽しいことや、幸せは自分のすぐそばにあ
るもの。自分を変えるきっかけを探してい
るあなた！今回は自分を受け入れ「チェン
ジする」方法を学びます。

U P

あなたは自分の直感を信じることが出来ま
すか？このサインを逃さず、味方につける
ことが大切。今回はチャンスを見つける不
思議な力「直感」を成功へ活かす方法を学
びます。

e
数字 d 字自己承認

数字 d e シンクロニシティ

初めまして、新しい私！

シンクロニシティの波に乗りましょう

自分

U P

自分

目をキラキラさせて遊んでいた子供の頃
覚えていますか？今回は「自分のヒスト
リー」を知り、よりポジティブに前進で
きる秘訣について学んでいきます。

能力

友人がふと頭に浮かんだ時、電話がかかってき
たり、探していた答えを手に取った本の中で見
つけたり、偶然の一致、シンクロニシティは日常
の中に存在します。今回は「シンロクロニシテ
ィ」の法則を学びます。

数字 d e コミュニケーション

数字 d e こころのデトックス

話すことは笑顔になること

こころ、
キレイになりましょう♪

自分

自分

社会

人とのつながりは人生を豊かにすること！
今回は他者との関係を意識し「コミュニケ
ーション力」を自然にアップできる方法に
ついて学んでいきます。私たちと一緒に笑
顔いっぱいでお話ししましょう♪

数字 d e 共感

Empathy

想いを受け取っていますか？
自分

社会

素直な気持ちで相手と接していますか？
相手の気持ちに立ってみると色々な事が見
えてきます♪ 今回は「共感能力」を高め対
人関係を円滑にする方法を学んでいきます。

癒し

こころもカラダもデトックスが大事。
今回はこころの中に滞っている事、とらわれて
いる事を見つけてキレイにしましょう。こころ
がキレイになるとっておきの秘訣、お伝えします。

数字 d e ジャンプアップ
今の自分を知りたい！
未来
自分
高くステップアップするには低く構えて
準備が大切。必要なことは今の自分を知
る事。今回は自分の現状に気づき分析し
て未来へ「ジャンプアップ」する方法を
学びます。

数字 d e パートナーシップ

数字 d e クレアハートパワー

パートナーって大切

もっと元気になりたい！

自分

相手

今回は自分とパートナーとの関係「パート
ナーシップ」について学んでいきます。
お互いがパートナーシップでもっと輝く
秘訣がわかります♪

自分

パワー

もう少し頑張りたいのに、どうしても集
中できない・・・色々な事に興味がわか
ない。今回は元気を充電する方法「クレ
アハートパワー」でよりポジティブに活
動できる秘訣を学びます。

道端で咲いてるお花を見ると
ほっと心が癒される
そんな日本料理を目指してます。

クレアファイブ

プライベートサロン円山

心と体のリラクゼーションサロン

CLAIR V

TEL : 080-1876-0522
E-mail: keichany@777.plala.or.jp
Web Site: http://www.clair-v.com
〒064-0820 札幌市中央区大通西27丁目1-7-1002

EDITOR S NOTE
ソウルマガジン今回はクレアファイブ数
秘術の特集です。クレアファイブスクー
ルでの各種講座情報盛り沢山でお送りし
ます。クレアファイブサロンでは、講座
の他にも個人セッションが充実。WEB
ショップからは、バースディリーディン
グのお申込みも可能です。誕生日からの
１年どんな未来が待っているのか、お得
なプライスでリーディングしてくれます。
WEB ショップにはレアなアイテムがセ
ール中。お見逃しなく！
（編集長 高橋良美）
表紙：クレアファイブを象徴する真紅の
バラです。
（グラフィック RAV STUDIO)
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