受講手続き・その他
日

程

9/7 ㈯・8 ㈰・21 ㈯・22 ㈰、10/5 ㈯・6 ㈰・26 ㈯・27 ㈰

初等〜中等

全8 回

※遠方からの方の便宜を図り、土日でまとめました。宿泊先などのお問い合わせがありましたら事務局までご一報ください。

時

間

全8回

・土曜日：午後 1 時〜 4 時（技術研鑽会：4 時半〜 6 時頃）
・日曜日：午前 11 時〜午後 2 時（技術研鑽会：2 時半〜 4 時半頃）

場

所 東京道場（東京都墨田区江東橋 5-2-6）

定

員 ２４名

講

師

整体の学校

「整体法」修得講座

最も大切な

心理指導も
学べます！

in 東京道場
一度身に付けたら、一生使える技術。

長谷川淨潤

２ヶ月後、
ご家族や近しい方の主治医になれます。

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

受講費

16 万円（再受講 6 万円）

※通常はいつも 18 万円です。
※資格認定代＆免状料込みの料金です。
※一年間の “ 愉氣セラピスト” 登録料も含めます。
※「整体の学校・初等」」をご受講済みの方（オンラインスクール含む）は 15 万円になります。
※未会員の方は上記＋５千円となります。
※「動画会員」の方は上記より−1 万円となります。

「周りの人がこんな症状で困っている。
自分に何かできることはないのだろうか？」

その他
「病院でこんなふうに言われた。
それでいいんだろうか？」

・和室にてうつ伏せになりますので顔に当てる手拭い等ご用意下さい。
・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。どのような立場の方でも参加できます。
・秘匿性の高い内容もご紹介しますので、録音、録画はお断り申し上げます。
・上記のように「動画会員」には各種の割引特典がありますので、長谷川先生のとっておき講座を毎
月 3980 円でご覧になりたい方は、「動画会員」になられることをお薦めします。

今回講座にご参加の方への特典

非売品
公開

今までに行った「整体法修得講座」の中から珠玉の DVD を購入して頂くことができます。
（今後とも、会員の方であっても販売予定はありません。整体法講座ご参加の方へ、内部資料としての限定販売です）
これまでのテーマは「 体癖別整体」「椎骨別整体」「整顔整容法」「腹部の系」。人間理解や観察力、生命観などが格
段に深まる “ 整体操法の珠玉の宝” を、ぜひ知って下さい。

お電話（045-261-3300）かこのまま FAX（045-261-3304）でご送信下さい（24 時間受付）
正式な予約受付は、ご入金を持って完了となります。受講料は、お申し込み後一週間以内に下記の宛先までお振込みください。
（なお一旦ご入金された受講料は返却できませんのでご了承ください。）

●郵便振替：00250-1-131173〔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〕
※該当する項目にチェックを入れて下さい
□（会員）16 万円

□初等卒業生

□（会員）15 万円

□再受講

□（会員）8 万円 □（未会員）8 万 5 千円 □（動画会員）7 万円

□（動画会員）15 万円
□（動画会員）14 万円

ふりがな
お名前
ご住所

整体 ( 指導 ) を受けるにつれて、体や心は自然な状態（自然体＝整体）
にどんどん近づいていきます。
ご本人の力を発揮させる援助ができれば、

２ヶ月後
のあなた

何より大切な健康を、ご家族の方や周囲の方々に実現できるようになります。
これ以上に素晴しいことが他にあるでしょうか？

( なお、この講座を足がかりに、独立・開業された方もいらっしゃいます。
プロの方は、さらに深い施術ができるようになります。)

現場や日常生活で欠かせない洞察力が身につくと共に

「必要なところにさっと手がいく」そんな「手」になります。

□初受講

□（未会員）15 万 5 千円

本来、体はより生き生きと個性を生かして自然に生きる力が備わっているもの。

ご家族や近しい方々の健康を、自分たちの手で取り戻すことができます。

申込方法

□（未会員）16 万 5 千円

こんなお気持ちの方も多くいらっしゃると思います。

お電話番号

他者を「幸せ」に導くことができる存在になれます。
これはオマケですが、日常生活、人間関係など、
すべてのことが変わっていきます。

本講座は、長谷川先生から学ぶ最後のチャンスになるかもしれません。
２０１９年秋、一生の宝を手に入れましょう。

この講座の目的

『整体の学校』概要

この講座は、野口整体を基台とした「整体法」の技術を系統立てて集中的に学ぶことを目的として
います。氣道の整体は、実践的および体験的な技術と知識の集積ですので、受講者の方々にとって、
必ず役に立つものが得られることでしょう。
その意味で、この学校は、次のことを求めていらしゃる方に最適です。

1
2 将来、健康指導者を目指している方。

身近な人の体を調律し「整体」にすることができます。

2

ご家族や隣人の方々の体調が悪い時、実は、薬や注
射を用いる以前に行うべきことがあります。
そしてその方法は薬等と違って、弊害や副作用も全
くありません。
しかも行えば行うほど、相手の方は元氣に整体に
なっていきます。

3

何より大切な心からのアプローチ（心理援助）も
学ぶことができます。
しかも、その方法は、ミルトン・H・エリクソンが
開発された
「最も自然で最も強力な」
心理療法です。
この学校に参加する事によって、身心両面からの
セラピストになることができます。

5

初心者や女性あるいは年配の方、プロの方まで
その目的に応じて、修得することができます。

毎回、
「手当て（愉氣）」をし合っていきますので、ご自身も
元気に整体になっていきます！
少し体調が悪い時でも、講座に参加されると、講座後すっ
きり！ということも多くあります。いつの間にか、感受性
が豊かになったり、勘が働くようになったり、身体感覚が
細やかになったことに気づかれることでしょう。
そのため、
【正確な観察力】、
【洞察力】、
【深い共感力】も身に
ついていきます。

実習中心ですので、頭だけではなく体に、そして短期間で”身につける”ことができます。

愉氣セラピストに認定！

( ご希望の方は当会サイトや会報への掲載も承ります（初年度無料）。)

︿愉氣セラピスト証書﹀

中等ご卒業時に、“ 愉氣を用いて周囲の方に援助できる”方であることを証する「愉氣セ
ラピスト」の認定証書をお渡し致します（無料）。
しかも、一度認定されましたら会員の方は「全くの無料」で愉氣セラピスト資格を維持す
ることができます！
二枚のお免状（卒業証書＆資格認定証書）を全員にお渡しします！（無料）

プロを目指したい方だけでなく、
生の奥深さや美しさを実感したい方
にも大変お薦めです。

「心理の学校」は、
“ 相手の方に意識を向ける”
愉氣の本質を深めつつ、
手を用いない
言葉による援助を
学べる内容です。
心理指導は「言葉による整体」。
整体を学ぶ方には必ず修めて
頂きたいものです。

初めての方へ
初心者の方こそ大歓迎！
「これまで何の経験もなく、知識もない」とおっしゃる方が、すんなりとなじんでいただける側面もあります。
（知識や技術よりも「必要な処にサッと手がいく掌」づくりが、「整体」を行う上で、
何より大切なものであり、それが本講座の一番の目的でもあります。）
ある参加者の方が仰っていました。
「以前は、病気になったらどうしようと不安だったけれど、いまは、どんなことがあっても大丈夫と思えます。」
ご参加いただければ、きっとそのことを実感していただけることでしょう。

講師より一言
「整体法を学ぶという事は、人間にとって最高の教養なのです」
…とは、野口晴哉師の言葉。
私は、整体法とは、そしてその原点である「手当て」とは、人が人を幸せにするために
最も大切で最短の近道であると感じています。
整体を行い初めて、いつの間にか 49 年の年月がたちました。
しかし年々その気持ちは増すばかりです。
相手の方を幸せに導くにはどうしたらいいのか？
その答えがここにあります。
最も有効な「幸せの援助」とは何か？
自分だけでなく他の方の幸せの援助をされたい方は
ぜひいらっしゃって頂けたらと願っています。
今回が最後になるかもしれません。
ぜひ同封の『整体の魅力』をご一読ください。

︿卒業証書﹀

6

「整体の学校」
（中等）では、
身心を調律する「処」を修めつつ、
「整体操法」の”技術”を学びます。

3

ほぼ隔週の土日で開催。これは意識／無意識両面の学びを考えた時のひとつの理想的なペースと言えます。

講座と共に、ご自身の心身も変化していきます。

数多くの実習を中心として進めていきますので、短期間で頭ではなく体（＝潜在意識）で学
ぶことができます。この講座は、
「氣道」創始者である長谷川先生が４０年かけて纏め上げ
た経験、実績に基づいた叡智を惜しみなく公開しています。
しかもその効果は、過去１０万人以上の方々の健康を回復させた実績によって証明されて
います。心理療法も含め、
「野口整体」をこれだけの時間内かつ費用で統合的に学べる所は
他にはなく、( 日本、いえ世界を見回しても ) ここだけです。
「習い事」
「お稽古事」という意味でも最も役に立つ講座です。
本講座は色々な意味で「今回が最後かもしれない」という長谷川先生からしか学べない
貴重な内容＆時間です。

2

当会の主要四部門である「体の学校」「心の学校」「整体の学校」「心理の学校」のうち、“ 他者への援助” を学ぶ「整体」
「心理」の二部門を学べます。（「体」「心」は “ 自分を整える方法” です。）
他者への援助やコミュニケーションをまとめて学べるカリキュラムです。

私たちの整体（野口整体）は特別な力や技術も用いず、自
然でソフトな「氣による整体」です。ご家族や身近な方だ
けでなく、
「どんな人」にも援助をすることができます。

4

1

愉氣法は整体の初歩であり奥義。
”愉気法のできる掌”を伝授します。
初等の内容だけでも、ご家族や周囲の方へ
の基本的な援助ができるようになります！

この講座の特長

1

「整体の学校」
（初等）〜「整体の学校」
（中等）と「心理の学校」の三部構成になっております。

「整体の学校」
（初等）では、
“ 愉氣ができる掌”
“ 必要な処にサッといく掌”を作ります。

家族の方々や、知人の健康回復・増進のため、整体法を身につけたい方。

カリキュラムについて

（長谷川淨潤）

「整体」̶整った体。
体が整っていれば、要求に沿って生き生きと活動できます。
こだわりを手放し、夢を実現し、「生」を日々全うすることができます。
そうした「整体」になってゆく力は、すでに一人一人の中に備わっている。
その力を発揚させ十全に発揮させるための調律 ( 交通整理）、それが整体法です。
そして、それは『誰にでも』できます。
この秋、ぜひ「一生の宝」を身に付けてください。

