
ツアー参加をご希望の方は、IFPA日本支部までお問合せください。
パンフレット、申込書をお送りいたします。

■ご旅行期日
　2016年６月２日（木）～６月８日（水）
■最少催行人員
　20名様(最大30名様)
   ※参加お申込が催行人員に満たない時は、催行中止する場合がございます。
■利用航空会社
　全日空（NH）Yクラス
■各地出発料金(大阪・福岡)
　20,000円
■利用ホテル
　ロンドン： Langorf Hotel　※２名１室利用
■添乗員
　空港からホテルまで現地係員がご案内します。
■集合・解散
　羽田空港（ご集合は航空便出発の２時間前になります）
■最終締切
　4月10日（日）※締切後もお問い合わせください。
■お一人部屋追加代金
　59,000円
■お食事
　朝食のみ５回（機内食を除く）　

オイルトリートメント実技を学ばれたことのある方（40時間
程度以上）、オイルトリートメントの実務経験のある方（500
時間程度以上）、医療従事者のどれかに該当する方。

※旅行代金に税金・サーチャージは含まれていません。別途必要。

328,000円
338,000円
348,000円

◆IFPA正会員・・・・・・・・・・・・・・
◆IFPA一般会員･学生会員・・・・
◆非会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご旅行代金

参加条件

※大人お一人様

ツアーの全体説明や、質疑応答などをIFPA認定校で開催！
説明会のご予約は各認定校にお問合せください。

ロイヤル・フリーホスピタルはヨーロッパ中から患者が集まるロンドンの大病
院です。そこで２０年以上にわたり、何十万人もの患者さんをマッサージしてき
た中に決して忘れることのできない患者さんたちがいます。その方々は、皆、難
病によって大変な苦痛の中にあり、余命が短いにもかかわらず、私が彼らの病
室に訪れて行うマッサージの時間をとても楽しんでくれました。一方で、私自
身も、彼らの生きる姿勢から大変貴重なことを教えられました。悲しいことも
多いけれども、最後は彼らに対する尊敬の念と、暖かな気持ちで心が満たさ
れるのです。病も年齢も様々でありながら、深く私の心に残った患者さんたち
のケースもご紹介しながら、技術やノウハウに加え、患者さんへマッサージを
することの意義や感動、そして、病院でマッサージをするときに常に頭に置い
て置いていただきたい重要なポイントをお伝えします。

お問合せ先：0120-872-700　http://www.aromaschool.jp お問合せ先：0120-872-700　http://www.aromaschool.jp

お問合せ先： 093-654-8001   http://www.tilia.jp お問合せ先：0120-458-234　http://www.imsi.co.jp

お問合せ先

▲「ロイヤルフリーホスピタル」補完療法チーム

※ロイヤルフリー病院の補完療法の施術費用は病院の設立したチャリティー団体からの寄付金を充てています。臨床アロママッサージ研修ツアーのハン 
　ト氏の講師料もすべて、このチャリティー団体へ寄付されます。皆さんがツアーに参加することで、それが補完療法チームの活動資金となり、それによっ
　てロイヤルフリー病院で患者さんが施術を受けることができます。

キース・ハント氏から皆様へメッセージ

英国最大級の病院で学ぶ

臨床アロママッサージ
研修ツアー
理論・技術研修、そして病棟での実地研修を通じて、
自信を持って病院で活躍できるセラピストを目指しませんか ?
イギリスで年間27,000件の施術を行うロイヤル・フリー病院の
補完療法チームリーダー、キース・ハント氏から学ぶ、
貴重な3日間の集中研修です！
緩和ケアや産婦人科だけではなく、病院すべての病棟の
患者を対象とし、支える為に必要な技術と知識、
アプローチを学びます。
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一般社団法人 国際プロフェッショナルアロマセラピスト連盟 IFPA日本支部

〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 607 辰巳ビル 5F ／営業日：毎週火曜・木曜 ／ 営業時間：10:00 ～ 16:00
Tel & Fax 075-353-7570 Web  http://www.ifpajapan.org ／ Email  info@ifpajapan.org

一般社団法人 国際プロフェッショナルアロマセラピスト連盟 IFPA日本支部企画協力

Hampstead

ご旅行期間　2016年6月2日(木)～6月8日(水)

説明会開催します！

所在地：〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスプラザ3F

日時：2015年11月10日(火) 18：30～19：30
所在地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町607 辰巳ビル5F

日時：2015年11月16日(月) 18：30～19：30

日時：2015年11月21日(土)
　　 2015年12月1日(火)
所在地：〒805-0016 福岡県北九州市八幡東区高見3-1-1

10：00～11：00
10：00～11：00

大阪

福岡

日時：2015年12月26日(土)
所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-13-17-A

16：00～17：00

東京

ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー大阪校 ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー京都校

ペニープライスアカデミー日本校 自然療法の国際総合学院 IMSI

京都



研修初日、英国での臨床マッサージの草分
けであり、キース・ハント氏の恩師である、ク
レア・マクスウェル・ハドソン氏による特別
講義は大きなインスピレーションや気づきを
与えてくれるでしょう。

英国マッサージ療法のパイオニア。1970年代、病院でのマッサージ療法を現代の
イギリスに復活させる。クレア・マクスウェル・ハドソン・スクールを設立、王立看護
学校（Royal College of Nursing）で、マッサージ療法を12年間教える。

英国「ロイヤルフリーホスピタル」補完療法コーディネーター。1960年代から英国「ロイヤルフリーホスピタル」に在籍、世界的に有名なセラピストであ
るクレア・マクスウェル・ハドソン氏に師事。20年以上にわたり、外科・内科・産婦人科・腫瘍科・緩和ケア・集中治療など、全ての病棟においてアロマ
セラピートリートメントやリフレクソロジーなどの補完療法サービスを行う。

研修通訳の経験豊富なIFPA認定講師の
ギル佳津江が通訳を担当。また、ＩＦＰＡ
ジャパン代表理事の塩田知恵子が同行し
ますので、英語の得意でない方も、英国
が初めての方も安心してご参加ください。 世界で最も歴史が長く、多様な植物がみられる広大な王立植物園。英

国人アロマセラピストの案内で、芳香・薬用植物のセクションを時間の
無駄なくめぐって植物を観察し、香りを嗅ぎ、植物のエネルギーや薬理
効果などの知識を深める1日ツアーです。多くの花が咲き乱れる６月の植
物園をベストタイミングでお楽しみいただけます。(通訳有)

ロイヤル・フリー病院と宿泊ホテルLangorf Hotelの
ある北ロンドンのハムステッドは、ナチュラルカフェ
や雑貨、自然食品、ファッション店が集まるお洒落
な住宅エリアで、広大な自然公園ハムステッド・ヒー
スがあります。中心街のウエストエンドへ地下鉄一本
で行ける便利な場所です。

◆講師：キース・ハント　Keith Hunt

キース・ハント氏と補完療法チーム

マッサージ界のレジェンドによる特別講義

著書：Complete Massage, Aromatherapy Massage, The Complete Book of Massage, 
　　　KlSS’s Guide to Massage, Pocket Massage for Stress Relief, Book of Massage，他

◆講師：クレア・マクスウェル・ハドソン Clare Maxwell-Hudson

英語が苦手でも
大丈夫！

◆ツアーファシリテーター
ハリエット・ロビンソン Harriet Robinson　(Sparklemore Wellbeing 代表)

１日オプショナル・ツアー（5日目）

ギル佳津江塩田知恵子

“Aromatic Walking Tour of Kew Gardens”

参加費別途 8,000円

英国人アロマセラピス卜と行く
世界遺産“キューガーデン” 

英国で初めて国民に治療を無料で提供する病院として
1828年に設立され、肝臓移植、血液疾患、腎疾患など
多数の分野においてヨーロッパ最大級の規模を誇る。
世界から様々な難病患者を受け入れ、ティーチングホス
ピタル（医師や看護師の訓練機関）としても有名。

ロイヤル・フリー病院

ご旅行期間　2016年6月2日(木)～6月8日(水)旅行日程・研修概要

6/2
（木）

羽田出発(NH211) 11：40 ロンドン到着 16：10 夜自由

6/3
（金）

6/4
（土）

6/5
（日）

ロイヤル・
フリー
ホスピタル

ロイヤル・
フリー
ホスピタル

6/6
（月）

6/7
（火） ホテルチェックアウト 出発まで自由行動 ロンドン発（NH212）19：35

6/8
（水）

日程日付 場所 食事

昼：機内
夜：機内

朝：○　
昼：－　
夜：－

朝：○　
昼：－　
夜：－

朝：○　
昼：－　
夜：－

朝：○　
昼：－　
夜：－

朝：○　
昼：－　
夜：－

朝：機内
昼：機内

10：00～12：00　　　
講義「マッサージの歴史と
現代医療現場での役割について」

講師：クレア・マクスウェル・ハドソン

9：30～
相モデルで実技練習
昼休憩45分あり

講師：キース・ハント

9：30～
参加者は病棟で患者への
施術を行う。
昼休憩45分あり

講師：キース・ハント

13：00～16：00　
病院でのマッサージセラピーについての理論授業。
様々な事例を通じて、病棟内での施術や、患者との接
遇、患者や医療スタッフからの信頼を獲得するために
必要な事柄を学びます。

講師：キース・ハント
～16：00
相モデルでトリートメント実技練習。
終末期ケア、高齢者ケア、患者の施術体位、弾性着衣の
着脱の練習傾聴、接遇。
講師：キース・ハント

～16：00
参加者は病棟の病室内で患者への施術を行う。
研修モデルとしてご協力いただく患者の疾患にはガン、
多発性硬化症、整形外科疾患、認知症、高齢者、ストレ
ス疾患、循環器系疾患、消化器疾患、小児まひ、人工肛
門患者、リンパ浮腫患者などが含まれます。

講師：キース・ハント

羽田着 15：15

 World Girl
 Guides in 
Hampstead

午前 午後

▲ 英国王室から大英帝国勲章(MBE)を
　 授与された時の様子

▲ キース・ハント氏が病院内で実際に使用している
　 医師からのマッサージ指示書など

アーティストや文化人の住む街
“ハムステッド”

1993年、ハント氏がたった一人で、ロイヤル・フリーでの臨床マッサージを始めてか
ら22年目の2015年、施術通算25万人を記録！20名のセラピストから構成されるハ
ント氏率いる補完療法チームが、早い時は朝の7時から病棟で施術を行っています。
2013年、彼の長年の社会貢献に対し、王室から勲章を授与されました。多くの実践
経験に裏打ちされた豊富なスキルやノウハウと、誰をも和ませるユーモアと慈愛に
満ちた人柄は日 、々ロイヤル・フリーの患者やスタッフの癒しとなっています。

一般社団法人 国際プロフェッショナルアロマセラピスト連盟 IFPA日本支部企画協力

英国最大級の病院で学ぶ 臨床アロママッサージ研修ツアー

特別講義（１日目・午前）

《マッサージの歴史と現代医療現場での役割について》

▲あえてセラピストらしい白衣を着用しないのがハント氏流！

1日自由行動 思い思いのロンドンをお過ごしください。ご希望の方には、オプショナルツアーで
「英国人アロマセラピストと行く世界遺産・キューガーデン」にご参加いただけます。

10:30～16:30


