愉氣

CD

〈開運＆招福〉
神道〜古神道祝詞〜カタカムナ〜修験道〜勤行

年頭 1 月 5 日に行った「一年を創る講座」の貴重な音
源がありましたので公開致します。
と申しますのは、この日にご参加の方から、「とても良
かったです。一年のスタートに最高でした！」という声を
多数頂いており、また私自身も、「この音、雰囲気の収
録されたＣＤがあれば、今年一年とっても運がツクなぁ！」
と思っていたのですが、残念ながら録音をしていなかっ
たのです。
ところが共演者の古谷暢康さんが当日の模様を録音し
ていらっしゃっており、「最高のギグでした！」というコメ
ント共に、協会までお送り下さったお蔭で、当日の音声
がご紹介できる事になった次第です。（暢康さんにはこの場
を借りて御礼申し上げます。）

さて、当日は、一年を創る様々なワークやレクチャーを
行ったのですが、このＣＤでは、
『とにかく今年一年がツ
ク年になる』と感じられる音源の部分のみを厳選しました。
たとえば１トラック目は「ひふみ真言」でありますが、
これは「大祓詩（おおはらえことば）」の途中の部分であ
ります。
ご存知のように大祓詩というのは、日本で最も古い祝
詞の一つで「これを唱えれば全ての罪や穢れが祓われる」
というものですが、その途中に「天津祝詞の太祝詞ごと
をのれ」とありますが、その太祝詞は秘言とされており
ます。
ここでは「ひふみ 真言」を太祝 詞として唱えており、
それだけを残しましたが、これだけ聞く（かける）だけで、
前後の大祓詩を聞かず（かけず）とも孕まれると感じ前
後の大祓詩自体をカットしました。
（※なお尺八のように聞こえるのは、竹内直氏によるリードの
即興演奏であります。（！）
※他の音は、自動運動を行う動きの音です。（殆どはこの
チラシ作成者の晶ちゃんの音ではないかと推測。(^̲-) ）

２トラック目は柏手でありますが、この音だけでもか
なり空間や時間の祓いが出来ると思います。（頑固なもの

４トラック目はまた柏手でありまして、
5トラック目には、
夢実現の言葉と共に直さんの ﬂu t e が重なり柏手の後、
カタカムナの真言に続きます。
そして６トラック目は私の即興演奏（ピアノ）から始ま
り暢康さん（編集注：古谷暢康さん）がジョイントした後、
つの健も加わり、更には直さんも、と、まるで虹の様な
階梯を醸して素晴しき一年を実現していきます。
後半、古谷暢康と竹内直、つの健との初コラボも圧巻。
（なおこのトラックは音楽のみですので、音楽のお嫌い
な方、また即興演奏（フリージャズ）故、お嫌いな方は、
出来ましたらこのトラックは飛ばしてお聞きになって下
さいませ。また開運効果はこのトラックに於いても、
今後も永続される事でしょう。
）
７トラック目から、神道、古神道、カタカムナではな
く仏教、修験道の勤行となります。お聞きになれば分か
る通り、このトラックの数十秒前から私は演奏の最後に
かぶせる如く勤行＆リンを行って移行してゆきますが、音
量が大きいところもあるため小音か無音で活用して下さい。
続く８トラック目は私の勤行が主体。そのうちまた直さ
ん暢康さん、つの健の音が加わります。
そして、９トラック目もそのまま続きますが、般若心経
ですので、ご存知の方は共に唱和されるのもよいでしょう。
（つの健の打音と勤行、自然発生の柏手はリズムも上がり、
地鎮祭の如くです）

続く１０トラック目は勤行の白眉。
秘 真言が、リンの音より始まり、オーム音から調 音、
その場の相応しい音程にチューニングされて行われます。
この日の白眉であり、常にこの時には一人の奏上なのに
まるで複数人のような倍音が生じています。
それに触発されるよう、リードも重なり、真言後の念
願成就も数珠音と共に完結してゆき、演奏とリン、声と
つの健のリズムが一体となって自然の一、〇に回帰してゆ
きます。

は〈リピート再生〉）

３トラック目は有名な「六根清淨大祓」の祓いから始
まります。そして、
「天地一切清淨祓」〜「一切成就祓」
〜「三種太祓」と続きます。
直さん（編 集 注：竹 内直さん）との即 興デュオにより、
六根清 淨（クリーニング）と共に夢の実現（クリエイト）
が実現できます。（最後の転調が絶妙なリフレッシュ効果を及

※おそらく２０１４年までだけでなく、来年以降も必ずツク

ぼします）

読みになった方にこそお薦めしたく思います。（長谷川淨潤）

と思い公開販売しました。
（このＣＤを活用される方々の今年一年の氣の運び（運気）が素
晴しく巡ることをここに保証したく思います）

そのため、このＣＤは、
【愉氣ＤＶＤ（ＣＤ）】を【愉氣ＣＤ・
Jr.「自然」】だけでもお求めの方か長尾弘先生の著書をお

の
先生
潤
おすすめ CD 活用方法
淨
①自動運動のＢＧＭに！
「当日の参加者と同じように自動運動のＢＧＭとし
てかけて活用されてくださいませ。」

② 場の浄化に！

トラック解説
１トラック ◉ ひふみ真言 〔1 分 45 秒〕
２トラック ◉ 柏手（クリーニング＆クリエイト） 〔15 秒〕
３トラック ◉「六根清淨大祓」〜「天地一切清淨祓」〜
「一切成就祓」〜「三種太祓」

（リフレッシュ＆クリエイト） 〔3 分 3 秒〕

「【愉氣ＤＶＤ（ＣＤ）】と同 様に、小音あるいは
無音にて、場の浄化にご活用下さいませ。」
（特に最初はトラック１〜４を繰り返しリピートするとい

４トラック ◉ 柏手 〔8 秒〕
５トラック ◉ 夢実現＆カタカムナ真言 〔2 分 30 秒〕
６トラック ◉ 新たに生まれ、一年を創ってゆける

即興演奏（新生＆再生） 〔22 分 56 秒〕

いでしょう。
【愉氣ＤＶＤ（ＣＤ）】をお持ちの方は、その上で。）

８トラック ◉ 勤行の続き 〔8 分 45 秒〕

③ 夢の実現に！
「夢実現に活用されたい方は、トラック５以降に。」
★再生音がうるさくなってはいけないので、
特に７トラッ
ク目以降は、必ず小音か無音に設定してください

９トラック ◉ 般若心経 〔5 分 18 秒〕
10 トラック ◉ 八百万真言による降神開運＆全生〔13 分 52 秒〕

プ ロ フ ィ ー ル

竹内 直 山下洋輔ユニットでヨーロッパ・ツアー（０７）な
どグローバルな活動を展開し、現在は、自分のグループ、ソ
ロのほか、SAXOPHOBIA、山下洋輔 p、荒巻茂生 b、海老沢
一博 ds、のグループで活躍中。

（※一回目の再生の時はリピート再生しない事）

つのだ健 ２０年よりもっと、ライブハウス中心にいろんな音
楽のバンドで叩いています。
地球に生まれてよかったよ！ そんなドラムを今日も叩いてま
す。

古谷暢康 ９０年代半ばに十代で「渋さ知らズ」に参加。
長谷川淨潤 幼少の頃より憧れであった、山下洋輔氏の目前
９７年以降、東ヨーロッパ、イスタンブール、ベルリン、リス
でピアノを弾いて認められる。
ボン等を拠点に活動。デビュー CD『Bendowa』は、いきな 「フリージャズの鬼才」。「淨潤は、とても繊細で大胆な音楽
り『All About Jazz New York』誌で０９年度最優秀デビュー・ を創る名人である」とは毎月レギュラー出演をしていた横濱エ
リリース賞に選ばれている。
アジンのマスターの紹介文。神官（神主）であり僧侶でもある。

格 ◆ 会員：3,600 円、未会員：16,600 円、2013 年の「１年を創る講座」参加者：2,400 円

セット内容 ◆ CD1 枚
収

（※これも無音か小音にて再生を）

祝詞＆勤行：長谷川淨潤 ／ リード：古谷暢康＆竹内 直 ／パーカッション：つのだ健 ／
リン：長谷川淨潤 ／ 他の音や声：参加者の自動運動

出演者

価

７トラック ◉ 勤行 〔5 分 20 秒〕（※無音か小音にて再生を）

※頂いた金額は全て協会への寄付扱いとさせて頂きます。 ※申し込まれたお１人お１人に合わせた愉氣をさせて頂きます。

＊臨場感あふれる講座収録のため、音声が一部クリアでない部分もございますことご了承ください。

録 ◆ 2013 年 1 月 15 日／横浜道場（「１年を創る講座」より）

お申込 ◆ お電話（045-261-3300）、メール (order@npo-kido.com) または下記お申込欄にご記入の上 FAX にてお願い致します。

愉氣CD『〈開運＆招福〉淨氣』申込書

このままFAX（045-261-3304）で、ご送信いただけます（24時間受付）
※以下該当する項目に、レ点をお入れ下さい。

ふりがな

□会員 3,600円
□未会員 16,600円
□2013年の「１年を創る講座」参加者 2,400円

お名前
お電話番号
FAX 番号

ご住所 （〒

※お受取、ご入金方法について、
該当する項目にレ点をお入れください。

-

）

□発送（ご入金方法：□代引き □事前入金）
□道場にてお受取＆ご入金
（道場：□東京 □横浜／受取希望日： 月 日）

※CD 完成までには、ご注文から３週間程度のお時間をいただいておりますことをご了承ください。

