
平成　28年　 2月　　1日作成

講師氏名
肩書・
資格等

講義形式
(基礎講座）

対象者 目標人数 　（　3　）人

媒体

日程

方法

特記事項
その他

　　（　　　）板書　　　（　　　）パワーポイント使用　　　※基礎講座は必ず指定テキスト＋映像教材ＤＶＤを使用

　サロンをご利用のお客様
　お客様の友人・知人

広報ＰＲ
受講受付

記入例：自営サロン・最少人数

　郵送料・チラシ印刷代・資料代・その他
　　　　（　　　500 ）円

直接収支
概算

※この計画書は、ホリスティックヘルス塾「基礎講座」の開講にあたり、計画・準備の自己確認ツールとして使用して下さい。提出義務はありません。

ホリスティックヘルス塾「基礎講座」　開講企画書

　健康　華子
　ホリスティックヘルスインストラクター
　ヨーガインストラクター

時間

　■ホリスティックヘルス塾・基礎講座　　　※講座時間180分、実施要項通りに行う。

　■付帯講座　　　（　　　　）あり　　　（　○　）なし　　　※二部構成で付帯講座を行っても良い。

　

開催予定
日時

　　付帯講座テーマ　※行う場合

　　付帯講座内容　※行う場合

　受講料　第二部
　　　会員（　　　　　）円×（　　）名＝（　　　　　　）円

　ＤＶＤ視聴用のテレビは、サロン備品の24インチ液晶テレビを使用。
　ＤＶＤプレーヤーを自宅から持参。

　（ 13）時（ 30）分～ （16）時（ 30）分

　平成　28年　5月 21日（ 土 ）
会場 　ホリスティックサロン☆☆（自営）

　＜収入＞　　計（　　15000 ）円 　＜支出＞　　計（　　 5000 ）円

　受講料　第一部　　※金額変更は不可
　　　一般5000円×（ 3 ）名＝（ 　15000　）円

　教材費　　※協会から購入
　　　1500円／人×（ 3 ）名＝（　　4500 ）円

　受講料　第一部　　※金額変更は不可
　　　会員4000円×（　　）名＝（ 　        　）円

　会場費　　※自宅や自前サロン等以外を使用の場合
　　　　（　　　　　　　）円

　受講料　第二部
　　　一般（　　　　　）円×（　　）名＝（　　　　　　）円

　講師料・アシスタント等人件費　　※ご自身以外
　　　　（　　　　　　　）円

　（　　）ホームページ・ブログ　　（ ○ ）ＦＢ・メール　　（ ○ ）チラシ　　（　　）その他

　準備開始　 3　月　1 日頃　⇒広報開始　3 月 20 日頃　⇒申込締切　 5 月 18 日頃

　　サロンのお客様にチラシを手渡し、またはお客様の知人・友人に手渡しをお願いする。
　　サロンに登録のお客様にメール案内をする。
　　電話･メールで申込みを受付、受講料は来店時に事前受領するか当日徴収する。



平成　28年　 1月　　1日作成

講師氏名
肩書・
資格等

講義形式
(基礎講座）

対象者 目標人数 　（　10　）人

媒体

日程

方法

特記事項
その他

※この計画書は、ホリスティックヘルス塾「基礎講座」の開講にあたり、計画・準備の自己確認ツールとして使用して下さい。提出義務はありません。

ホリスティックヘルス塾「基礎講座」　開講企画書

　健康　華子
　ホリスティックヘルスインストラクター
　ヨーガインストラクター

開催予定
日時

　平成　28年　5月 21日（ 土 ）
会場 　ホリスティックサロン☆☆（自営）

　（ 13）時（ 00）分～ （17）時（ 30）分

　受講料　第一部　　※金額変更は不可
　　　一般5000円×（ 9 ）名＝（ 　45000　）円

　教材費　　※協会から購入
　　　1500円／人×（ 10 ）名＝（　　15000 ）円

時間

　■ホリスティックヘルス塾・基礎講座　　　※講座時間180分、実施要項通りに行う。

　■付帯講座　　　（   ○   ）あり　　　（　　　　　）なし　　　※二部構成で付帯講座を行っても良い。

　　呼吸法の基礎（自宅で出来るヘルスケアVOL.1）

　　第一部でも紹介されている呼吸法について、自宅で日常的に出来る
　　ヘルスケアのひとつとして、ミニ講話と実践体験で習得していただく。

　ＤＶＤを視聴用テレビは、自宅から40インチ液晶テレビを持参（サロン備品は小さくて見えない）。
　ＤＶＤプレーヤーも自宅から持参。
　第一部は13:00～16:00、第二部は16:15～17:30として二部構成で行う。

記入例：自営サロン・少規模・組合せ開催

　受講料　第一部　　※金額変更は不可
　　　会員4000円×（ 1 ）名＝（ 　 4000　）円

　会場費　　※自宅や自前サロン等以外を使用の場合
　　　　（　　　　　　　）円

　受講料　第二部
　　　一般（　1000 ）円×（ 8 ）名＝（　8000　）円

　講師料・アシスタント等人件費　　※ご自身以外
　　　　（　　　　　　　）円

　受講料　第二部
　　　会員（　　　　　）円×（　　）名＝（　　　　　　）円

　郵送料・チラシ印刷代・資料代・その他
　　　　（　　　5000 ）円

　サロンをご利用のお客様
　お客様の友人・知人
　ホームページを見てくれた方

広報ＰＲ
受講受付

　（ ○ ）ホームページ・ブログ　　（ ○ ）ＦＢ・メール　　（ ○ ）チラシ　　（　　）その他

　準備開始　 2　月　1 日頃　⇒広報開始　3 月　 1 日頃　⇒申込締切　 5 月 14 日頃

　　サロンのお客様にチラシを手渡し、またはお客様の知人・友人に手渡しをお願いする。
　　サロンのホームページに開講案内を出す。サロンに登録のお客様にメール案内をする。
　　電話･ＦＡＸ・メールで申込みを受付、ＦＢ参加も活用。
　　受講料は来店時に事前受領するか当日徴収する。

直接収支
概算

　＜収入＞　　計（　　57000 ）円 　＜支出＞　　計（　 20000 ）円

　　（　　　）板書　　　（　　　）パワーポイント使用　　　※基礎講座は必ず指定テキスト＋映像教材ＤＶＤを使用

　　付帯講座テーマ　※行う場合

　　付帯講座内容　※行う場合



平成　28年　 1月　　1日作成

講師氏名
肩書・
資格等

講義形式
(基礎講座）

対象者 目標人数 　（　20　）人

媒体

日程

方法

特記事項
その他

※この計画書は、ホリスティックヘルス塾「基礎講座」の開講にあたり、計画・準備の自己確認ツールとして使用して下さい。提出義務はありません。

ホリスティックヘルス塾「基礎講座」　開講企画書

　元気　増男
　ホリスティックヘルスインストラクター
　生活習慣病予防指導士
　あん摩マッサージ指圧師

開催予定
日時

　平成　28年　5月 21日（ 土 ）
会場 　☆☆市民会館★★会議室

　（ 13）時（ 30）分～ （16）時（ 30）分

　受講料　第一部　　※金額変更は不可
　　　一般5000円×（ 15 ）名＝（ 　75000　）円

　教材費　　※協会から購入
　　　1500円／人×（ 20 ）名＝（　　30000 ）円

時間

　■ホリスティックヘルス塾・基礎講座　　　※講座時間180分、実施要項通りに行う。

　■付帯講座　　　（　　　　）あり　　　（   ○   ）なし　　　※二部構成で付帯講座を行っても良い。

　ＤＶＤプレーヤー、液晶プロジェクター・スクリーンは会場で借用（会場費に含まれる）
　パワーポイント用のパソコンは自前のものを持ち込み。
　人数が多いので、受付等のアシスタント１名を手配

記入例：貸会場・中規模

　受講料　第一部　　※金額変更は不可
　　　会員4000円×（ 5 ）名＝（ 　 20000　）円

　会場費　　※自宅や自前サロン等以外を使用の場合
　　　　（　　　　　　　）円

　受講料　第二部
　　　一般（　　　　　 ）円×（ 　 ）名＝（　　　　　　）円

　講師料・アシスタント等人件費　　※ご自身以外
　　　　（　　　　　　　）円

　受講料　第二部
　　　会員（　　　　　）円×（　　）名＝（　　　　　　）円

　郵送料・チラシ印刷代・資料代・その他
　　　　（　　　5000 ）円

　治療院のご利用者
　ご利用者の友人･知人
　日頃連携して活動しているセラピスト
　ホームページを見てくれた方

広報ＰＲ
受講受付

　（ ○ ）ホームページ・ブログ　　（ ○ ）ＦＢ・メール　　（ ○ ）チラシ　　（　　）その他

　準備開始　 2　月　1 日頃　⇒広報開始　3 月　 1 日頃　⇒申込締切　 5 月 14 日頃

　　治療院のご利用者にチラシを手渡し、および登録のお客様にメール案内をする。
　　ホームページに開講案内を出す。日頃連携して活動しているセラピストに案内をお願いす
る。
　　主にＦＡＸ・メールで申込みを受付。
　　受講料は事前に郵便振込み、来店時に事前受領または当日徴収する。

直接収支
概算

　＜収入＞　　計（　　95000 ）円 　＜支出＞　　計（　 51000 ）円

　　（　　　）板書　　　（　　　）パワーポイント使用　　　※基礎講座は必ず指定テキスト＋映像教材ＤＶＤを使用

　　付帯講座テーマ　※行う場合

　　付帯講座内容　※行う場合


