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 サイモントン療法協会主催 2022 年レギュラープログラム  
 

※日程・会場・進行等については、「イベント日程一覧」をご確認ください。 
 

 

■サイモントン療法オンラインプログラム（患者さん・サポーター向け）■ 
 

2 ヶ月間、全 10 回にわけてグループで取り組むサイモントン療法オンラインプログラム（グループ

療法）です。2020 年夏よりオンラインでのグループプログラムをスタートいたしました。 

これまで移動や時間、費用の面でご参加が難しかった方も、ご自宅や病院から、ご自身の楽な体勢で

リラックスしながらアットホームにご参加いただけます。 

 

【参加方法】オンライン 

【対 象】がん患者さんとご家族・サポーター 

【参加費】（価格はすべて税込価格で表示されています。） 

◆通常料金 \100,000-  ◆リピーター料金 \80,000- 

※リピーター：過去にサイモントン療法レギュラープログラム（ベーシックプログラム、オンライン 

プログラム）に参加された方 

※患者さんお一人に対してサポーター１名が無料でご参加いただけます 

（画面は基本的に１つの画面から、患者さんとご家族ご一緒に共有していただきます。但し、距離が 

離れていたり患者さんが横になっているなど、物理的に共有が不可能な場合はそれぞれの画面から 

ご参加いただいて結構です。） 

 

 

 

■サイモントン療法オンラインプログラム（インターン・一般向け）■ 
 

当プログラムは、過去にオンサイト（会場）で行っていたサイモントン療法インターンプログラムの

オンライン版です。3 ヶ月間、全 12 回で、各回１つのテーマで課題に取り組みじっくりと学びを深め

ます。サイモントン療法に興味がある初参加の方も、リピーターの方もどうぞご参加ください。 

 

【参加方法】オンライン 

【対 象】医療従事者、心理職者、セラピスト、介護福祉関係者、教育関係者ほか、当療法をご自身 

やご家族のケアに役立てたい方など、一般の方にもご参加いただけます。 

※インターン・一般向けプログラムでは患者さんのご参加は受け付けておりません。 

【参加費】（価格はすべて税込価格で表示されています。） 

◆通常料金 \150,000-  ◆リピーター料金 \120,000- 

※リピーター：過去にサイモントン療法レギュラープログラム（ベーシックプログラム、インターン 

プログラム、オンラインプログラム）に参加された方 

【参加証】全ての回に欠席・遅刻・早退無く、完全に参加された方には参加証が発行されます。 

参加証はセラピスト認定証ではありません。サイモントン療法認定セラピストを目指してい 

らっしゃる方は、参加証１枚の提示で認定養成コース 1 回の参加とみなされます。なお、オ 

ンライン講座は１回のみ受験要件を満たす参加としてカウントされます（２度目以降は受験 

要件としてのカウントはされません）。 

【補講制度】ご都合で全日程を受講できなかった場合には、受講できなかった同項目の回を、次回以降 

のオンラインのインターン向けプログラムで補講（無料）することができます。その際、

参加証は補講後に発行されます。 

【認定試験】オンラインプログラムでも認定試験を実施いたします。認定試験受験をご希望の方は、 

事務局までお問い合わせください。 

 

お問合せ・お申し込み先／NPO 法人サイモントン療法協会 

E-Mail／info@simontonjapan.com  電話／03-3541-8530 FAX／03-3248-8821 

 

★公式 Web サイトからもご確認・お申込みいただけます★ 

https://simontonjapan.com/event/ 

公式Webサイト 

https://simontonjapan.com/event/
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 サイモントン療法協会主催 2022 年レギュラープログラム  
 

※日程・会場・進行等については、「イベント日程一覧」をご確認ください。 
 

 
 

■サイモントン療法オンライン・ショートプログラム■ 
 

当プログラムは、サイモントン療法のエッセンスを体験していただける、週末のショートプログラム

（オンライン、全 2 日間）です。サイモントン療法に興味がある方や、過去にご参加いただいた方で久々

にブラッシュアップしたい方などお気軽にご参加ください。 

 

【参加方法】オンライン 

【対 象】患者さん、サポーター（患者さんご家族）、医療従事者、心理職者、セラピスト、介護福祉関

連者、教育関係者ほか、同療法をご自身やご家族のケアに役立てたい方など、一般の方にもご参加い

ただけます。 

【参加費】（価格はすべて税込価格で表示されています。） 

◆定価 \12,000-  ◆プレミアムクラブ \10,800- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・お申し込み先／NPO 法人サイモントン療法協会 

E-Mail／info@simontonjapan.com  電話／03-3541-8530 FAX／03-3248-8821 

 

★公式 Web サイトからもご確認・お申込みいただけます★ 

https://simontonjapan.com/event/ 

公式Webサイト 



20220729AC 

 サイモントン療法協会主催 2022 年レギュラープログラム  
 

※日程・会場・進行等については、「イベント日程一覧」をご確認ください。 
 

 

■サイモントン療法ベーシックプログラム（6 日間滞在型）■ 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を見合わせております 

自然に囲まれたロケーションでリラックスしながら受講していただく、サイモントン療法の基本プロ

グラム。患者様にはご家族や近しい方など、健康に共に取り組むサポーターとご一緒に参加されること

をお勧めしますが、お一人での参加もスタッフがしっかりサポートしますので心配ありません。 

また、研修生のトレーニングプログラムも同時に行われ、参加者には参加証が発行されます。 

※参加証はサイモントン療法セラピスト認定証ではありません。 

 

【参加費】（価格はすべて税抜価格で表示されています。） 

 

◆【新規】患者＋サポーター（家族等身近な方）\240,000-  

※早割 ￥216,000-（税抜）（開催より 2 ヵ月前までのお申込み） 

※付添サポーターは宿泊費・食費のみ負担でセッション参加費は免除、 

サポーターのみの参加は患者の参加費と同額です。 

 

◆【新規】インターン及び一般 \160,000- 

※早割 ￥144,000-（税抜）（開催より 2 ヵ月前までのお申込み） 

 

◆【リピーター】患者＋サポーター ￥140,000-、インターン及び一般 ￥100,000- 

※リピーター：過去にサイモントン療法レギュラープログラム（ベーシックプログラム、インターン 

プログラム、オンラインプログラム）に参加された方。 

 

◆【宿泊費】ツイン（相部屋）5 泊 6 日（朝・昼・夜 3 食・会場費・税サ込）１名\83,612-（予定） 

※基本的にツインでのご利用となります。1 名で参加の場合、他の参加者の方と相部屋になります。  

シングルのお部屋をご希望の方は 1 泊あたり 3,000 円の追加料金でご用意することができます。 

 

 

■サイモントン療法インターンプログラム（全 5 ヶ月・計 10 日間）■ 
東京会場・神戸会場 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を見合わせております 

５ヶ月間にわたり、毎月２日間（指定された土・日）を利用しておこなわれます。内容は基本的にベ

ーシックプログラムと同様ですが、5 か月間の学びの中で、また新たな気づきが得られることでしょう。

全日程を受講した参加者には参加証が発行されます。 

※参加証はサイモントン療法セラピスト認定証ではありません。 
 
【参加資格】特にありません 【医療従事者が主体ですが、一般の方々もご参加いただけます】 

※インターンプログラムでは患者さんの参加は受け付けておりませんのでご了承ください。 

 

【参加費】 【新規】￥240,000(税抜)【リピーター】\160,000(税抜)【早割】216,000 円(税抜) 

※リピーター：過去にサイモントン療法レギュラープログラム（ベーシックプログラム、インターン 

プログラム、オンラインプログラム）に参加された方。 

 

【補講制度】ご都合で全日程を受講できなかった場合には、受講できなかった同項目を、次回以降のイ 

ンターンプログラムで補講（無料）することができます。補講後、参加証が発行されます。 

 

お問合せ・お申し込み先／NPO 法人サイモントン療法協会 

E-Mail／info@simontonjapan.com  電話／03-3541-8530 FAX／03-3248-8821 

 

★公式 Web サイトからもご確認・お申込みいただけます★ 

https://simontonjapan.com/event/ 

 

公式Webサイト 
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 サイモントン療法協会主催 2022 年 患者会  
 

※日程・会場等については、「イベント日程一覧」をご確認ください。 
 

 
 

■［オンライン］がん患者さんとご家族のためのシェア会■ 
 

患者会はがん患者さんやご家族・ご友人などサポートする立場の方々のための交流の場です。 

同じ経験を持つ患者さんやサポーターと話すことで、悩みや思いを共有・共感でき、気持ちが軽くな

ったり、療養生活を快適に送る知恵を得られたり、参加者同士が支え合う場となっています。 

 

オンラインによる患者会を月１回開催しております。 

ご自宅など、リラックスできる環境からご参加いただけます。体調にあわせて横になったり、また、

スナックやお飲み物などを召し上がりながら参加してくださっても結構です。 

かかっている病院や治療法などは問いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。 

 

【参加方法】 オンライン 

【ファシリテーター】 サイモントン療法認定セラピストが 

ファシリテーターを担当します 

【参加費】 無料 

【定 員】 20 名 

【対 象】 がん患者さんとご家族（サポーター） 

 

【詳細・お申込み】公式 HP で日程およびお申込み受付リンクを 

ご案内しております。詳しくは事務局まで 

お問い合わせください。 
 
 

 
 

■がん患者さんとご家族のためのサイモントン療法シェア会■ 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を見合わせております 

 

患者会はがん患者さんやご家族・ご友人などサポートする立場の方々のための交流の場です。 

同じ経験を持つ患者さんやサポーターと話すことで、悩みや思いを共有・共感でき、気持ちが軽くな

ったり、療養生活を快適に送る知恵を得られたり、参加者同士が支え合う場となっています。 

 

会にはファシリテーターとして、トレーニングを修了しているサイモントン療法協会認定セラピスト

が同席し温かくサポートいたします。 

かかっている病院や治療法などは問いません。どうぞ気軽にお問い合わせください。 

 

【対 象】がん患者さんとご家族・サポーター 

【参加費】無料 

【場 所】東京、神戸 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問合せ・お申し込み先／NPO 法人サイモントン療法協会 

E-Mail／info@simontonjapan.com  電話／03-3541-8530 FAX／03-3248-8821 

 

★公式 Web サイトからもご確認・お申込みいただけます★ 

https://simontonjapan.com/event/ 

公式Webサイト 
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 サイモントン療法協会主催 イベントご参加申込書  
  

※ファックス・郵送はこの用紙で・Ｅメールは以下の内容を下記までお送りください 
 

NPO 法人サイモントン療法協会 
ＦＡＸ：03-3248-8821 E-mail: info@simontonjapan.com 

郵送：〒104-0061 東京都中央区銀座 8 丁目 18-1 銀座木挽町ビル７Ｆ 
 

【イベント内容】下記よりお申込みされるイベントに○をしてください 

（  ）サイモントン療法オンラインプログラム（患者さん・サポーター向け） 

（  ）サイモントン療法オンラインプログラム（インターン・一般向け） 

（  ）サイモントン療法オンライン・ショートプログラム 

（  ）サイモントン療法ベーシックプログラム 

（  ）サイモントン療法インターンプログラム 

（  ）オンライン・がん患者さんとご家族のためのシェア会 

（  ）がん患者さんとご家族のためのサイモントン療法シェア会 

 

【参加区分】下記のいずれかに○をし、ご記入ください 

（  ）患者 （  ）サポーター （  ）インターン  

 
ふりがな                                               

 

氏名                                         
 
住所 〒                                     
 
ＴＥＬ                                        

 
携帯電話                                       
 
E-mail:                                        
 

どちらでサイモントン療法をお知りになりましたか？ 
 
                                           
 

 

患者さんに同行するサポーター用記入欄 
 

ふりがな                                        
 
サポーター氏名                                    
 
住所 〒                                     
 
ＴＥＬ                                        
 
携帯電話                                       
 
E-mail:                                        
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 サイモントン療法協会主催 イベント日程一覧  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

お問合せ・お申し込み先／NPO 法人サイモントン療法協会 

E-Mail／info@simontonjapan.com  電話／03-3541-8530 FAX／03-3248-8821 

 

★公式 Web サイトからもご確認・お申込みいただけます★ 

https://simontonjapan.com/event/ 

 公式Webサイト 

プログラム名 日程 会場 進行

サイモントン療法

オンラインプログラム

（患者さん・サポーター向け）

≪ 3ヶ月 全10回 ≫

いずれも 13:00-16:30

2022年9月24日～11月20日

第1回 9/24(土)、第2回 9/25(日)

第3回 10/8(土)、第4回 10/9(日)

第5回 10/22(土)、第6回 10/23(日)

第7回 11/5(土)、第8回 11/6(日)

第9回 11/19(土)、第10回 11/20(日)

※上記とは別に、お一人１時間の無料個人カウン

セリングを受けることができます。

［オンライン］

サイモントン療法

オンラインプログラム

（インターン・一般向け）

≪ 4ヶ月 全12回 ≫

いずれも 13:00-16:30

★印のみ、ビリーフワークトレーニング

のため、午前中10:00-11:30（90分）

も実施します。

2022年9月24日～12月4日

第1回 9/24(土)、第2回 9/25(日)

第3回 10/8(土)、第4回 10/9(日)

第5回 10/22(土)、第6回 10/23(日)★

第7回 11/5(土)、第8回 11/6(日)

第9回 11/19(土)、第10回 11/20(日)★

第11回 12/3(土)、第12回 12/4(日)

［オンライン］

サイモントン療法

オンライン・ショート

プログラム

（全2日間）

2022年7月16日～7月17日

※好評のうちに終了しました。

※次回開催が決まり次第、HP、メルマ

ガ、Facebookでご案内します。

［オンライン］

［オンライン］がん患者さんと

ご家族のためのシェア会

（患者会）

2022年8月14日（日）

13:00～14:30

-------------------------

2022年9月11日（日）

13:00～14:30

-------------------------

2022年10月16日（日）

13:00～14:30

［オンライン］

【ファシリテーター】

サイモントン療法認定

セラピストが担当します


