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【問題とは何なのだろう？】
■問題に対しての接し方や

捉え方を学ぶ

●体や心の中にある力や個性を再発見

しよう。

●「快」の動きは調整の動き。

　（体（心）にまかせる健康法）

●心身の文法とは？

【心理的援助とは何か】
■心理的援助の基本とは？

●心や体に関わるということ。 

●コミュニケーション活用法。

●心理的援助によって得られるもの

や、その成果の確認。

【価値観などの「観念」を
  変えるためには？】

■八方ふさがりのような状況に
　どう対処したら良いか。

●症状即療法とは？

●心の視点を変化させる様々な方法を

学ぶ。

【体（心）はすべてを知っている】
■「私は○○できないのです」と
いう方にはどう対応したらよいか？

●相手の無意識への接し方を学ぶ。

●【心の学校】の技術を相手に行う方

法を学ぶ。

【言ってることはわかるけど…】
■心理的援助を円滑に行う

最も重要なポイントとは？

●無意識とのラポールの取り方。

●氣の感応とは？

●「手を用いない整体」とは？

【Ａという自分、Ｂという自分…】
■現在の自分を認めていくためには？

●夢と現実とのギャップを埋めていく

自然な願望実現法とは？

●体（心）は未来の地図。

　体を変えることによって未来が変わる！？

【気がついたら変わっていた！】
■言わないで伝える方法や

　言葉を用いない
　心理的援助の方法を学ぶ。

●呼吸の間隙を活用する手法とは？

（相手の意識の抵抗を受けない方法を学ぶ）

●体感覚を活用した心理的な援助（心

理整体）とは？

【わかっちゃいるケドやめられない♪】
■無意識に働きかけるための方法を学ぶ

●催眠の達人・松本道別氏が行ってい

た無意識へのアプローチ手法とは？

●リラックス誘導と瞑想誘導と自然催

眠の共通性と相違点について。

【すべては相似的】
■部分と全体の捉え方と

対処法を学ぶ。

●症状の持つ意味を再考する。

●「その人」とは何か？

●すでにある推理小説から犯人を消

すためには？

【変化の可能性を求めて】
■なぜ「快療法」はあれだけの

成果・実績があるのか。

●その人自身が行うことの意義を知る。

●犯人のいない推理小説を作るゲーム

とは何か？

【治りたい「でも」治したくない】
■矛盾した気持ちがある場合の

対応の方法を学ぶ。

●心理指導の達人、野口晴哉氏が得意

にしていたアプローチ手法とは？

●治療家殺しと言われる方への対応

法は何か？

【バランス・バランス・バランス】
■頭（意識）ではなく、無意識レベルでの
バランスを取るための方法を学ぶ。

●体と無意識とのつながり。

●心と体を一致させるには？

●講座内容カリキュラム●
※以下は今までの一例です。

今回は、とにかく相手の方を「P」にさせる最強のメソッドをお伝えしますので、
左側の「概要」を特にご参照ください。

１. 一生使えます。
この講座の内容はまさに『一生の宝』。ぜひ早めに
学んでほしいです。

２. 最強の心理的援助の方法を学ぶことができます。
特別な状況設定においてのみではなく、日常会話の
中で活用できる援助の仕方も行いますので、あらゆ
る場面で応用することができます。

３.いつでも、どんな時でも使えます。
いつ、いかなる場面でも使える「魔法のツール」を
学びます。

４.使えば使うほど効果が増していきます。
一日一日と楽に自然に活用できるようになってしまい
ます。しかもどんどん強力に。

５. 人間関係の向上に役立てることができます。
職場や家庭をはじめ、あらゆる関係性の向上に役立
てることができます。

６. 自分自身の心が軽くなります。
二人で組んで行なうため、自分の心がどんどんと軽く
楽になっていきます。

７.体も、とっても元気に戻ります。
心と体は一つ。
上記６で述べたように、自分の心が変わってしまうの
で体質までもが変化してゆきます。

心理の学校
（心理指導法講座）

概 要

●この講座の目的

●この講座の特長

●特筆事項

この講座は次のような事柄を目的としていらっしゃる方のための講座です。
・心理的援助の方法を学びたい方。
・一生使える心理的援助の方法を学びたい方。
・コミュニケーションをうまくとりたい方。
・人間関係を向上させたい方。
・とにかく楽に楽しくなりたい方。

・受講者のプライバシー公開を強要することはありません。
・全く何もご存知ない方でもおわかり戴けるよう説明してゆ
きます。

『一生の宝』が学べます！ 

初心者の方、大歓迎です。

【心理の学校】スペ
シャ
ル企
画！

なんと２日間バージョン！

→ 心理指導法講座 ←

97％の方が、たった2回の面接セッションで改善に向かっています。
そんな魔法のような言葉かけの方法を学んでみませんか？



●動画会員についての説明
　本講座は、動画会員の方は、特別割引
料金でご受講いただけます。
　そこで、動画会員について簡単に説明
させて頂きますと…
　“ 自然に生きる道 ”である「氣道」を
創始した長谷川先生の「とっておきの講
座」を、毎月一回（１日）に、動画配信
するシステムです。
　インターネットに接続する環境さえあれ
ば、パソコンやスマホでも手軽に視聴でき
ます。
　長谷川先生の臨場感たっぷりの“ 生ラ
イブ映像”を、ご自身の「好きな場所」「好
きな時間」に、「何度でも繰り返し」ご覧
いただくことができるため、ほんとうに大
好評です。
　ぜひ、ご活用ください！
※なお、一般の方でも（初月 1980 円）
となる他、講座の割引が受けられます
が、当会の会員の方が、専用クーポン
を使って動画会員になられますと、年
会費無料＆動画会員の初月経費が無
料！ になります。
（専用クーポンは、会員用掲示板をご覧いた
だくか、事務局へお問い合わせ下さい）
※デメリットはまったくありません。
　まずは、「まなつく」で
検索、まなつくサイト
 ( https://manatuku.com/ ) 
内で「氣道」と検索して
登録して下さい。

お 名 前

ご 住 所

FAX:TEL:

ふりがな

（〒　　　　- 　　　　　）　　　

□一般　□会員　□CD【「心の学校＆心理の学校」＆「心の学校」】購入希望

□再受講および動画会員、CD【「心の学校＆心理の学校」＆「心の学校」】ご購入者

【心理の学校】 参加申込書　FAX：045-261-3304（24 時間受付）

担
当
講
師
よ
り
一
言

　“心理の学校”は、氣道の四本柱の一つです。
（ちなみに、四本柱の学校とは、“ 体の学校 ”、“ 心の学校 ”、そして相手

への援助法を学べるのが“整体の学校”と“心理の学校”です。）

　つまり心の面から相手の方を元気にしていくのがこの“ 心理の学校 ”
です。（サブ・タイトルは「心理指導法講座」。野口晴哉先生は以前「心理療法
講座」という名称で行っておりました）

　用いるのは愉氣と言葉かけ。
　それだけで、体まで、整体に、つまり元気に戻ってしまいます。

（体と心は一つですから！反対にいえば、“ 整体の学校 ”は体を通して相手

の心を元気に戻す講座といえるでしょう）

　もう一つは、「相手の方」と書きましたが、
　実は、相手に援助すると自分まで良くなってしまうのですね。
　それに加えて、二人組で実習するので、相手の援助を受けて、更
に元気になってしまいます。

（これも“整体の学校”と全く同様ですね！しかも今回の内容は強力です。）

　ですので、「自分自身が元気になりたい方」も、ぜひご参加ください。
（“心の学校”の初等と言ってよい内容ですので、ゴールデンウィークの“心

の学校”と合わせての受講は最強です！ぜひお薦めします）

　
　さて『内容』についてなのですが、
　表ページに書いた「以外」の『今回だけの特長』が何と五つ
もあります。
　一つ目は、今年、最初で最後の“心理の学校”かも、ということです。

（氣道の四本柱の学校ですので、一年に二回は行いたいのですが、スケジュ

ール的に難しい可能性が大きいのです）

　二つ目は、通常 8～ 10 日間で行っている内容を２日間にまとめた
ということです。
　三つ目は、いつも以上にミルトン・Ｈ・エリクソンを原点とした心理
療法のエッセンスをお伝えしていきます。

（上記したように、“ 心の学校 ”の初等と捉えてＯＫの内容ですので、昨年、

快医学や京都（栖賢寺）で行った“ 心の学校 ”初等と重複する内容の部

分もあるため、同ＣＤをお持ちの方は割引料金とさせていただきました。）

　四つ目は、今回の“ 心理の学校 ”は、動画講座として行うという

ことです。
（ですので、動画会員の方は、後日、配信されたあと、いつでも自由にご覧

いただけます）

そして、料金面では、今回の“ 心理の学校 ”は、動画会員
の方にとっては、あり得ない程のサプライズ企画になっていま
す。
（なんと、この「心理の学校」の料金で、９ヶ月（会員の方は６ヶ月）分

の動画を見られてしまいます… ３月の「速読法講座」も考慮すると一年間

分です…

しかも、会員の方は「初月無料」ですので、まったくデメリットがありません！

ちなみに、この講座はバックナンバーにはしません。（後日、オンラインス

クールとしてまとまった料金で提示することになっています）

そのため、ぜひ、この機会に（遅くとも 5/24 までに）動画会員に
なられて、今回のみのメリットを生かしていただけたらと
思っています。

　五つ目は、四つ目と絡みますが、今回は動画講座ですので、
毎月配信している「“ 氣道 ”とっておきの内容」として、お伝
えできたらと思っているということです。（奥義『操心法』などもご
紹介してしまうつもりです！）

̶̶̶どうぞ楽しみにしていて下さい。
｠
　さて、今月（4月）は、“氣道”四本柱の学校が、そろって開校されます（！）

　その皮ぎりがこの“心理の学校”。

　そして“ 心理の学校 ”は次に始まる（4/20）“ 整体の学校 ”の基礎であ

り奥義。（７月まで全10回）

　そうしてゴールデンウィークには“体の学校”。4/27＆28

　つづく4/29からは“心の学校”になるのです。

※どの学校も、数年前とは、ほぼまったく違うくらいに、シンプルで、

それなのに深いメソッドになっています。

　　─────２０１９年の新年度から、ぜひ“ 氣道 ”を深く楽しく身につ

けてください。

（長谷川淨潤）

● 日　時 … 4月 6日㈯＆7日㈰　両日とも12 時～16時　● 場　所 … 氣道協会 東京道場（東京都墨田区江東橋 5-2-6）
● 講　師 … 長谷川淨潤　● 受講費 … 3万 6千円（会員：2万4千円）

※再受講および動画会員、ＣＤ【「心の学校＆心理の学校」＆「心の学校」】ご購入者：１万円
● 定　員 … 30 名　※なおキャンセル待ちが予想されますので、お早めにお申し込みください。
● お申込み方法 

・氣道協会事務局までお電話（045-261-3300）戴くか、下記申込用紙にご記入の上 FAXにてお送りください。(24時間受付）
・受講費は連絡後、一週間以内に一括納入されて下さい。正式なご予約受付は、ご入金（道場へのご持参あるいは下記へのお振込）
を持って完了となります。なお入金された受講料は返却できませんのでご了承下さいませ。
　　●郵便振替：00180-4-753530〔氣道協会〕●ゆうちょ銀行：〇二八店（普）6495060〔氣道協会生活環境改善部〕
※こちらの講座は3/24㈰23:59まででしたら、サイトからの申込みも可能です。（その場合、ご入金はクレジットカードまたは銀行振込となります。）
　まずは「音学」で検索、音学サイト内で「氣道」と検索下さい。（右のＱＲコードからもアクセスできます）。

● 受付開始日 … 2 月26日（午前11時より）
● その他 … ・今回の講座の内容は、「その日から、家族や周囲の方に活用できる」方法です。（ぜひ、そうしてください）

・「『どんな時でも、誰に対しても』、つまり、『あらゆる場面で、いつでも、どこでも使えます』」（ぜひ、そ
うしてください！）
・しかも「一生涯、活用できます」（そのため『一生の宝』となることでしょう）
・何より「自分自身が“楽しい”毎日になっていきます」。（自分自身の強力な潜在意識教育になってしまうので）
・また、「行えば行うほどに効果がどんどんと増していきます」。
・愉氣を、言葉を通して伝えていく秘訣が学べる講座です。（しかも魔法のプロセスや言葉で）
・なお、真剣に学ばれたい、楽しみたい方でしたら、全くの初心者をはじめ、どのようなお立場の方でも、ご参加できます。
（当会は、あらゆる宗教、政治団体とも全く関係がありません）
・「秘匿性の高い内容」のためと、今回は「動画会員にとってはサプライズ＆プレゼント企画」のため録音、撮影はお断り申し上げます。
・「講師より一言」に記載のある講座（＝快医学や京都（栖賢寺）で行った“心の学校”初等“）を収録した
CD【「心の学校＆心理の学校」＆「心の学校」】の購入ご希望の方は、下記ＦＡＸフォームでもお申込みいただけます。
（●●の内容です。CD７枚、１万２千円／会員８千円。ショッピングサイトでも販売中です！）

受講手続き・その他
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