
負の連鎖 (DV・ 虐待・貧困)Φ連鎖蟹坊ぎ幸せな未来をつかもう

ディ巾夕自艦 オンワインセミナロ

ネガテでブマイントを求ジチでブに変えて

夢をかなえて奉道になる方法 に風水を使ってD

第一部  「DVの現状」

第二部  「風水を使って幸せを引き寄せる方法」

第二部  森 レナ氏 ×穂志乃 愛莉 対談、質問コーナー
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参加費はDV・ 虐待被害者及びひとり親世帯への

支援活動費に充てさせていただきます。


