
思春期・反抗期だとわかってはいるけれど 

この状態に耐え切れず 

悲しみとストレスでいっぱいになっているあなたへ 

 

お子さんはあなたのことを ”避けている” のではありません 

あなたの ”言葉” が通じていないのです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娘に親子の縁を切ると宣言された母親が 

二人きりで海外旅行に行けた奇跡の方法を伝授します！ 



 

 

 

もう二度と自分の気持ちが伝わらずイライラしたり 

子どもと言い争いをする必要はなくなります。 

 

 

あなたはお子さんについてこんな悩みを持っていませんか？ 

 

☑ 口を開けばすぐケンカになる・・ 

☑ 自分に反抗ばかりする・・ 

☑ 最近笑顔が減った気がする・・ 

☑ 子供のことがわからない・・ 

 

これは多くの親御さんが経験する 

思春期特有の反抗期です。 

 



反抗期は子どもによって 

激しかったり、 

逆に全くないように見えたり、 

様々な形で現れます。 

 

そしていつからか反抗期は過ぎ去り、 

落ち着いた昔のあの子に戻る・・・ 

 

そう思って日々のストレスに耐えているのではないでしょうか。 

 

でも・・・ 

 

 

子どもの『反抗期』は終わるのでしょうか？ 

 

今のよくない親子関係は 

 

「大人になればわかる」 

「そのうち治るだろう」 



 

と想い、何もせずにこのままの関係を続けていたら、 

一時的には落ち着いたように見えても 

 

ある日突然 『絶縁』 を宣言され、 

思い描いていた幸せな未来が音を立てて 

崩れ落ちてしまうかもしれません。 

 

 

がむしゃらに頑張り続けてきたあなた 

 

きっとあなたはとても一生懸命で 

真面目な親御さんなのではないかと思います。 

 

 共働きで、家事や育児も分担し 

夫婦で一緒に子どものために頑張ってきた 

 色んな理由でシングルになったけれど 

子どもに不自由をさせたくないと人一倍頑張ってきた 

 遅くまで仕事、仕事のご主人にも相談できず、 

ひとりで子どもに愛情を注ぎ頑張ってきた 

 



子どもが「おぎゃー！」と産まれてきたあの日から 

『子どものために！』 と常に一番に想って 

子育てをされてきたのではないかと思います。 

 

そんなあなただからこそ、 

将来子どもが大きくなったら 

 

 一緒にショッピングに行ったり 

 休みの日はドライブに連れて行ってくれたり 

 親子水入らずで旅行に出かけたり 

 そして可愛い孫を抱かせてくれる 

 

そんな未来が待っているはずだと思います。 

 

 

でも、もしあなたが子どもと 

このままの関係を続けていってしまったのなら、 

その夢が突然目の前から消え失せてしまうかもしれないのです。 

 

そう。それはちょうど 6 年前の私のように。。 

 



 

突然の家出、そして絶縁へ 

 

はじめまして、私は ”人を育てる人” を育てるコーチ 

にいみひろこと申します。 

 

さきほどの話はまさに私自身が経験した実体験です。 

 

私は熊本に住み、母と息子・娘の 4 人で 

暮らしていました。 

 

2 児の母として家計をささえるべく 

がむしゃらに働いていたある日、 

娘から突然メールが届きました。 

 

「明日、家を出ます。 

今後一切連絡を取るつもりはありません。」 

 

突然の家出、そして絶縁宣言にパニックになり、 

車の中で泣き叫んでいました。 

 



「なんで？！私の何がいけなかったの！？ 

こんなにも毎日子どもたちのために頑張ってきたのに」 

 

その夜、パニックでグチャグチャな頭でなんとか仕事を終わらせ帰宅し、 

娘に会い真意を問いただしました。 

 

私「なにが不満なの？！」 

娘「一人暮らしがしたい」 

私「でもそれは、社会人になるまでは親である私の責任だから 

大学を卒業するまではダメって言ったでしょう」 

娘「門限が厳し過ぎる」 

私「でもそれは、遅くに女の子が一人で出歩いていたら危ないから」 

 

・・・ 

 

誤解を解くことに必死だった私の想いは届くはずもなく、 

何度かの押し問答のすえ、娘は出ていってしましました。 

 

その直後は、 

悲しみと怒りが同時に込み上げてきて、 

 

なんてわがままな娘なんだ！ 



そんなのこっちから勘当だ！ 

 

などと憤っていました。 

 

 

原因は私？！ 

 

しかし、悪いことは重なるもので、 

ちょうどその頃、今度は仕事関係でも 

同じような出来事が起こりました。 

 

当時彼女はすでに会社を退職していたのですが、 

久しぶりに近況報告をと、お茶をしに行ったとき、 

一番可愛がっていた元部下にこう告白されたのです。 

 

「当時、にいみさんのこと大っ嫌いでした」 

 

「えっ！？！？」 

 

私はこの上ないタイミングと衝撃的な告白に 

凍り付き、苦笑いを浮かべるしかありませんでした。 



 

だって、私は、「その人のため」にやってきたのです。 

愛情をかけて、やってきたのです。 

子どもにも、後輩にも… 

 

慕われこそすれ、嫌われているなんて、 

思いもよらないことでした。 

 

何が起こっているのか、わかりませんでした。 

 

 

そして、ここで初めて私の頭には 

 

私が悪いの？ 

何が足りないの？ 

何を学べばいいの？ 

 

という問いがグルグルと回り始めました。 

 

そしてそこから 

 

・マネジメントや 



・コミュニケーションや 

・心理学など 

 

様々な本や教材を読み漁り、 

自分探しが始まりましたが、 

全く答えは見つかりませんでした… 

 

 

エニアグラムとの出会い 

 

そして娘が出て行って 3 年が経とうとしたある時、 

たまたまメールボックスに入ってきた 

 

『タイプごとのクセや価値観を知るエニアグラム』 

 

というメールに導かれて、 

 

エニアグラムの合宿トレーニングに参加したのです。 

 

その時は、何をするにも疑心暗鬼で地獄のような日々を 

早く抜け出したいと、藁をもすがる思いで参加したのを覚えています。 

 



 

頭を貫いた、衝撃的な事実 

 

そこで学んだエニアグラムでは 

 

『人間は 9 つのタイプに分かれる』と教えられ、 

あるタイプ別診断のワークを行いました。 

 

その結果、私は『タイプ１』の人間だとわかりました。 

 

タイプ１の特徴は・・・ 

 

『「私が正しい」という意識が強く、 

「間違う」ことをとても恐れる』 

 

・・・ 

 

頭をハンマーで叩かれたような衝撃が頭を突き抜けました。 

 

まさに私の特徴をズバリと言い当てられていたのです。 

 



確かに私は、娘が出て行く最後のその時でさえ、 

娘の気持ちを聴くことなしに、 

「私が正しい」を主張していただけだったと気付いたのです。 

 

 

新たな発見と新しい一歩 

 

エニアグラムと出会ったことで 

 

 自分がどういう人間か 

 何を重視しているのか 

 

という部分がありありと見えた瞬間、 

今までの私ではあり得ない行動が言葉を通して出てきました。 

 

「お母さん、いつもそうだったんだね。 

あなたの気持ちを受け止めることなく、 

何が正しいかを説明して、その正当性を押し通していただけだった。 

 

だから、出て行ったんだね。 

 



お母さん、間違ってたね、ごめんなさい。」 

 

今まで「間違う」ことを極度に恐れていた自分を自覚することで 

素直に自分が悪かったと認められるようになり、 

自然と心から娘への謝罪の言葉が出てきたのです。 

 

 

取り戻せた絆、とその奇跡 

 

この心からの謝罪はメールでした。 

 

絶縁を宣言されてから、 

メッセージを残せる手段がそれしかなかったのです。 

 

今まで何通も送ってきたメールは 

全て無視され続けてきましたが、 

 

今回の心からの謝罪に返信があったのです！ 

 

娘が出て行ったときは、 

 



「もしかしたら、もう一生わかりあえないのではないか？」 

 

と思っていました。 

 

でも返事が来たんです。 

 

 

本当に嬉しかった。。 

涙が溢れました。。 

 

 

それがきっかけとなり、まるで氷が解けていくように 

徐々に親子の関係が戻っていき 

 

娘が出て行ってからちょうど 5 年が経ったある日、 

私たち親子は２人で 

 

アイスランドへ海外旅行に行きました！ 

 

 

私にとって、これほどの奇跡はありません。 

まるで夢でも見ているかのようでした。。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あなたにも起こる奇跡、次はあなたの番です 

 

このように、私はエニアグラムと出会って 

 

自分の特徴を知り、 

自分の傾向を知り、 

 

そして 

 

相手の特徴を知り、 

相手に伝わりやすい表現を知りました。 

 

その結果、突然予期せぬ『絶縁宣言』をされた娘と 

5 年の歳月を経て、2 人で海外旅行に行けるまでになったのです。 

 

ここまで読んで下さったあなたは 

 

「とはいえ、これはにいみさんだから出来たことでしょ」 

 

と思われるかもしれません。 

 

そうです。 



 

確かにこの状況は私独自のものだと思います。 

 

日常で突然、子どもに絶縁宣言される状況も 

なかなかないと思います。 

 

でも、起きている状況は違えど、 

起こっている ”中身” 原因は同じです。 

 

それは、、、 

 

『自分のタイプを知らない』 

 

『相手のタイプを知らない』 

 

そして 

 

『相手に ”伝わる” 言葉を知らない』 

 

これが原因なのです。 



 

その本質を真に教えてくれるのが 

エニアグラムなのです。 

 

エニアグラムが私に奇跡を与えてくれました。 

 

次はあなたの番です。 

 

あなたがもしお子さんとの関係で 

 

 最近話がかみ合わないな 

 何か距離を置かれているような気がする 

 口を開くとケンカばかりだ 

 

と何かモヤモヤしていることがあるのなら 

ぜひエニアグラムを学んでください。 

 

そしてその機会は、今ここにあります。 

 

とはいえ・・・ 

 



 

「エニアグラムを学んだ人は 

全て親子関係が良くなっているのですか？」 

 

という疑問があるかと思います。 

 

答えは”ノー”です。 

 

エニアグラムは素晴らしいものです。 

 

それは私自身、身を持って実感しているので 

自信を持って言えます。 

 

しかし、 

 

『エニアグラムを学んだ人が 

100％成果が出るか』 

 

というとそうではありません。 

 

これは今まで行ってきた講座やワークショップを 

してきた中で受講生さんに聞いた感覚なのですが、 



 

受講生の約 80％の人は何かしらの成果や効果を感じていますが、 

残りの 20％の人はほとんど成果が得られていません。 

 

 

なぜ 20％の人は成果が出ないのか 

 

かの有名な孫子の名言でも 

「人を知り、己を知れば、百戦危うからず」 

という言葉がある通り、 

 

エニアグラムによって、 

 

 他人のタイプを知り、伝わる言葉を使い 

 自分のタイプを知り、その傾向を理解すれば 

 

人間関係のほとんどを解決できるはずなのです。 

 

それでも成果が出ない人がいる。。 

 

本当に不思議でした。 



 

でもここでその原因がやっとわかったのです！ 

 

 

エニアグラム”理解”のその先とは 

 

それは 『リーダーシップ』 です。 

 

成果の出る 80％の人はリーダーシップがあり、 

成果の出ない 20％の人はそれがなかったのです。 

 

なぜリーダーシップが必要かというと、 

 

家庭や職場、友人関係などの ”人間関係” は 

「あなた１人」ということはあり得ないですよね？ 

 

必ず少なくてもあなた含め 2 人以上の間で 

人間関係は生まれます。 

 

その中で、あなたが積極的にリーダーシップを持って 

相手と関わらなければ、その人との関係性は 



今までと全く変わりません。 

 

例えば、親子関係でトラブルがあったとき、 

 

 子どもの方から話しかけてくるのが当たり前だ 

 話しかけても無視するあいつが悪い 

 

と相手の出方や対応を期待して待っていては 

望む成果は得られないのです。 

 

そこでもしあなたが少しのリーダーシップを発揮し、 

自ら話しかけて関係性を作っていくことができれば 

今までとは全く違う結果が生まれるでしょう。 

 

 

エニアグラム×リーダーシップ＝究極のコミュニケーション 

 

そこで今回のエニアグラムワークショップでは、 

 

エニアグラムの強烈なパワーを実体験してきた 

『エニアグラムの伝道師』である私と、 



 

あまたの企業研修でリーダーシップを説いてきた 

『リーダーシップの権威』であられる木村孝先生が行う 

2 日間のワークショップを開催することにしました。 

 

エニアグラムで個々のタイプを知ることで 

あなたの言葉を ”伝わる言葉” に変換し、 

 

その上でリーダーシップを発揮し 

ひとつの方向へ導いていく・・ 

 

その方法をワークを通して体験できるのが 

このエニアグラムワークショップです。 

 

この 2 つを同時に学ぶことで、もう死角はありません。 

 

このワークショップを体験することであなたは 

 

 子どもとの言い争いがなくなり 

 いつも笑顔が溢れ 

 職場でも円滑なコミュニケーションが図れ 



 仕事がスムーズに進み 

 

仕事にプライベートに充実した毎日が 

手に入ることでしょう。 

 

 

8/26（土）・27（日）2 日間 

価格：32,400 円 

場所：ルートインホテル熊本駅前（11F 会議室） 

時間：9：45～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

エニアグラム ワークショップに、今すぐ申し込む 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/911f475e526022
https://ssl.form-mailer.jp/fms/911f475e526022
https://ssl.form-mailer.jp/fms/911f475e526022
https://ssl.form-mailer.jp/fms/911f475e526022


お客様の声ーエニアグラム（子育て）ー 

 

 エニアグラムの話を聞いて、自分と子供との関係をあらためて考えることができました。

「自分と子供は違う」自分の考えを押し付けていたところもあるので、これを機会に子供

はどんなことを大切にしているか、やる気があるかをもう一度見つけて、子供の可能性を

信じてみようと思います。 

 

 客観的に自分を知ることはなかなかないので、自分のタイプを知り、自分の行動を見

直すというのはおもしろいかもと思いました。また、毎日子供に怒りっぱなしなので、今日

から理解を示してみようと思います。 

 

 子供への接し方は、その子のクセを知り接することが大切ということがわかりました。子

供を見守りながら、ありのままの子供を認め、受け入れてみようと思います。思いもつか

ない子育て方で、エニアグラムをもっと知りたいと思いました。 

 

 最近、小学生（男）の子が、いつもゲームばかりして宿題もしない、寝るのも遅くなり

朝起きれない状態で、そんな息子をいつもガミガミと叱っていました。本当にビックリなの

ですが、ここ最近自分自身が反省して、大きい声で叱るのをやめ息子の話を聞いて自

分で決めさせて…というふうにするように決めてみました。とても穏やかになりました。今

日、お話を聞いてとても感銘しました。少しずつですが頑張っていきたいです。 

 

 とてもわかりやすかったです。自分を知るとか、タイプなど考えたことなく、やみくもに子育



てをしています。どうしてこの子はこうするんだろう？とか、こんな大人にならないようしっか

り私が今のうちにしつけなければ！とか思ってました。「ありのままをうけいれる」を少しし

てみようと思います。 

先日、娘がお友達をいじめてしまって…先生がおっしゃった『自然のバツ』を与えられ、

本人も自然のバツがいやだったのか、気を付けるようになり、お友達とちょうどよく遊んで

います。これが、自分でわかるってことなんだなと、見守り大切さを感じていたところでした。

同感した部分たくさんありました。 

 

 自分と子供は違うっていう、ありのままを受け入れる。少しずつやってみようと思いました。

私も本や先生の話を聞いて、タイプ１じゃないかと思っています。正しくないことはとにか

くダメ。抑えつけてでも正しくないってことを教えなくては。と思いがちです。それは自分が

他人から、子供に対して正しいことを教えてないと思われるのが怖いって言うことなのか

な…と。違った目線で見ると実は自分が思っていることも正しくないのかも…と、一呼吸

おいて考えられる余裕も持っていきたいと思いました。 

 

 家族の、夫や我が子、自分の親でも、日々わからない、なぜ？の部分が多かったので、

いろんなタイプがあることがわかって、周りの人たちのことが少しずつ理解できるようになっ

ていけたらいいなぁと思います。もっとグルーバルな人になろうと思います。心の器が大きく

なった気がします。 

 

 子育てに関して、子供の鎧を薄くするということは、欲求にこたえるということですね。納

得できました。が、それがちゃんとできるかというのはすごく不安があります。こわいです。



ただ、意識して行動するように頑張りたいと思います。また、私自身もその鎧が相当分

厚いものだと今日気付けました。私自身、全部私のフィルターで見ています。気を付け

るというか、なおさないといけないと思いました。自分も子供も夫も認め合うってことが大

事なんですね！！ 

 

 ５年生の息子がいます。コーチングの本を読み、今年の夏休みは「～しなさい」と言わ

ない夏にしたところ、何も終わらず休みが終わりました。見守るということはいかに大変で

忍耐のいることかと思い、でも、もう根気強くやっていくしかないと改めて感じたところです。

今日参加して本当によかったと思いました。まずは、自分を知る、自分の中の恐れと向

き合うことから始めてみようと思ってます。 

 

 

 

お客様の声ーリーダーシップー 

 

 エニアグラムにて、９つのタイプがあることが分かった。 各々、タイプごとの考え方を持っ

ており、その特徴を導くように接していく。 

 

 リーダーにもいくつものタイプがあること。 自身のタイプが把握でき、今後のリーダーシップ

を発揮する場面で長所、短所を理解して行動をか心がけるようにしたい。 

 

 自分のことは自分が一番分かっているだろうと思っていただけで、分かっていなかったこと



が分かった。きちんと向き合うことにより、得意なこと、不得意なことがはっきりした。 行

動、決断が早くなるように思う。自分をきちんと知っていることは自分の強みだと思った。 

 

 自分の性格や行動パターン、強み・弱みを理解したため、自分に足りない要素を課題

と捉え、課題に対して意識して敢えてやってみることにより、より強固な人格形成ができ

ると理解しました。また、相手に対して何気なく接していたことについても、９つの要素を

知っていることにより、業務をスムーズに進めたり問題解決の糸口にもなると思いました。 

 

 自分とは合わない価値観でも、その人を深く理解することや別の価値観の人間と組み

合わせることにより強みに変わるということを改めて認識することができたと思います。 

 

 エニアグラムにより自分の根っこにある性質を理解できたこと。各タイプの色の違いが、タ

イプごとにグループ分けし討議発表することで、肌に感じることができたこと。自分の強み、

弱み、相手の強み、弱みを知ることで今後のコミュニケーションの幅が広がる期待、希

望を持つことができました。このような研修は節目節目に行うべきではないかと感じまし

た。 

  



そんなエニアグラムワークショップで開催される 

内容の一部を紹介すると・・・ 

 

 

 

 

人は過去からの積み重ねによって現在があります... 

そして今を強烈に形作っている”根源”があります... 

それを見つけ出し自覚することで、より自分を理解することができるでしょう... 

 

 

 

 

エニアグラムを占いや性格診断だと思っていませんか？ 

エニアグラムは現代の学術的に裏付けされた心理学・人間学です... 

その根幹をしっかりと学び、表面的な性格診断では終わらせません... 

 

 

 

 

記憶の奥に封印されたパンドラの箱を解き放ち、 

自分の中の根源を見つけるワークとは？ 

古代ギリシャ時代にルーツを持ち、現代心理学で検証された、 

9 つの性格タイプの性格心理学・人間学とは？ 

過去の自分を曖昧な記憶に頼るのではなく、 

客観的な図として把握するある技法とは？ 



この技法を使えば、数日前の夕食も思い出せないような曖昧な記憶ではなく、 

ハッキリと客観的に把握し、理解できます... 

 

 

 

 

このワークを体験することで、「他人を理解する」ことについて 

真に腹の底から理解することでしょう... 

 

 

 

 

あなたと相手のタイプに合わせた究極コミュニケーション法を伝授します... 

 

 

・ 

 

人にはそれぞれ独自の強みがあります... 

リーダーシップもそのうちの一つですが、 

同じテーマでもタイプごとに全く違う結果を引き起こす 

ある特別なワークとは？ 

理想の親子関係を取り戻す、 

あなたにカスタマイズしたオリジナル法 

「リーダーシップがある」と思っている人にありがちな間違いとは？ 



その強みが強いゆえに、間違ったリーダーシップを発揮しがちになります... 

よくありがちな間違いを知ることで強みをより発揮できるようになるでしょう... 

 

 

 

 

あなたはリーダーシップと聞いてこんな勘違いをしていませんか？ 

リーダーシップの神髄を余すところなく伝授します... 

 

 

・ 

 

家族や職場の会議で発言する人の意見が通ってしまうことってよくありませんか？ 

でもそういう人がリーダーシップがあるかというとそうではありません... 

みんなの前で発言できるからこそ、陥ってしまいがちな落とし穴を解説します... 

 

 

・ 

 

あなたの周りで起こるトラブルは、 

多くを語らず発揮するリーダーシップとは？ 

「発言できる人」が陥りやすい 3 つの落とし穴とは？ 

タイプで違う、知らないとトラブルが頻発する思考の癖とは？ 



この癖を知らないからこそ起こっていることかもしれません... 

この癖を知ることで今後、無駄なトラブルから解放されるでしょう... 

 

 

・ 

 

一番身近な家族でさえ、上手く付き合えない人が多いです... 

家族のタイプを知り、どう上手く付き合っていけるかのポイントをお伝えします 

 

 

・ 

 

エニアグラムで自分を知り、相手を知ることで、 

現在の状況を正確に把握し、理想の未来への道順が明確に見えてきます... 

その道順がわかれば理想の未来＝ゴールへの地図を描けるようになります... 

 

 

・ 

 

私たちが長い年月をかけて会得してきたものをすぐに自分のものにするのは難しいです... 

家族と上手く付き合っていく方法 

理想と現実を繋ぐ「心の地図」の描き方 

唯一無二の究極コミュ力を発揮する秘密のカンニングシートとは？ 



しかし、このカンニングシートを使えば 

瞬時に究極的なコミュニケーション能力を発揮できるでしょう... 

 

 

など、自己探求・他者理解・リーダーシップの要所を抑えた体験型

ワークショップです。 

 

8/26（土）・27（日）2 日間 

価格：32,400 円 

場所：ルートインホテル熊本駅前（11F 会議室） 

時間：9：45～17：00 
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私のような想いはして欲しくない 

 

今回のワークショップの参加費は 2 日間で 32,400 円ですが、 

これを見たあなたは 『高い』 と思われたかもしれません。 

 

しかし、今回私と一緒にファシリテーターを務めてくださる木村先生は 

主に企業研修をされている方で、クライアント会社の規模にもよりますが、 

大体数十万円から大企業に至っては数百万円規模の研修費をいただいています。 

 

私でさえ、個別コンサルやプロデュースの際には数十万からのフィーをいただきます。 

 

そんな私たちが同時にワークショップという形で各々の全てをお伝えするといった場合、 

通常であればかなり高額な参加費をいただくことになると思います。 

 

しかし、私は今回のこのワークショップで、 

 

「私と同じように親子関係で苦しんでいる人を救いたい」 

 

という強い想いを持っています。 

 

そして、親子関係に悩んでいる人を１人でも多く救いたいと思ったとき、 

参加費が高額であれば、その想いは実現しないと思ったのです。 



 

1 回の研修や講座で高額を支払える富裕層の方で 

親子関係に悩んでいる人もいらっしゃると思います。 

 

でもその逆で、そうじゃない人もきっと多いのではないかと思うのです。 

 

この想いを木村先生にお話ししたところ、 

非常に共感してくださって、通常ではありえない価格で 

このワークショップを引き受けてくださったのです。 

 

そんな私たち 2 人の講師がみっちり 2 日間あなたをサポートし 

究極コミュニケーションを身に着けていただくワークショップが 

 

32,400 円です。 

 

額面上で見れば、決して『安い！』と言える額ではないかもしれません。 

 

でも、1 日で換算すれば 16,200 円です。 

 

さらにこのスキルは一生をかけて使い続けていけるスキルです。 

 

そう考えた場合、今回の参加費と未来の得られる利益は 



どちらが大きいか考えてみてください。 

 

そして、何事にも代え難い親子の絆を取り戻せるチャンスです。 

 

ぜひこのチャンスを見逃さないでください。 

 

 

こういう人は参加しないでください 

 

とはいっても、 

誰でも参加して欲しいわけではありません。 

 

私は本気で「親子関係に悩む方を救いたい」と想って 

このワークショップを開催しますので、 

 

 人の弱みにつけ込んで自分の商品サービスを売ろうとする販売目的の人 

 人を操ることを目的にスキルを習得しようとする人 

 

など、悪意を持ってスキルを使おうとする人は 

このエニアグラムワークショップには参加しないでください。 

 

逆にその他の方、例えば 



 

 職場の人間関係で悩んでいる人 

 自分と親との関係で悩んでいる人 

 ママ友や友人関係で悩んでいる人 

 

など、子どもとの関係以外でも 

何か人間関係を改善したいという悩みをお持ちの方は 

ぜひ参加してみてください。 

 

あなたのご参加を心よりお待ちしております。 

 

8/26（土）・27（日）2 日間 

価格：32,400 円 

場所：ルートインホテル熊本駅前（11F 会議室） 

時間：9：45～17：00 
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特典 

 

このワークショップだけでも、 

この金額ではありえないくらいおトクなんですが、 

さらに、このワークショップには、 

無料個別相談（１時間以内）という特典をお付けしています。 

 

親子関係を良くするためにエニアグラムを『学ぶ』ことが目的になってはいけません。 

それを活かして、 

『家族の笑顔が増える・会話が増える』 

そういった成果を得ていただきたいと思っています。 

 

そのためには、 

ワークショップで学んだことを実際にあなたの人生で試す必要があります。 

新しく始めることですので、 

初めはドキドキして試す勇気が出ないかもしれません。 

学んだことが上手くいかないかもしれません。 

 

その時に、上手く行かない原因や方向修正、 



あなたに合ったエニアグラムの使い方を 

もう一度、個別に無料でお話しできる機会です。 

 

そうすることでエニアグラムを ”学んだ” だけで終わりにするのではなく、 

本当の意味であなたの人生を幸せにすることができるのです。 

 

 

先着 30 名限定 

 

今回の企画は、ワークをしながら個別に対応する 

というワークショップの特性上、 

 

不特定多数の参加を受け付けることができません。 

 

なので、講師１人がしっかりと見られる人数の 15 名×2 の 

合計 30 名の参加募集とさせていただきます。 

 

夏休み最後の土日。 

子どもの宿題は子どもに任せ、 

親も、宿題をかたずけるときです。 

 



先着順となりますので、 

今すぐ下記申込みフォームよりお申込みを完了してください。 

 

8/26（土）・27（日）2 日間 

価格：32,400 円 

場所：ルートインホテル熊本駅前（11F 会議室） 

時間：9：45～17：00 

 

 

 

追伸 1 

 

繰り返しになりますが、 

このエニアグラムワークショップでは、 

 

子どものために一生懸命家事に仕事に頑張ってきたけれど 

気付けば子どもと距離ができてしまい、 
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どうすればいいのか悩んでいる人や 

職場や友人関係などの人間関係に悩む人のための 

 

体験しながら究極コミュニケーション術を伝授する 

ワークショップです。 

 

これを受けることであなたは、 

 

 子どもと接するときにイライラやストレスを感じることなく 

笑顔で親子関係を築けるようになったり 

 職場の人間関係が劇的に改善したり 

 今まで悩んでいた人間関係のストレスから解放されることでしょう 

 

ただし、その扉は先着 30 名が通った瞬間に閉ざされてしまい、 

もう再び開くことはありません。 

 

まだ扉が開いているうちに、どうぞ理想の未来への扉を 

通り抜けてください。 

 

ワークショップ参加条件は先着 30 名限定です。 

今すぐお申込みください。 



 

8/26（土）・27（日）2 日間 

価格：32,400 円 

場所：ルートインホテル熊本駅前（11F 会議室） 

時間：9：45～17：00 

 

 

 

 

 

追伸２ 

 

先ほどもお伝えしましたが、 

このエニアグラムワークショップにご参加頂いた方限定で 

特典をご用意しております。 

 

それは、個別無料相談（１時間以内）です。 
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ワークショップの前にお受けいただくこともできますが、 

オススメは、ワークショップ後。 

 

 ワークショップを受けていただいた後のフォローアップとして 

 ワークショップでは話せなかった、あなたの個別案件への具体的対策として 

 なかなか実践が難しく、勇気が出ない場合のサポートとして 

 

あなたに合わせたご希望の日時で 

ご利用いただくことができます。 

 

ワークショップで感じた、気付いたことをもとに、 

あなた自身の抱えている問題にどう生かしていくかを落とし込む時間です。 

 

実際の場面で実践していくことで、 

あなたの未来が、あふれる笑顔と幸福感でいっぱいになるのを、 

ぜひ、あなたも体験してください。 

 

   



追伸３ 

 

講師プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木村 孝 

株式会社ヒューマックス 代表取締役 

1973 年 SONY 商事入社 

     メンタル不全を起こし、治癒を目指して交流分析などの心理学、 

     大脳生理学に基づく脳力開発法、デールカーネギー人間学、 

     自己啓発セミナー等様々な人間開発を体験 

1983 年 SONY グループ退社 

     米国潜在脳力開発法トレーナとして独立 

     同年、株式会社脳力開発研究所（所長志賀一雅  

     アルファ脳波の第一人者）入所 

1991 年 株式会社ヒューマックス設立 

     《エニアグラム》を活用した自己実現・自己超越プログラムを 

     個人・企業・組織・スポーツチームに開始し、現在に至っている。 

 

ファシリテータ実績： 

JR 東海グループ、東芝、デンソー、ソニー、みずほ銀行社長会、住友生

命、サンフレッチェ広島、全日本柔道、立教大学、立命館大学、特許

庁管理職、産業医科大、鳥取大学医学部…等多数 

 

著書：『９つの鏡』 等、計７冊 
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にいみ ひろこ 

LandingSPACE 代表 

大手半導体設計会社で技術者として 27 年勤務。 

その間、家事、育児と両立しながら何年も抜け出せない（ほぼ）鬱状

態を経験するも、自力で克服。  

その後、エニアグラムに自分の状態がそのまま書かれていたことを知り、驚

愕し、エニアグラムを独学で学び始める。 

体調不良者が多い中、管理職の在り方、チーム運営等への課題意識

から、カウンセリング、コーチングを学ぶ。 

2012 年 会社の経営悪化をきっかけに、会社や社会にきらきら輝く人

を増やしたいという夢のため、退職。  

 

その後、エニアグラムを本格的に学び、第一人者のラス・ハドソン氏、ティ

ム・マクリーン氏のもと、300 時間を超えるトレーニングをクリア。 その学

びの中で、自分の子供に対する関わり方のクセにより、子供が反発して

出ていくという問題が起こっていたことがわかり、またしても驚愕する。 

 

現在は、東京・福岡・熊本でのセミナー、研修、人財コンサル、組織内

カウンセリング、個人セッション等で活動中。 

 

【資格】 

国家資格 キャリアコンサルタント 

一般社団法人 産業カウンセラー協会  産業カウンセラー 

一般財団法人 生涯学習開発財団  認定コーチ 

日本催眠コーチング協会 認定催眠コーチ 
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