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魂の故郷 龍神
アクセス情報／クルマにての所要時間です。
和歌山・大阪方面からは、有田 ICより約 55分です。
高野山からは、高野龍神スカイラインにて約90 分。
田辺・白浜方面からは、虎ヶ峰経由にて約50分です。

魂の故郷 龍神／出会ってくれてありがとう
営業時間：10：00〜17：00 不定休
イベントの都合により、誠が不在の時もありますので
ウェブサイト、または当所までお問い合わせください。
和歌山県田辺市龍神村 福井 584-1 〒645-0301
tel.&fax. 0739-77-0706
E-mail info@r yujin.org
魂の故郷龍神公式サイト https://r yujin.org
FB fb.me/ furusato. r yuj in/
20170930

*

詩人 誠

Works by inspired poet Sei

ふ る さ と

魂の故郷龍神 ＊詩人 誠

せい

私の願 いは、すべての生命の幸せです。
心から幸せな人が増えてほしいと願っています。
私が言う幸せとは、ただ存在する尊さ、愛 おしさ、かけがえのないもの‥‥
そういうものを、心の奥 から感じてもらいたいのです。
心 から幸せでいてください。
心 から生まれてきたよかったと言えるあなたでいてください。
魂の故郷龍神との出会いが素敵なものになれたら幸せです。

魂の故郷龍神は、和歌山県田辺市の北にある龍神村にあります。
龍神温泉が有名で、北に世界遺産の高野山、南に熊野古道、熊野本宮、西に南紀白浜の間に
位置する、美しい日高川の源流を育む山深いところにあります。
龍神は、縄文の古代より、自然界を司る神と言われています。本来の自分に生まれ変わる力
になりたいと願い、魂の故郷龍神と呼ばせて頂きました。
『龍 神詩の創作』『リトリート
（魂の蘇生）
』『龍神熊 野・リバース体 験』を、提 供させて頂 いて
います。

詩人 誠：プロフィール
本名 薮 田 誠二郎（やぶたせいじろう）
1977年 1月23日 広島生まれ岡山育ち
現在 和歌山県 田辺市 龍神村に暮らす。
詩人、書家、
「魂の故郷龍神」を主宰。
『龍神詩（りゅうじんうた）』の創作者。
すべての生命の輝きを願い、ひとりひとりの
人生を『世界でひとつ、
あなただけの龍神詩』に
創作し続けている。2002年 5月2日より詩人書
家として活動を開始。2009 年 龍神村に移住。
著書に『出会ってくれてありがとう』
（ 現代書林）
、
『二十一日で世界六十六億人に幸せを届ける
方法』
（総合法令出版）
、ペイフォワード C D『出
会ってくれてありがとう』がある。

魂の故郷龍神 詩人 誠 Oﬃcial Site http://r yujin.org

龍神詩

りゅうじんうた あなたの人生が 一枚の作品になります。
世界でひとつ、あなただけの龍神詩。

龍神詩とは、本来の自分を思い出す言葉、純粋な想い、すべての生命を想う祈り詩。
あなたの人生を『世界でひとつ､あなただけの龍神詩』にいたします。
また、大切な人を想う気持ちを、家族の絆、素直な想いを作品として創作します。闘 病、心の
病気、死別など繊細な気持ちを表現することを個性のひとつとしています。
以下のような場面でお力になれます。
○人生の大切なターニングポイントに
○大切なひとへ素直な想いを（ご両親・愛する人・お子様など）
○闘病のエール・門出・夢の始まりに
○プロポーズ・ウエルカムボード・両親へ花束贈呈とともに
○誕生祝・命名書の代わりに

□龍神詩和紙

10,000 円 ( 税・送料別）A４サイズ 和紙 カード付 台紙 写真右

□龍神詩檜、朴の木 小 16,000 円 ( 税・送料別）カード付 化粧箱入り 写真中央
□龍神詩檜、朴の木 大 24,000 円 ( 税・送料別）カード付 化粧箱入り 写真左
□特別オーダーメイド／お店用、会社、奉納などは、ご相談ください。 写真右ページ下
□魂の故郷龍神にて、その場で 龍神詩を創作することもできます。その日にお持ち帰り頂けます。
＊詩の詳細や、ご依頼ご用命は、ウェブサイト、または、当所にお問い合わせください。
http://ryujin.org/
□『あなただけの龍神詩物語』ウェブサイト特別ページ、詩の朗読動画のご案内
特別ページでは、ご依頼 頂 いた方の想い、物語、誠による詩の朗読をお届けしています。多くの方
が 詩の朗 読を聴かれたとき涙を流してくださいます。プレゼントを渡すとき、お見 舞いのとき、孤
独を感じるとき、いつでもスマートフォンやパソコンからご覧になることができます。
例：http://ryujin.org/…. あなた専用のアドレスになります。
□通販 SHOP では、
『龍神詩』以外にも書籍、作品、関連グッズ
などを販売しています。
また、以下の店 舗でもお買い求めになれます。グッズの取
扱いをお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
道の駅「龍游」、道の駅「龍神」、道の駅「護摩壇山」、
龍の里（以上龍神村内）
、古道歩き近露、樹の里（熊野本宮大社前）
、
道の駅「大塔」、南紀海鮮せんべい（白浜）
、
千畳茶屋（白浜千畳敷前）

リトリートとは、今の自分をリセットし、
魂の蘇生
リトリート
新しく生まれ変わるための癒しの旅です。
龍 神をイメージして創られた龍神庵 にて過ごす時 間、
『世 界でひとつあなただけの龍 神 詩』
セッション、瞑想指導などその方に必 要な時間を、ご用意させて頂きます。
このような方のお力になれます。
○ 今の日常をかえるキッカケを持ちたい方
○ 自分を変えたいと願う方
○ 自然のなかで暮らしたい方
○ アスリート、アーティストの方
○ 経営者、リーダー的なポジションの方
＊不 登 校の子、心 身の病、自然 療法にて治癒を考えて
いる方、またそのご家族の方は 一 度ご相 談ください。
少しでも力になれたら幸いです。

□ 龍神詩・リトリート １創作 10,000円〜 予約制 10 〜 17 時
今のあなたの願 い、乗り越えたいことをお聴きし『世界でひとつ､あなただけの龍神詩 』を創作し
ます。多くの方が涙を流されて帰られています。言葉をお届けしますがそのときの 繊 細な空気感
を感じてほしいと願っています。また、家 族やカップルで お 越しの場合は、心と絆 のお 話 と『 絆
詩 (きずなうた）
』を創作します。二枚目からは、割引が あります。
□ パーソナル・リトリート １Day 10,000 円 予約制 13 時 〜 １日１名
不安感から安心感の輪へ。自分の声に耳を傾け、感 情の処理の方法、瞑想、呼吸法などを指導さ
せて頂きます。自分を愛すること、生まれてきた意味を思い出す力になりたいと願っています。
□ グループ・リトリート １Day 8,000 円 / 1人 2〜 6 名程度 予約制 13 時 〜 １日１組
カップルや 家族、気の合う仲間と体 験することで、心を近づけ、より愛や絆が深まる時間をお届
けします。お互いの存 在の尊さに気づき、ソウルメイト、グループソウルへと引き上 がります。
＊上記２つは、オプションにて龍神詩 も 創作できます。1 創作 8,000 円〜
□ 龍神熊野・リバース体 験 1 泊 2 日 1 人 23,000 円 2 人以上 20,000 円 1〜 6 名まで
龍神、熊野、紀南エリアの大自然 の中でのリトリート体験。魂の蘇生、生まれ変わる旅をお届けしま
す。ヨガや瞑想、心 身に優しい料理（ビーガン対 応）
、熊 野 古道歩き、各種体験セッションなどアレ
ンジできます。2泊 3日以上の体 験、6 名 以上のご 参 加、団 体様 はご相談ください。ご宿泊は、お
すすめの宿を紹介いたしますので、ご自身でのご予約となります。
開催例：龍 神近郊の神 社、熊 野三山、玉置山
（奈良県十津川村）
、熊 野、紀南エリアの巨木や滝、原
始の森体験など。ご要望があれば、ご相談ください。
□ 講演活動などその他
その他、講演活動、筆文字デザイン、詩の創作、セミナー、リトリートツアー形式の企業研修などを、
行なうことができます。お気軽にお問い合わせください。
＊ご予 約、ご用命は、
ウェブサイト、または当所までお申しつけください。

