
バート、ソフィー・ヘリンガー in スペイン 
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除外する動きと迎え入れる動き…魂の歴史的な神秘 

ワークショップ・プログラム 
日程 時間 内容 

２月 25日（木） 午前 10時 ～ 午後７時 受付 

２月 25日（木） 午後 4時 ～ 午後７時 Hellinger sciencia 説明会 

２月 26日（金） 
午前 10時 ～ 午後１時 
午後４時 ～ 午後７時 

ワークショップ 

２月 27日（土） 
午前 10時 ～ 午後１時 
午後４時 ～ 午後７時 

ワークショップ 

２月 28日（日） 午前 10時 ～ 午後１時 ワークショップ 



ワークショップ詳細 

 
受付：  2016 年２月 25日（木） 午前 10時 ～ 午後７時 
会場：  Congress and Exhibition Centre Lienzo Norte  

Avenida de Madrid, Avila 102, 05001, Spain 
アビラ／スペイン 

開場時間： 2016 年２月 26日（金）からのワークショップの開場時間は午前
９時半です。ワークショップは午前 10時から始まりますので、お
早めにご入場ください。 

受付確認書類： 受付でお支払の確認と本人確認を行いますので、以下の書類をご持
参ください。 
・ 参加費支払済レシート 
・ パスポート 

 

参加費 
 

 11月31日までの早割 2016年１月31日までの早割 2016年２月・通常料金 

A 350ユーロ 390ユーロ 435ユーロ 

B 300ユーロ 340ユーロ 375ユーロ 

C 208ユーロ 230ユーロ 260ユーロ 

 
 座席には番号が振られています。 
 
 ゾーンAはステージに最も近いエリアで、ゾーンBは真ん中、ゾーンCはステー
ジから一番遠い席です。 
 
 1. 座席の割当は、以下の方針に沿って 2016年２月 19日に行われます。 

・ 参加者として認められるのは、指定した座席ゾーンの料金の全額を期日までに
お支払いただいた方になります。 

・ ２月 19日以降にお支払を頂いた方に関しましては、2016年２月 25日の受
付日に受付に到着された順で行います。 



お申し込み 

 
1. 所定のお申し込み用紙にご記入ください。 
 
2. 以下の何れかの方法で、選択した座席ゾーンに従って全額をご送金ください。 

銀行振込、もしくは Paypal でのお支払の際に、通信欄に必ず以下の要領でお名前
と座席ゾーン、ワークショップ名をご記入ください。 
   HSAv16 + zone (A, B or C) + 苗字（ローマ字） + 名前（ローマ字） 
ワークショップ名  座席ゾーン     苗字       名前 
   例：お名前が John Smith でゾーンAの座席を希望する場合 

HSAv16 + A + Smith + John 
通信欄に記入する文字列：HSAv16ASmithJohn 

 
A.銀行振込 

銀行名： Banco Mercantil del Norte, S.A. 
銀行住所： Colonia Primavera, 64830, Mexico. 
口座番号： 112567 0 7218000 103 8 
SWIFT コード： MENOMXMTMEX 
支店名：  Tlalnepantla (116) 
          Plaza: DF 9244 
受取人名： University Center Doctor Emilio Cardenas, S. C.  

 
B. Paypal によるお支払 

 事前に PayPal のウェブサイト（www.paypal.com）よりクレジットカード
またはデビットカードのご登録をお済ませの上、以下のサイトよりチケットを
ご購入ください。 
 

 
3. お支払がお済みになりましたら、レシートのコピーと申込書を次のアドレスまでメ

ールでお送りください。info@zentrum.com.es 
お申し込みのお問合せ：00 (34) 661 283 789（スペイン） 
 日本からのご参加を検討されている方は、以下にご連絡ください。 

アナロジック クリエーション（日本） http://analogiccreation.jimdo.com/ 
050-5532-5388 analogiccreation@gmail.com 

 

http://www.domus.cudec.edu.mx/productos/hellinger-sciencia-en-avila-espana/ 
 



領収証の発行 

 
 既にお申し込みと参加費のお支払がお済みの参加者は、次のアドレスに以下の内容
をお知らせいただくことで領収証を発行いたします。facturacion@cudec.edu.mx 
 

・ 参加者名、領収証の宛名（会社名など） 
・ お支払時のレシート 
・ パスポートのコピー 
・ 住所（ローマ字で番地、市区町村、都道府県、郵便眼号、国名まで記入） 
・ e メールアドレスと連絡先電話番号 

 

会場 

 
CONFERENCE AND EXHIBITION CENTRE LIENZO NORTE 
住所： Avenida de Madrid, 102 · 05001 Avila, Avila. Spain 
 
 
マドリード・バラハス空港からシティーセンターへ 
 
 アビラへ行くためには、まず空港からシティーセンター（市の中心部）へ移動しま
す。最も早い行き方は、メトロかRENFE（スペイン鉄道）です。 
 
メトロでの行き方 
 バラハス空港からメトロの駅へ移動してください。メトロの運賃は 4ユーロ程度
で、自動券売機で購入できます。空港からChamartin 駅（鉄道駅）までは 42分、
Méndez Álvaro 駅（バスターミナル）までは５５分かかります。まず Linea8 の
メトロに乗車してNuevos Ministerios 駅まで行き、その後 Linea10（Chamartin
駅行き）または Linea6（Méndez Álvaro 駅行き）に乗り換えてください。 

 
 旅程に関する正確な情報は、以下のメトロのホームメージでご確認頂けます。 

http://www.metromadrid.es/en/index.html  
 



鉄道での行き方 
 鉄道 Cercanías の駅は、バラハス空港のターミナル 4 に接続しています。
Cercanías と書いてある表示に従って駅まで移動し、Chamartin 駅（鉄道駅）ま
たはMéndez Álvaro 駅（バスターミナル）までのチケットをグレーと赤色の自動
券売機で購入してください。運賃は約 1.5 ユーロで、Chamartin 駅まで約 12分、
Méndez Álvaro 駅まで約 30分かかります。列車は 30分毎に運行しています。 
 
より詳しい情報は以下のウェブサイト（スペイン語のみ）でご確認ください。 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html  
 
 
マドリードからアビラへ 
 
マドリードからアビラまでの距離は約100kmです。電車またはバスで移動できます。 
 
バスでの行き方 
 マドリードからアビラ行きのバスターミナルは、Estación Sur - Méndez 
Álvaro 駅にあります。アビラまで１時間半～２時間かかり、運賃は約 10ユーロで
す。バスは１～２時間毎に運行しています。 
バスターミナルのウェブサイト（スペイン語のみ） 

http://www.estacionautobusesmadrid.com/  
バスの時刻表と運賃 

http://www.avanzabus.com/web/default.aspx?lang=en  
 
電車での行き方 
 アビラまでは電車で１時間半～２時間かかり、運賃は利用する列車によって異な
り約 10～12ユーロです。30～60分間隔で運行しています。 
列車の時刻表と運賃（スペイン語のみ） 

http://renfe.com  
 

 アビラの鉄道駅から会場のCongress Centre North Canvasは約2.2kmです。 
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!
NameE#�F!
!
SurnameE������F!
!
SurnameE=&F!
!
PassportE�����6"F!
!
Day!of!birthE@3/F!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Day!E/F!!!!!!!!!Month!E1F!!!!!!!!!!!!YearE*F!
!
City!/!CountruyECB+7�$F!
!
Phone!number!home!/!office!
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!
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!
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the!eventE���������8
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Important!Note.!The!program!is!subject!to!alterations!according!to!the!needs!of!the!lecturers.!In!case!of!alteration!of!the!dates!
or!cancellation!of!the!event,!the!CUDEC!Group!will!refund!85%!of!the!deposited!amount!in!the!following!30!work!days.!
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NAME!AND!SIGNATUREE:#F! ________________________________________________________!!
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Legal disclaimer: Your data come from information that you have requested from us at some point of time for service, participation or someone acquainted to you has caused 
you to receive this information, whose file is one of our addressees. The delivery of this information is to offer our services, activities, courses and information considered to be of 
your interest.  This data is only used by Zentrum for these purposes. If you want to access, correct or erase you data, send us an e-mail indicating “exclude data”, “alteration of 
personal data” etc. in the subject box to the same e-mail address from which you have received it and you data will be erased from the data bank. Organic Law 15/1999 from 
December 13 of the Personal Character Protection Act.  This message is exclusively destined to the addressee and contains confidential information and is subject to professional 
confidentiality, whose forwarding is not permitted by law.   In case that you have received this message by mistake, we ask you to immediately notify us through e-mail to 
alemalpica@zentrum.com.es or contact us at +34 671 643 321 and your contact will be deleted as well as any document linked to it. We inform you that the distribution, copy or 
use of this message or any attached document, whatever may be its goal, are prohibited by law.  The company has adopted measures to its extent to prevent the implantation 
of viruses in this e-mail and its attached files and documents until the moment of its emission, without assuming any responsibility for eventual damage or loss that can be caused 
by receiving it.  
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