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太陽を見つめると 
その光が輝きとともに私に語る 
恩寵に満ちて、宇宙を貫き働く 

精神について。 
 

太陽よ, 輝きを担うものよ, 
おまえの光の物質の力は 

地球の計り知れない豊かな深みより 
生命を魔法のように現出させる。 

 
私の心臓を感ずれば、 

精神がその固有の言葉を語る 
精神があらゆる時代を通じて 
永遠に愛する人間について。 

 
心臓よ、魂を担うものよ、 

おまえの光の精神の力は 
人間の計り知れない内面の深みより 
生命を魔法のように現出させる。 

 
私は、上方に眼差しを向け、 

太陽の明るい球体の中に見ることができる、 
力強く作用する宇宙心臓を。 

 
私は、内面に眼差しを向け、 

心臓の暖かい生命の中に感ずることができる、 
魂を宿した人間の太陽を。 

 
                                            ルドルフ・シュタイナー 

ヘンリエッテ・マリア・ヴェークマン（1851ー1935）の 73 歳の誕生日に 

 

 

 

親愛なる同僚の皆様！ 

毎朝、日の出とともに私たちは太陽の光に出会います。その光は意識を明るく

し、魂の中に働き、体の中に生理学的作用を引き起こします。昼と夜の光のリズ

ムは人間のリズム系と密接に結びついています。現在、私たちの光への関係は障

害されています。一方で私たちは光の中に危険因子を認め、それに対して身を守

ろうとしています。他方で、光への欲求が募り、それが人間の生活を大いに決定

しています。光に対する、太陽に対する健康な関係とは何でしょうか？ いかに

して私たちは光の治療的効果を見いだすことができるのでしょうか？ 

ゲーテアヌム医学セクションの年次会議で、私たちは光の本質に取り組みたいと

思います。光の生理学的および治療的意味とは何でしょうか？ 

光は人間の魂に対してどのような作用を持っているのでしょうか？ そして、光

の霊的本質は世界と人間にとってどのような意味を持っているのでしょうか？ 



 

 

あらゆる治療的職業グループが異なる仕方で光に関わっています。物質界には、

リンや石英、あるいはマグネシウムを考えるなら、集中的な光との関係がありま

す。色彩は、創傷治癒の生命プロセスに至るまでの生理学的作用を有しており、 

色光療法の基盤をなしています。芸術療法にも、絵画療法における光と闇があ

り、音楽療法における”明るい音”と”暗い音”があります。心の病気においては光が 

もつ治癒的意味はよく知られており、うつ病の闇に覆われた魂を”照らしだす”こと

ができます。精神活動の中には光が働いています。それは認識プロセスの基盤で

あり、会話療法の中で解明する光として展開することができます。 

 私たちは医学におけるこの重要なテーマに共同で取り組み、お互いの経験を交換

することを楽しみにしています。数多くの分科会でも関連したテーマを取り上げ

ます。光の理解において、また光との治療的な関わりにおいて新たな観点と展望

をともに見出していきたいと思います。 

 昨年と同様「ワールド・スペース」を行い、世界各地のアントロポゾフィー医

学運動からの報告や衝動に耳を傾けたいと思います。更には、新しく設置される

「サイエンス・スペース」でアントロポゾフィー医学において力強く成長を続け

る科学活動の最新の情報をお伝えいたします。 

 心からのご挨拶と、ゲーテアヌムにおける共通の会議への喜びとともに。 

 

マティアス・ギルケ 

ゲオルグ・ゾルトナー 

 

 

国際アントロポゾフィー医学調整機関（IKAM）委員会の委託のもと： 

アンドレアス・アーレント、ローランド・ベルスドルフ、ラウラ・ボルギー、マ

リオン・デーブス、ルネ・ドゥ・ヴィンター、ヤン・フェルトマン、オリヴァ

ー・フリードレンダー、ヤン・ゲッシェル、アグラジャ・グラーフ、ロルフ・ハ

イネ、ハルトムート・ホルン、アンドレアス・イェシュケ、キルスティン・カイ

ザー、エレン・ケラー、ヘルムート・キーネ、グンヴァー・キーンレ、マンフレ

ード・コールハーゼ、シュテファン・ラングハマー、エヴァ・ルッツ、デイヴィ

ッド・マーティン、サブリナ・メネストリーナ、クリスティアン・モル、エル

マ・プレッセル、メリヤ・リージャルヴィ、ザビーネ・リンガー、アレクサンダ

ー・シャドウ、シュテファン・シュミット＝トロシュケ、ハイケ・ゾンマー、ア

ンナ・ソフィア・ヴェルトマン 
  



 

 

分科会 A（いずれの分科会も三回で内容が積み重なるように構成されています） 
木曜日, 17:00–18:30 / 金曜日, 11.15–12.45  
土曜日, 11:15–12:45  
 
1. 人間の生体、疾患、治療における光の働き（ドイツ語） 様々な治療的職業グループ

にとって、外的な光も、生きた魂的及び霊的な光も、本質的な意味を持っています。

この分科会では三分節化された生体のさまざまな疾患を、その光との関係において取

り上げ、光の治療的可能性について話し合います。マティアス・ギルケ医学博士／内
科専門医、医学セクション代表、ドルナッハ（スイス） 
 

2. 小児期の内分泌学 （ドイツ語/英語） ホルモンはいたるところに作用します。その

ため内分泌学ははじめからホリスティックな（全体性の）性質を帯びています。この

セミナーではご一緒に松果体から性腺にいたる旅に出て、その道の途上でさまざまな

疾患を訪ねることにしましょう。デーヴィッド・マーティン博士／教授、小児科専門

医、ドイツ・チュービンゲン 
 
3. アントロポゾフィー医学における公衆衛生学ーブラジルの経験（英語/スペイン
語）ブラジルでは 2006 年以来アントロポゾフィー医学が公衆衛生を統合しており、

いくつかの経験は 1990 年代に始まりました。アントロポゾフィー医師とその他の医

療関係者が、医療不足と蔓延する病気に対処するためのいくつかの戦略を開発したの

です。この分科会の目的は、経験を交換し、新しい可能性を探ることにあります。イ

ラセーマ・デ・アルメイダ・ベネディヴェス医学博士、総合内科専門医、ベロ・ホリ

ゾンテ、ブラジル 
 

4. 国家社会主義の時代（1933-1945）におけるアントロポゾフィー医学 （ドイツ語）  
ペーター・ゼルクがドイツ・ファシズムの時代（1933-1945）におけるアントロポゾ

フィー医師の行動をめぐる研究プロジェクトの成果を紹介します。困難な時代にあっ

て、彼らは自分たちの医学をどこまで実践し、また代表することができたのでしょう

か？ どのような抵抗、順応、そして妥協の道を彼らは進んだのでしょうか？ ペー

ター・ゼルク教授／医学博士、小児青年精神医学専門医、アーレスハイム（スイス） 
 
5. 治療的出会いにおける光ー患者と治療者を活性化し結びつける道の探求 （英語/ド
イツ語） 健康と病気を発生させる上でのアストラル体の役割を把握することは、簡単

ではありません。この分科会では、双方向の議論、ロールプレイ、そしてオイリュト

ミーを通して、アストラル体の意識的及び無意識的活動の基本モードを探り出したい

と思います。 ロンドン・ハイデンハイム・チームは二つの講演「幻想の病」と「健康

の熱性探求」(GA56)を手掛かりに準備を続けてきました。トビアス・ダウミュラー医
学博士、内科専門医、ハイデンハイム（ドイツ）、イングリッド・ヘルマンゼン、オ
イリュトミー療法士、グリニッジ（イギリス）、デイヴィッド・マクガヴィン医学博
士、総合内科専門医、メイドストーン（イギリス）、カルメン・エッペル医学博士、
産婦人科医、ハイデンハイム（ドイツ） 
 
 
 
 



 

 

分科会 A 
 
6. 治療における空気呼吸と魂の光呼吸（ドイツ語/英語）光は呼吸過程における空気

プロセスの変容です。この分科会では、呼吸における身体的機能としての空気と光、

また肺疾患におけるアントロポゾフィー医学の治療形式にとってのその意味を考えま

す。特に呼吸と光の生理学を介して、魂の理解に重点をおきます。エヴァ・シュトラ
イト医学博士、内科及び呼吸器科専門医、アーレスハイム（スイス）、クリスティア
ン・グラー医学博士、内科及び呼吸器科専門医、ベルリン（ドイツ） 
 
 

7. 光の浸透（ドイツ語/英語） 礎石の瞑想は、ルドルフ・シュタイナーが完全なる人

間生成に帰した、分化されたダイナミズムを表しています。ワークショップではこの

豊かな源泉からミカエル・シューレの洞察を通して、ラファエル・シューレの治癒衝

動と、キリスト衝動の変容的特性を汲み出そうとします。またテキストにおけるリズ

ムを、スペーシャル・ダイナミクスのエクササイズを通して思考、言葉、行為の光に

おいて動きへともたらします。また礎石の瞑想の光の特性が持つ実践的＝治療的側面

についても話し合います。ヘンリク・シェーケ医師／哲学博士、専門医、ピリリスツ
ェンケレツ（ハンガリー）、ジェイメン・マクミラン、スペーシャル・ダイナミク
ス・トレイナー、スカイラーヴィル（アメリカ合衆国）、クリスティーナ・シュピッ
タ医師／内科専門医、ヴィンターバッハ（ドイツ） 
 

8. 私たちの中の不可視の人間–光の源泉として、学びとエクササイズ（ドイツ語/ロシ
ア語）ルドルフ・シュタイナーの講演「私たちの中の不可視の人間」を基盤とする人

間学的解釈。それに基づく知覚エクササイズによって、理論的基盤の具体的体験を可

能にします。カトリン・シュトゥーダー＝ゼン医学博士、総合内科専門医、サックス
（スイス） 
 
9. 統合医学の光のもとの国際協力（英語/ドイツ語）このグループでは、国際的及び

統合的な医学的協力と光を取り上げます。異なる医学体系の中にはどのような展望が

存在するのでしょうか？ 国際ネットワークはどのように発展、繁栄するのでしょう

か？このグループは YPIH(統合医療青年会議)と国際アントロポゾフィー医学青年医師

フォーラムの協働を通して展開されます。クリストフ・ホルターマン医師、フィルダ
ーシュタット（ドイツ）、マヤ・コゼンチオン医師、ドルナッハ（スイス） 
 
10. 光の植物 （ドイツ語） 光についての問いは、治療薬の使用において重要な役割を

果たします。最もよく知られているのが、セイヨウオトギリソウ、ミツバチ、石英

（クォーツ）です。薬草ジュニパーを例にこの問いに根本から迫りたいと思います。

その際、具体的な症例についても話し合い、外用療法にも実践的に取り組みます。 ア
ンドレアス・ラウバースハイマー医学博士／総合内科専門医、クリスティーネ・ブッ
スィンガー医学博士／総合内科専門医、ウルテ・リガース医学博士／総合内科専門
医、シャロン・クラウバー看護師／リズム・マッサージ療法士、ハイデンハイム（ド
イツ）  
 
 
 



 

 

分科会 A  
 
11. 幼い子どもの直立プロセスにおける光（ドイツ語/英語） 幼い子どもにとって誕生

は熱の出来事であり、最初の呼吸は空気の出来事であるように、重力を克服し直立に

至る中では物質体の明澄化が起こります。この分科会の課題は、専門的観点から光の

浸透プロセスを記述し、認識することにあります。エクササイズとビデオ鑑賞も含ま

れます。シュテファン・シュミット＝トロシュケ小児科学専門医、ベルリン（ドイ
ツ）、クラウディア・グラー＝ヴィッティヒ、ディプロム・ソーシャルワーカー、フ
ランクフルト（ドイツ） 
 

12. 治療における赤と青(GA312、第 16 講義). （ドイツ語） この分科会では色彩の作用

様式の人間学的理解と、医学及びオイリュトミー療法におけるその応用にともに取り

組みたいと思います。基盤となるのは『精神科学と医学』(赤と青)の第 16 講義、ゲー

テの色彩論及び色光研究の最新成果です。現代メディアによって増加しつつある近視

にも私たちの課題として取り組み、（眼科）オイリュトミー療法におけるエクササイ

ズにも繋げます。マーグレット・ティエルシュ、オイリュトミー療法師、ドルナッハ
（スイス）、ヨハネス・ヴァインツィルル医学博士、アーレスハイム病院 （スイス） 
 
13. アントロポゾフィーの瞑想における魂的形姿の目覚め–喉頭チャクラの開発に至る

八正道におけるテクスト、母音オイリュトミー、惑星＝光の観点  （ドイツ語） 喉頭

チャクラの開発のいくつかの特性をご紹介し、それを母音と惑星の観点に繋げるとと

もに、山上の垂訓における祝福と結びつけます。また、惑星の観点は魂的な色彩と金

属との関連を示し、そこから光＝魂プロセスに目を向けます。オイリュトミーの要素

もともに体験します。ハラルド・ハース医学博士、精神医学及び心理療法専門医、ベ
ルン（スイス） 、 テオドール・フントハンマー、オイリュトミー療法士、エプザッ
ハ（スイス） 
 
14. うつ病と甲状腺機能低下症-躁状態と甲状腺機能亢進症〜私たちの中の光と闇との

関連における病像 (ドイツ語/英語) これらの双極性の病像を様々な次元で考察すると

き、そこには対称性と親近性浮かび上がります。アントロポゾフィー医学及びオイリ

ュトミー両方の立場から患者に本質的な手助けをするための多くのことがなされ得ま

す。この分科会ではインパルスをもたらすための講義を行い、オイリュトミーと取り

組み、願わくば多様な意見交換に至ることができれば、と考えています。マリーケ・
クランス、リハビリテーション専門医、ドリーベルゲン（オランダ）、ヨースト・ラ
ケル総合内科専門医、ベルゲン（オランダ）、ヒルダ・ビルスマ、オイリュトミー療
法士、ユトレヒト（オランダ） 
 

15. 光器官としての眼 (ドイツ語) 光の意味と眼における人間の本質構造を通しての光

の作用。生命＝光体の構築プロセスと近視、白内障、黄斑変性症の治療を考察しま

す。ヴィム・ハウギ医学博士／眼科医、ヒルヴェルズム（オランダ）、ミヒャエラ・
トレフツァー、オイリュトミー療法士、レルラッハ（ドイツ） 
 

 
 



 

 

分科会 A  
 
16. 鍼灸における作用エネルギーとしての光(ドイツ語/英語) 鍼灸ではどのように腎臓

を光器官とみなしているのでしょうか？どうすればこのエネルギーを活性化し、導く

ことができるのでしょうか？他の系はこのエネルギーにどのように反応するのでしょ

うか？ ヨハネス・E・ヤンセン医学博士／専門医、マーストリヒト（オランダ）、ド
リス・ ラーメルス理学療法士／鍼灸師、アムステルフェーン（オランダ） 
 

17. 巣–動物界から人間の心臓へ:ひとつの進化のイメージ、光と熱を受け取ること (イ
タリア語/ドイツ語/英語) 系統発生的に一つの器官が形成されるたびに、一つの要素

が獲得されます。子宮は衰退プロセスのもとにありますが、受精能力はどこへ向かう

のでしょうか？心臓に向かうのです。どの巣が私たちにこのプロセスを示してくれる

のでしょうか？ミツバチはその犠牲を持って私たちに何を教えるのでしょうか？どの

ようにして私たちは光を動物に届けるのでしょうか？動物にどのように栄養を与えれ
ばいいのでしょうか？サブリナ・メネストリーナ獣医学博士／獣医師、ウーディネ
（イタリア）、クラウディオ・エリ獣医学博士／獣医師、チニゼッロ・バルサモ（イ
タリア）、マルクス・シュタイナー獣医学博士／獣医師、シュタインハイム・アム・
アルブッフ（ドイツ）、パオロ・ジロット獣医師モンテグロット・テルメ（イタリ
ア）  
 
18. 光–色–物質–プロセスと治癒 (ドイツ語/英語/イタリア語) 現象学的考察とデモンス

トレーションによって鉱物界と植物界のいくつかの物質と、その治療的応用を取り上

げます。特に製剤 Cinis capsellae comp をともに製造することで特定の色彩現象の意味

に取り組みます。アルベルト・ヨゼフ・シュミードリ薬剤師、プレーニュ（スイ
ス）、ラウラ・ボルギ医学博士／総合内科専門医、ミラノ（イタリア） 
 

19. 存在–経過–生成：生命に仕える灰化プロセス 炭 –灰–アルカリ溶液  (ドイツ語/英
語) 新しくする力と未来への可能性を備えた治療薬。私たちはその発生を直火と実験

を通して辿ります。現象に即して光、熱、生命とのその関わりのイメージを捉えま

す。 そして未来を指し示す可能性ー境域状況における治療薬としてーを身体的及び魂

的＝霊的次元で探ります。ピア・ビュッヒ開業医、リヒタースヴィル（スイス）、 ヘ
ルムート・カイル総合内科専門医、ケーニクスブロン（ドイツ） 
 

20. 薬学と治療における光物質：マグネシウム、オトギリソウ、リン、スギナ、 石英
(ドイツ語) アントロポゾフィー薬学と治療の共同作業。出発点は、光を担い、光に感

受性のある物質です。薬学的プロセスがこの特性を治療のために引き出します。この

分科会では医師と薬剤師が共同でこれらの物質と取り組み、その治療的応用について

語ります。ハイケ・フリートレンダー薬剤師、キュールンクスボルン（ドイツ）, ゲ
オルグ・ゾルトナー小児科専門医／医学セクション共同代表 、ドルナッハ（スイス） 
 

21. コロー療法における診断要素としての人間の中の光 (英語/フランス語/オランダ語/
ドイツ語) コロー絵画療法における診断要素としての人間の中の光を取り上げます。

木炭画による実践作業と様々な症例報告。ジャニー・メイガー芸術療法士、シャトゥ
ー（フランス）、シャンタル・ベルナール芸術療法士 、シャトゥー（フランス）  
 



 

 

分科会 A 
 
22. 光と影 (ドイツ語/英語) 私たちはどのようにして自分の中の、例えば悲しみや不安

の気分において体験される闇の側面と出会うことができるのでしょうか？心理療法の

側面から、瞑想と身体知覚訓練を通してーまた光と闇の双極性への体験、そして芸術

において色彩が加わることで発生する空間の体験の中で、お互いの出会いを順次構築

していきたいと思います。エレン・ケラー、ディプロム心理療法士／心理学的心理療
法士、ザールブリュッケン（ドイツ）、ヨハンナ・グンケル芸術療法士／学士、アン
トロポゾフィー芸術療法職業連盟、ディプロム・デザイナー、 ケルン（ドイツ） 
 
23. 光と影の間で格闘するトラウマをもつ人間(ドイツ語/スペイン語) さまざまな発生

原因による心的外傷は当事者を持続的に変えてしまいます。この分科会では成人の慢

性及び複雑性トラウマに取り組みます。私たちの診療所の症例報告と患者によって作

成されたテクストと絵画をもとに、トラウマ理解のための人間学的観点を見出し、心

的外傷療法による治療の主要な特徴をテーマに話し合いたいと思います。アレヤンド
ラ・マンツィーニ、ディプロム心理療法士、ヴィッテン（ドイツ）、アンドレア・ヘ
ニング、ディプロム心理療法士、ヴィッテン（ドイツ） 
 
24. 魂の双極的構成要素の間の自我活動としての心理療法 (ドイツ語) 健康生成論と３

つのプロセスのメンタライゼーションを探求します。すなわち社会的接触の構築（欲

求と不安の間を行き来します）、体験の内的処理（共感と判断の間）、そして決断

（理想と現実制約との間）という３つです。そこでは光、熱、生命が、闇、寒冷、死

に対置され m なす。ヨアヒム・バイケ、ディプロム心理療法士、ヴィッテン（ドイ
ツ） 
 

25. 想起とイマジネーション：認知症患者はどのような意識空間を生きているのか ？
(ドイツ語/英語) 認知症患者はどのような意識空間を生きているのでしょうか？私たち

は”霊的な夜”の状態を感じ取ることができるでしょうか？もはや日常世界の中に意識

を据えていない人々に、私たちは到達することができるのでしょうか？認知症患者は

私たちに、思考、感情、意志の本質をどのように教えてくれるのでしょうか？どうす

れば私たちは手助けができるのでしょうか？ロルフ・ハイネ看護師、 フィルダーシュ
タット（ドイツ）、ウルザ・ノイハウス看護専門職、ベルン（スイス） 
 

26. ジメオン・プレッセル式マッサージ療法ー光の体験(ドイツ語/スペイン語) 光エー

テル、及び光エーテルとその他三つのエーテルとの相互作用について健康な生体にと

ってのその意味（健康生成論）、またジメオン・プレッセル式マッサージ療法におけ

るその治療的応用について、デモンストレーションを通して明らかにします。フロレ

ンチオ・ヘレーロ医学博士／総合内科専門医(スペイン)、アネッテ・ロベルト哲学博

士／療法士及び講師 、オッフェンブルク（ドイツ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

分科会 A  
 

27. “いかにして人間は世界の光に到達するか？" (ドイツ語/英語) アントロポゾフィー

的助産術における支えと姿勢–増加する帝王切開への答え？”光り輝く思考、静まる感

情、治癒する意志”助産術において何が私たちに支えと確実性を与えてくれるのでし

ょうか？いかにして支えから姿勢が生まれるのでしょうか？このテーマに向けて実践

を踏まえた分科会を行います。メリヤ・リジェルヴィ助産師／学士、ドルナッハ（ス
イス）、ルート・デルフェル医学博士／婦人科専門医、フィルダーシュタット（ドイ
ツ）  
 

28. 光呼吸と運動–魂の光プロセスへのエクササイズ(ドイツ語) 私たちの魂の力を活性

化し、感覚感性に魂を通わせることによって、私たちはより高く、より広く、より深

い世界を故郷とし、創造的に働くことができます。《なぜなら精神の宇宙思想が光を

求めつつ働いているのだから》（ルドルフ・シュタイナー）シモーネ・シュトール自
然療法士、ユーバーリンゲン（ドイツ）、ミヒャエル・フェルケル自然療法士／オイ
リュトミー療法士 、ツェレ（ドイツ） 
 
29. 人間の栄養と光への欲求(ドイツ語/英語) 光は叡智であり、骨の中に宿り、植物に

成長を制限、成熟を伝達します。光と闇の間に例えば植物の葉の領域における葉緑素

のように緑が発生し、それはリズム系への作用を持っています。食品の中の光（穀

物、ナガイモ、緑色植物）講義、対話、知覚、食事。ヤスミン・ぺシュケ博士 
、ディプロム環境栄養学者、ドルナッハ（スイス）、 ユーディット・シャーケ環境栄
養学者、バート・ヴィルベル（ドイツ）、エラ・ヴァルナー自然療法士／栄養療法
士、ミュンヘン（ドイツ）  
 

30. バイオグラフィーワーク - 人生の流れの中の光(ドイツ語) 個人の人生の動機に即し

て様々な人生の段階における自我の導きを辿ります。このテーマに対して、オイリュ

トミーとバイオグラフィーワークのエクササイズを通して迫ります。それによってア

ントロポゾフィー・バイオグラフィーワークの可能性を例示したいと思います。ジル
ケ・オーバー＝ブレードリン、バイオグラフィーワーカー、ジークフリート・オーバ
ー、オイリュトミー療法士、オルデンブルク（ドイツ） 
 

31. ルドルフ・シュタイナーの開悟へのエクササイズとその治療的意味 (ドイツ語/英
語) 『いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか』には準備と秘儀参入との間の開

悟のエクササイズが示されています。《明るくなり始める》ところの内的光に至る歩

みのための生きる姿勢やエクササイズのヒントは、診断と治療にとっても意味を持っ

ています。ミヒャエラ・グレックラー医学博士／小児科専門医、ゲーテアヌム医学セ
クション名誉代表、ドルナッハ（スイス） 

 

 



 

 

９月１３日（木）  ９月１４日（金） 

9 月 12 日 20:00 –9 月 13 日 12:30 
自由大学活動 
闇 – 色彩 – 光 
自由大学会員対象 
 
 
 
 
 

 8:00–8:45 
自由大学活動 （どなたでも参加できます） 
'神的な光 / キリストの太陽' 
ルドルフ・シュタイナーの 
治療マントラにおける光 
ペーター・ゼルク 
 
9:00–10:30 
講演 皮膚に光を投じる 
クリストフ・シェンプ 
 
黄熱 – デング熱 – チクングニヤ 
イラセマ・デ・アルメイダ・ベネヴィデス 

 
 
14:00–14:45 
講師打ち合わせ 

 10:30–11:15 コーヒーブレイク 

 11:15–12:45 
分科会 A 

15:00 開会  12:45–15:00 昼休み 

15:00–16:30 
挨拶 
講演  
光と生命:  
光の生理学的作用について 
マティアス・ギルケ 

 14:00–14:45 
科学的ポスター展示 
15:00–16:30 
ワールド・スペース  
国際プロジェクト紹介と文化的発表 (英語) 
司会：デイヴィッド・マーティン、アンナ・ソフ
ィア・ヴェルトマン、エルマ・プレッセル 

16:30–17:00 コーヒーブレイク  16:30–17:00 コーヒーブレイク 

17:00–18:30 
分科会 A 

 17:00–18:30 
分科会 B 

18:30–20:00 夕べの休憩  18:30–20:00 夕べの休憩 

20:00–21:30 
死者の追悼 
講演  
燃焼と形成 -  
アントロポゾフィー医学における 
光の治療的意味 
ゲオルグ・ゾルトナー 
 
オイリュトミー 

 20:00–21:30 
講演 
光と闇の間の魂の力– 
メランコリーの心身医学的治療  
クリスティアン・ショッパー 
 
 
 
オイリュトミー 

 



 

 

９月１５日（土）  ９月１６日（日） 

8:00–8:45 
朝のメディテーション 
ジルケ・シュワルツ・デーヴィッド・マーティン 

–または– 
自由大学活動 （どなたでも参加できます） 
マタイ福音書の治癒衝動 
ヤン・ヴァガデス                           

–または– 
クラッセンシュトゥンデ 
第 17 時間（大学会員対象） 
マティアス・ギルケ(ドイツ語) 
ロルフ・ハイネ(英語) 
 

9:00–10:30 
講演 
ガン疾患における光の作用 
マリオン・デーブス 
 

症例報告 
コロー・デルボワ式絵画療法による 
患者の経過 
アンドレアス・ツッカー 

 8:00–8:45 
朝のメディテーション 
ジルケ・シュワルツ、デーヴィッド・マーティン 

–または– 
自由大学活動 （どなたでも参加できます） 
ルカ福音書の治癒衝動 
ゲオルグ・ゾルトナー 

–または– 
クラッセンシュトゥンデ 
第 17 時間（大学会員対象）  
リューディガー・グリム （ドイツ語）、 
バート・ヴァンメケレン（英語） 
 

9:00–10:30 
講演 
光と意識 – 認知症における看護 
ロルフ・ハイネ 
 

症例報告 
進行性腎臓ガン患者の内的光に到る道 
イヴァン・ヴィレガス 
 

10:30–11:15 コーヒーブレイク   10:30–11:15 コーヒーブレイク 

11:15–12:45 
分科会 A 

  11:15–12:30 
 講演 
 „私は世界の光である“ 
 シュテファノ・ガスペリ 
  
アントロポゾフィー医学の発展 
マティアス・ギルケ 
ゲオルグ・ゾルトナー 
 
礎石のメディテーション 
（オイリュトミー） 

12:45–15:00 昼休み  

14:00–14:45 
科学的ポスター展示 
 
15:00–16:30 
サイエンス・スペース – 知識創造アートのハイラ

イト (英語)  
導入と司会: ヤン・ヴァガデス 

 

16:30–17:00 コーヒーブレイク  12:30 閉会 

17:00–18:30 
分科会 B 

  
全体集会における講演は、土曜日と日曜日のクラ
ッセンシュトゥンデをのぞき、すべてドイツ語で
行われ、以下の言語に通訳されます。 
中国語、英語、フランス語、イタリア語、日本
語、スペイン語、ロシア語 
 

-プログラムは変更の可能性があります- 

18:30–20:00 夕べの休憩  

20:00–20:45 
オイリュトミー上演 
21:00–22:30 
テラス祭 （晴天の場合） 
出会い – 音楽 – 踊り 

 

 



 

 

分科会 B （いずれの分科会も各回の内容が積み重なるように構成されています）金

曜日と土曜日, 17:00–18:30 
 
32. 暗黒時代における精神的な光（英語）ペーター・ゼルクがルドルフ・シュタイナ

ーのアトリエ ー彼の病床があり、イタ・ヴェークマンによる看護がなされ、彼が死を

迎えた場所ーにおいて、彼の生涯の最後の、困難な時期の中心的内容と未来への意図

を説き明かします。ペーター・ゼルク医学博士／教授、小児青年精神医学専門医、ア
ーレスハイム（スイス） 
 

33. アントロポゾフィー医学におけるウイルス感染症の治療へのアプローチ （ドイツ
語/スペイン語） アルボウイルス ー デング熱、出血性デング熱（HDF）、チクン

グニヤ、ジカ、黄熱、その他の熱帯病。これらの病気は現代においてどのような意味

を持っているのでしょうか？ これらの疾患の理解と治療について人間学的に考察し

ます。 シェイラ・グランデ医学博士／内科専門医、リオデジャネイロ （ブラジル） 
 

34. アントロメディクス – CARE 領域に関する最新の出版物と世界各地の職業グループ

による共同作業の可能性（ドイツ語/英語）アントロメディクスの専門医および職業

横断的内容ーアントロポゾフィー医学のインターネットポータルーのライブ・デモン

ストレーション。CARE グループの活動報告、さまざまな職業グループのさらなる発

展と世界各地の協働作業のさらなる展開。マティアス・ギルケ医学博士／内科専門
医、医学セクション代表、ドルナッハ（スイス） 
 

35. 光伝導路(ドイツ語) 光伝導路、経絡は、熱エーテルと微細な身体特有の運動ととも

に、基本的な健康の手当や、エルナ・ウィアーツ®式の根源療法における自己調節活

性化の基礎をなしています。もし可能であれば、小さな枕と暖かい靴下を持参してく

ださい。エルナ・ウィアーツ哲学博士、健康／疾患看護師、健康学者、ヴァンゲン
(ドイツ) 
 

36. 専門医グループの国際会合(ドイツ語/英語) 専門医グループによる仕事内容、研

修、後進育成、国際ネットワークに関する最新状況をめぐる毎年の情報交換です。対

象は全ての専門医、または専門医研修に関心のある研修医。マリオン・デーブス医学

博士、内科血液学／腫瘍学専門医、アーレスハイム病院 (スイス) 
 

37. アントロポゾフィー医学における若い世代の会合  (ドイツ語/英語)この分科会で

は、お互いを知り合い、発生した問いや体験を交換する場を作りたいと思います。さ

らに、会議のテーマに関する内容的な側面も準備しています。また、アントロポゾフ

ィー医学における最新の研究過程について話し合う可能性もあります。エヴァ・ルッ
ツ医学生、ハノーバー (ドイツ)、クリスチャン・リヒェルト世話人、バート・リーベ
ンツェル(ドイツ)、ルーカス・アンドレアス・ヒルト医学生、ハノーバー (ドイツ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

分科会 B 
 
38. リサーチ・カウンシル (英語/ドイツ語)国際リサーチ・カウンシルの年次会議。ヘ

ルムート・キーネ医学博士、専門医／研究者、フライブルク(ドイツ) 
 

39. IAAP 総会(ドイツ語/英語)薬剤師の国際合同協会(IAAP)は関心のある全ての人、また

各国の薬剤師協会の会員の皆さんを 2018 年通常総会にご招待いたします。9 月 15 日

（土）のみ、17:00〜19:00。マンフレッド・コールハーゼ理学博士／薬剤師、シュト
ゥットガルト(ドイツ) 
 

40. 職業グループの会合および IAABT 会員集会(ドイツ語/英語)私たちはアントロポゾフ

ィー身体療法の職業グループとして集まり、毎年開催される IAABT（国際アントロポ

ゾフィー身体療法協会）を行います。関心のある方は心より歓迎します。クリスティ
ーナ・シュピッタ内科専門医、ヴィンターバッハ (ドイツ) 
 

41. EFPAM年次総会と円卓会議(ドイツ語) 招待された方のみ。ルネ・ドゥ・ヴィンター

修士、EFPAM 会長、ライトシェンダム(オランダ)、シュテファン・シュミット＝トロ
シュケ医学博士／小児青年科学専門医、ベルリン(ドイツ)、レナーテ・ジッペル
EFPAM 副会長、クンベルク(ドイツ) 
 

42. 今日いかにアントロポゾフィーについて語るのか？–プロジェクト報告(ドイツ語) 
百年後、アントロポゾフィーの多くの成果が現在の文化の中にもたらされています。

多くの人々がそこに積極的な関心を抱いています。しかし、インサイダーのそれにつ

いての語り方がしばしば壁を作っています。今日、私たちはどのようにアントロポゾ

フィーについて語ればよいのでしょうか？アーレスハイム病院におけるプロジェクト

「21世紀のアントロポゾフィー医学」の報告です。アンドレアス・イエシュケ数学博

士／アーレスハイム病院事務長(スイス) 
 

43. 心理療法士の国際会合 (ドイツ語/英語/オランダ語) トラウマ、睡眠障害、不安障

害、うつ病のアントロポゾフィー心理療法的な治療コンセプトの研究と発展をめぐる

国際的な意見交換の場。ハルトムート・G・ホルン医学博士／小児青年科学専門医、

心理療法士、アイヒタル(ドイツ)、アド・デッカース哲学／心理学博士、心理士、心
理療法士、GG ビルトーヴェン、ヘンリエッテ・デッカース哲学博士・臨床心理士、
GG ビルトーヴェン(オランダ)、エレン・ケラー、ディプロム心理士／心理療法士、ザ
ールブリュッケン (ドイツ)  
 
44. 私たちの人間像を伝える ich.live モデル(ドイツ語)魂と身体の相互作用に関する唯物

的な固定観念は、心理療法における理解や共同作業を妨げることがあります。ich.live
モデルによって、患者とのお互いに自由な対話の中でアントロポゾフィーの人間像の

基本概念を伝えることができます。その際、光、熱、力の特性が経験されます。ペト

ラ・マリア小児青年精神医学専門医、シュテムプリンガー、ランツフート(ドイツ) 
 
 
 
 
 



 

 

分科会 B 
 
45. 魂の明澄化をめぐって〜腫瘍学における健康生成論(ドイツ語)腫瘍学における病気

の経過は、常に個別的です。当事者を支え、彼らが自分の治癒の道の共同形成者とな

るようにするには、どうすればよいのでしょうか？健康生成論の三つの柱、形成可能

性、理解可能性、有意味性を癌疾患とのかかわりの中でどのように展開することがで

きるのでしょうか？ヨーゼフ・ウルリッヒ、サイコオンコロジスト／芸術療法士、ニ
ーフェルン、エッシェルブロン(ドイツ) 
 

46. 光に満ち＝軽やかに動く(ドイツ語/英語) スペーシャル・ダナミクスのエクササイ

ズを用いて、実験の楽しさを持って光の直立の特性を探ります。ジェイメン・マクミ
ラン、スペーシャル・ダイナミクス・トレイナー、スカイラーヴィル(アメリカ合衆
国)、ガフリエレ・フルター、ディプロム・マッサージ–運動療法士、バーゼル(スイ
ス) 
 

47. 急性期病院における緩和的寄り添いの光と闇〜音楽療法に重点をおいて(ドイツ語
/イタリア語) 緩和病棟では、しばしば闇や影に直面します。それは不安、希望の喪

失、絶望、混乱といったものです。どのようにして暗闇の中から光に至る道を見出す

ことができるのでしょうか？分科会では医学的＝音楽療法の観点、自己経験、症例報

告に重きをおきつつ可能性を探っていきます。ラウラ・ピファレッティ芸術療法士、
メッゲン(スイス)、シュテファン・オブリスト医学博士、内科／緩和医療、リヒター
スヴィル(スイス) 
 

48. 光と熱の響きにおける歌声の治癒力の開発(英語)”アンカヴァリンング・ヴォイス”
学派のエクササイズを通じて、声の響きにおける光と熱の特性を開発し、そのバラン

スの中に歌声の持つ治癒力を経験します。歌うことへの喜びのほかは、いかなる音楽

的前提条件も必要ではありません！トーマス・アダム、歌手／歌唱療法士、ボッフム
(ドイツ) 
 

49. 治療的フォルメン線描を通して光に向かう(ドイツ語/英語/フランス語)治療的フォ

ル面線描では、集中的な自己活動を通して、私たちの自己治癒力が活性化され、強化

されます。新しく展開した創造力の熱を通して、喜び、生きる勇気、新しい展望が獲

得されます。植物界、天文学、または芸術との関連が、形成力の体験において新しい

認識の光へと導きます。ペーター・ビュッヒ、フォルメン線描家／成人教育者、シュ
テーファ(スイス) 
 

50. 光は愛... (ドイツ語/英語/フランス語) 言語への愛をもって、音声、リズム、詩の中

に語りつつ沈潜します。芸術的な言語形成です！キルスティン・カイザー、ディプロ
ム芸術療法士(ED)、エッティンゲン(スイス) 
 

51. オイリュトミー療法 100 周年–世界各地の祝祭の準備(ドイツ語/英語)この分科会で

は、どのようにしてこの 100 周年を様々な仕方で祝うことができるのか、その内容と

形式をともに探ります。2021年には個々の国々で、そこに発生した仕事を祝うための

様々な活動が行われる必要があります。全ての同僚の皆様に、この特別な年の準備を

ともに形成していただきますよう、お誘いいたします。クリスティアン・シュナイダ

ー修士／オイリュトミー療法士、 レスラート (ドイツ) 



 

 

分科会 B 

 
52. オイリュトミー療法における実践分野 (ドイツ語/英語)実践分野における問い：実

践分野における活動はどのように強められるか？様々な分野における 2021 年世界会

議への欲求はどこにあるか？各国の違いはどのようなものか？をめぐって意見交換を
行います。マライケ・カイザー、オイリュトミー療法士、グラーツ(オーストリア)、 
アグラヤ・グラーフ、オイリュトミー療法士、デッケンプフロン(ドイツ) 
 

53. チームの共同作業における光の特性 (ドイツ語/英語)共同の積極的で喜びに満ちた

経験によって担われるマインドフルな、合議的な関わりを支えるオイリュトミーエク

ササイズ。ソニア・ツァウシュ、オイリュトミスト／舞踊家、KHS、ドルナッハ(スイ
ス) 
 

54. リズム・マッサージ：光の所作とともに組織の中に熱をもたらす  (イタリア語/ス
ペイン語)イタ・ヴェークマンによるリズム・マッサージは非常に多様な治療的所作

を選択する可能性を与えます。この分科会では、組織の中に働き、物質変容における

熱の力を導く光の特性と取り組みます。講義、デモンストレーション、症例報告。ロ
ベルト・フェルネッティ理学療法士、トリエステ(イタリア)、ラウラ・ボルギ医学博
士／総合内科専門医、ミラノ (イタリア)、ジョゼップ・ガブリエル・アンドレス・オ

ルトゥノ医師、バルセロナ (スペイン)  

 
55. 瞑想および光と熱による生命力の変容(ドイツ語/フランス語/英語)実践的な瞑想訓

練を段階を追って行います。イマジネーションから、インスピレーション、イントゥ

イションへ、その治療実践への意味を考えます。ロベルト・ケンペニッヒ医学博士／
総合内科専門医、ストラスブール (フランス) 
 

56. 光と影–医療組織における責任を透明に形成する (ドイツ語/英語)診療所や病院、ま

た組織形成においては、診断、カウンセリング、措置のプロセスが中心的な意味を持

ちます。それによって光と透明性、もしくは影と不明瞭さが生じます。”クオリティ

への道”を道しるべに、透明な組織と明らかな責任体制の可能性を光とともに探りま

す。ゲルハルト・ヘルツ博士／教育者、グレーベンツェル(ドイツ)、サビーネ・リン
ガー、ハウス・モルゲンシュテルン所長、シュトゥットガルト (ドイツ) 
 

57. コミュニケーションにおける黄金ルール(ドイツ語)アントロポゾフィー医学におけ

る首尾一貫したコミュニケーションを形成するための考え方、ヒント、支援。実践に

即したワークショップ。ハイケ・ゾンマー修士、メディア広報活動コーディネーショ
ン担当、ドルナッハ(スイス)、バーバラ・ヴァイス、DAMiD事務長、ベルリン(ドイツ) 
 

58. 国際職業グループの基本指針と規約(ドイツ語)アントロポゾフィー医学国際職業グ

ループの基本指針と規約について話し合います。招待された方のみ参加できます。ア
レクサンダー・シャドウ自然療法士／心理療法士、ニーンハーゲン (ドイツ)  
 

59. TTT2018 年の振り返り(ドイツ語/英語) Teach-The-Teacher(講師養成)チームの非公開

の分科会です。目標は 2018 年 TTT 研修講座の振り返りと、2019 年への準備にありま

す。ヤン・フェルトマン医学博士／内科専門医、ベルリン(ドイツ) 
 



 

 

分科会 B 

 
60. エイランタイ、クリスマス・ローズ、ヤドリギ - アントロポゾフィー癌治療のため

の３つの薬用植物(ドイツ語)この分科会では次のテーマを扱います。薬用植物の考

察、薬学的処理、治療への応用。シュテファン・ロレンツ、イスカドール株式会社
CEO、アーレスハイム(スイス) 
 

61. 光と闇 (英語/ドイツ語/ロシア語) 1923 年 9 月、ルドルフ・シュタイナーはイギリ

スの人々にひとつの瞑想を与え、その日のうちにクリスマス会議のテーマを告げる講

演を行いました。この分科会では、対話とオイリュトミーを通して、光と闇の固有の

特性に目を向けます。ジェニー・ジョゼフソン医学博士／医師、フォレスト・ロウ
(イギリス) 
 

62. 内分泌撹乱物質と ヤムイモ(Dioscorea villosa)とナガイモ(D. batatas)の治療的意味(ド
イツ語/英語) この分科会では、医学、農業、化学の分野を横断し、内分泌撹乱物質の

環境毒物学的な意味、その代謝に対する作用、四つの構成要素(光エーテル／アスト

ラル体)、そして Dioscorea villosa と batatas(”光根”)からなる製剤による治療の可能性、

またその植物学と栽培を取り上げます。ベティーナ・シュライアーバッハ医学博士、
(スイス)、フロリアン・シュティンツィング教授／医学博士、WALA社研究責任者、バ
ート・ボル(ドイツ)、マティアス・ブスル農業技術者、ユーバーリンゲン–ダイセンド
ルフ(ドイツ)、ペア・シュライアーバッハ医学博士、アーレスハイム (スイス) 
 

63. ミツバチの叡智(ドイツ語/英語/フランス語)ミツバチの群れを訪ねます。見て、感

じ、匂いを嗅ぎ、驚きましょう。天気がよければ巣箱を開け、ミツバチの群れの組織

を眺め、記述し、理解しましょう。ミツバチの七つの治癒物質について直接的経験を

集め、蜜群におけるその意味、そして人間におけるその治癒作用を知ることにしまし

ょう。ヨハネス・ヴィルツ博士、自然科学セクション生物学者、ドルナッハ（スイ
ス） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光! 愛! 生命!             

            J.G. ヘルダー 



 

 

並行して行われる催し 
 
養成機関と養成者を対象とする「教え」と「学び」をめぐるカウンセリング 
アントロポゾフィーに基づく医学、治療、健康について養成を行うことは困難な仕事

です。このカウンセリングでは、カリキュラム開発、学習目標の形成、学習者中心の

学習環境の整備、プログラム形成、教授法やメディアの選択を含む授業形成、試験、

適性の見極めなどについて話し合うことができます。このカウンセリングは、あなた

の問いや必要に沿って、あなたの文脈の中で行われます。 
 

実施日時：  9 月 15 日（土）17:00–18:30 (ドイツ語と英語) 
 

対象グループ：  養成機関の代表者、講師  

準備：   あなたの必要とするカウンセリング、もしくはご質問を簡潔に記

し、7 月 31 日までに次のアドレスまでお送りください。 
diethard.tauschel@uni-wh.de 

 

ディートハルト・タウシェル医師、「統合随伴研修」アントロポゾフィー医学(IBEM)
共同代表、ヴィッテン／ヘルデッケ大学、ドイツ 
 
研究に関するポスター展示 
アントロポゾフィー医学における研究のポスターは、会議の開催中、木工場ホールに

て展示されます。ぜひふるって展示にご参加ください。あなたの最新の研究成果を分

かりやすく構成し、一枚の要約（タイトル、著者／機関／住所、設問、素材、方法

論、結果、結論）を 2018 年 8 月 15 日までに下記にお送りください。 
 
ダニエル・クリュルケ自然科学博士(Dr. rer. nat. Daniel Krüerke) 
アーレスハイム病院研究部門 
daniel.krueerke@klinik-arlesheim.ch 
 
 

受理された要約は、会議においてハンドアウトとして用意され、”メルクールシュタ

ープ”誌にも”科学と研究からの報告”として公表されます。ポスターの印刷は A0 フォ

ーマット (118x84cm) で作成し、年次会議にご持参ください。 
 
世界各地の医学的＝社会的プロジェクトの報告 
本年度の年次会議では、あらゆる国と大陸の事業や活動を歓迎します。金曜日午後の

ワールド・スペースでは、プロジェクトや文化活動の紹介があるとありがたいです。

一つの報告（３〜７分）を関心のある方は、どなたでも 2018 年 7 月 15 日までにお申

し込みいただけます(タイトル、国、要約を添えてください)。 

興味深いポスター(英語でお願いします)も、検討した上で展示する場合があります。

アントロポゾフィー医学運動全体からのアイディアをお待ちしています。 
連絡先: worldspace@medsektion-goetheanum.ch 
 
 
 



 

 

一般的な情報 
 
申し込み 
Goetheanum Empfang  
Postfach, 4143 Dornach 1 (Schweiz) 
Tel +41 61 706 44 44, Fax +41 61 706 44 46  
tickets@goetheanum.org 
 
通訳 
全体集会での催しは、中国語、英語、フランス語、イタリア語、日本語、ロシア

語、スペイン語に同日通訳されます。これらに含まれていないご自分の言語での

通訳を希望される方は、ぜひ通訳者を同行してご参加ください。その場合の”通訳

参加者”には無償の参加証をお渡しします。 

お問い合わせは 8 月 31 日まで： francois.bonhote@medsektion-goetheanum.ch 
 
言葉遣いについて 
読みやすさのために、ドイツ語の男性形の中に常に女性形も含まれるものとさせ

ていただきます。 
 
寄付 (会議参加費の振込先ではありません) 
 

参加費軽減および渡航費補助を補うために、ご寄付をいただければ大変ありがた

いです。 
 
スイス国内から 
Bankverbindung Schweiz: Allg. Anthr. Ges., Med. Sektion,  
IBAN CH53 8093 9000 0010 0605 6 – BIC: RAIFCH22, Verwendungszweck: JK 2018 
 
ドイツ国内および国際送金 
Bankverbindung Deutschland / International: Med. Sektion, Förderstiftung AM, 
IBAN DE92 6839 0000 0000 9707 60 – BIC: VOLODE66, Verwendungszweck: JK 2018 
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Medizinische Sektion am Goetheanum 
Rüttiweg 45, 4143 Dornach (Schweiz) 

Tel +41 61 706 42 90 / Fax +41 61 706 42 91 
info@medsektion-goetheanum.ch 

www.medsektion-goetheanum.org 



Booking Form
Living Light
A Conference of the Medical Section at the Goetheanum from Thursday, 13 to Sunday, 16 September 2018
Booking closes: Thursday, 30 August 2018
Please complete the booking form and mail, fax or email to:
Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 4446, Tel.  + 41 61 706 4444  email  tickets@goetheanum.org
Please fill out in block capitals!
 Ms      Mr
Name, first name ______________________________________________________________________________________
Billing address  private address  address of institution
if so, name of institution ______________________________________________________________________________________
Street, no ______________________________________________________________________________________
Town ______________________________________________________________________________________
Postcode ______________________________________________________________________________________
Country ______________________________________________________________________________________
Phone/fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
Occupation ______________________________________________________________________________________
I need translation into   English   French   Spanish   Italian   Russian   Japanese   German   Chinese

Conference ticket without meals
 CHF 300 regular price     CHF 190 with concessions¹    CHF 90 students²    500 with sponsorship³

Meals (2x lunch, 3x evening meal)  CHF 125
Breakfast (3x)  CHF 45
Workshop A 1st choice, no __________       2nd choice ⁴, no __________      3rd choice ⁴, no __________
Workshop B   1st choice, no __________   2nd choice ⁴, no __________   3rd choice ⁴, no __________
Group accommodation (mattresses on the floor. Please bring a sleeping bag, a pillow and a sheet, limited places)
 CHF 30 (3 nights from 13 to 16 September 2018)       CHF 40 (4 nights from 12 to 16 September 2018)
Parking at the Goetheanum  Parking permit: CHF 21
Insurance
 Cancellation insurance (5% of the total costs, CHF 10 minimum)
 See cancellation conditions in the General Information

Payment methods
 on invoice (only Switzerland and Euro zone)
Credit card (all countries)  Visa  MasterCard
Card number: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Expiry date: __ __ / __ __ 

Biannual events magazine (Pdf-Download): www.goetheanum.org/en/events/events-magazine

I agree to the terms of payment and cancellation.

__________________________________________________________________________________________
Place, date, signature

¹ For OAPs, the unemployed and people with disabilities who receive benefits. Proof of status has to be submitted with the booking form.
² For students, schoolchildren, those in training, military or civil service. Proof of status has to be submitted with the booking form.
³ Should you be in a position to pay an additional amount, this would help to cover the costs of the conference and 
support the work of the section.
⁴ When registering, your first choice is no longer open, is cancelled or will be cancelled, your second and third choice 
will be taken into account. If your first, second or third choice is full, we will try to contact you. Please look for updated 
information at the start of the conference. 
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General Information
Living Light
A Conference of the Medical Section at the Goetheanum
from Thursday, 13 to Sunday, 16 September 2018
Booking closes: Thursday, 30 August 2018
Conference fees: Regular price: CHF 300 with meals: 425 CHF
 Concessions¹:         CHF 190   with meals: 315 CHF
 Students²  :          CHF 90             with meals: 215 CHF 
 With sponsorship³:  CHF 500            with meals: 625 CHF 
Conference meals
Conference meals (vegetarian with dessert) include 2x lunch and 3x evening meal at CHF 125 in total.
Breakfast (3x) can be booked separately at CHF 45. The other meals cannot be booked separately. We 
regret that food intolerances cannot be catered for.
Group accommodation 
(Booking possibility on the booking form, further information: www.goetheanum.org/6644.html)
Accommodation with mattresses on the floor: 3 nights from 13 to 16 September 2018 (CHF 30) or 4 nights 
from 12 to 16 September 2018 (CHF 40). Please bring a sleeping bag as well as a pillow and a sheet; 
limited places. 
Parking permit
for the period of the conference: CHF 21 (not right next to the Goetheanum building) 
If you have a disability, please display your disability badge in your car.
Methods of payment/confirmation 
On receipt of a group application, the respective institution will receive the account for the group. Subse-
quent bookings can only be applied for and paid on an individual basis.
Credit cards (all countries): The full amount will be charged to your credit card as soon as your booking 
has been processed. You will receive postal or email confirmation of your booking and payment.
Invoice Switzerland: Confirmation of booking and an invoice will be sent to you once your booking has 
been processed. Please note that we only send out invoices up until 10 days before the beginning of an 
event. After that, payment is only possible by credit card or on arrival.
Invoice Eurozone: Confirmation of booking and an invoice will be sent to you once your booking has 
been processed (Euro account). Please note that we only send out invoices up until 14 days before the 
beginning of an event. After that, payment is only possible by credit card or on arrival.
Other countries: Once your booking has been processed you will receive a confirmation by post or email. The 
amount due will either be charged to your credit card or you can pay on arrival. Bank transfers are not possible.
Please note that the conference fee must be paid before the conference starts.
Conference tickets: Tickets can be collected at the Reception until half an hour before the conference starts, 
also if you pay on arrival. We accept cash (Euro and CHF), VISA, MasterCard, ec-direct and Postcard-Schweiz.
Cancellation: Bookings may be cancelled free of charge up to 14 days prior to the beginning of the confe-
rence (30.8.2018, date of posting). After that, 50% of the conference fee will be charged. Meals, breakfast, 
parking permit and group accommodation may be cancelled free of charge up to 1 day prior to the begin 
of the conference (12.9.2018). Cancellation on the day when the conference begins or failure to attend are 
subject to a 100% invoice total. Substitutes will be accepted at no extra cost.
Cancellation insurance: Subject to a payment of 5% of total costs (CHF 10 minimum) full cancellation 
insurance can be taken out to cover illness (including dependent children and partner), job loss and force 
majeure. Please ask for our terms of insurance or visit www.goetheanum.org/6053.html.
Data processing: All data will be electronically recorded and filed and not passed on to any third party.
_____________________________________________________________________________________________________________

You can find further accommodations on our website: www.goetheanum.org/4283.html

Terms and Conditions will be sent on request or can be accessed online
at www.goetheanum.org/6025.html.


