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２ヶ月後のあなたは
ご家族や近しい方の素晴らしい援助者になれます。

この 10日間の講座によって
ご家族や近しい方々の命の力 (自然治癒力 ) を取り戻す存在になれます。

体にはよりよくなろうとする力 (自然治癒力 ) が備わっているのです。

それを体験する１０日間です。

全１０回

卒業後のあなた

「一生の宝」を身に付けられます !

心理指導も
学べます

何より大切な
遠隔整体や

in 横浜道場in 横浜道場

5/15( 土 )、16( 日 )、5/29( 土 )、30( 日 )、6/12( 土 )、13( 日 )、6/26( 土 )、27( 日 )、 7/10( 土 )、11( 日 )　全 10回
※遠方からの方の便宜を図り、土日でまとめました。
　( 宿泊先などのご質問は事務局まで早めにご一報下さい）

日　程

時　間

※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 (1 万円 ) も含めます。
※未会員の方は＋５千円（年会費）となります。
※なお「動画会員」の方は上記金額より５千円割引となります。（単日受講は１千円割引）上記
　のように「動画会員」の方は長谷川先生のとっておき講座を毎月3980円でご覧になれる
　他、各種の割引特典がありますので、この機会に動画会員になられることをおすすめします。
　詳細はこちらから。https://npo-kido.com/enroll.html

・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。
・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。
・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。

③.今までに行った「整体法修得講座」の中から卒業生でしかお求めできない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。この【整体の学校】にご参加の方だけの特典です）
    ＜例＞これまでのテーマは「体癖別整体」「椎骨別整体」「整顔整容法」etc.
④.「愉氣セラピスト」になれます！そのため、【整体の学校】研修会に参加できます。

その他

今回の講座にご参加される方には以下の特典があります

場　所
２４名定　員

講　師

何より大切な健康を、ご家族の方や周囲の方々に
取り戻すことができる存在になれます。

―――― これ以上に素晴しいことが他にあるでしょうか？
※この講座を足がかりに、独立・開業された方は数多くいらっしゃいます。

相手の方を「幸せ」に導くことができる存在になれます。
『自分自身の』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。

(これは、大きな？オマケですが・・・。)

□初受講　□再受講（上記特典２について　□持っている　□持っていない）
□3回目以降（上記特典２について　□持っている　□持っていない）　
□単日参加（□5/29 □5/30 □6/12 □6/13 □6/26 □6/27 □7/10 □7/11)　
     ※5/15 または 5/16 単独受講ご希望の方、7/10＆11 の２日間ご参加希望の方は、別添ちらしでお申し込みください。

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

申込方法

お電話番号　お名前

ご住所

ふりがな

□会員　□動画会員　□一般

□2020年遠隔整体講座（□未受講　□受講済み）
□初等卒業生 ( オンラインスクール含む )
□整体法修得講座 DVD購入および中等オンラインスクール受講者

２ヶ
月（全
１０
回）で

身に
付け
られ
ます
。

「必要なところにさっと手がいく」―――そんな「手」になれます。

②. ご予約完了の時点で、DVD(CD) 整体の学校 (大好評だった2020年前期の全ての講義 (心理の学校含む )が収録された貴重な未公開映像。
　  販売予定価格 8万円。40時間 ) を早速お送りします！ (2020 年後期「最終日」のCDも！ )
　 これで予習もできます！※お持ちでない再受講の方にもプレゼントします。

①.１日目の「チャクラ講座」に無料で参加できます。（「チャクラ講座」は今回で当分行いません）

※「チャクラ講座」や「遠隔整体講座」、「心理の学校」のみのご受講につきましては、別添ちらしをご参照ください。
「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）17 万円
「整体法修得講座」DVDご購入の方、「整体の学校・中等」オンラインスクールご受講の方 14 万円   

この割引は今回で終了です。
(最後のチャンスです！）

< 土 > 午前 11 時～午後 5 時 ( 午後３時半～５時 チェックリストを用いた研鑽会 )
< 日 > 午前 11 時～午後 4 時 ( 午後２～ 4時 チェックリストを用いた研鑽会 ( 但し 6/27、7/11 は無 ))

長谷川淨潤
（研鑽会は、当会整体指導者が担当）

横浜道場

受講費 １９万８千円 (5/15「チャクラ講座」や 5/16「遠隔整体講座」、7/10,11【心理の学校】を含む料金です。分納可 )　

分割でのお支払いも可能です。
３か月以内と１年以内で設定が可能
ですので、まずは遠慮なく事務局
までお問い合わせください。

再受講７ 万円（単日１万円）・３回目以降：５万円（単日８千円）
(但し「遠隔整体講座」未受講の方は＋１万円となります。)

修了者には、「卒業証書」だけでなく 
「愉氣セラピスト認定証」を お渡し致します

 ( 内閣府認定 )　

〈卒業証書 〉 〈愉氣セラピスト証書 〉

とにかく「愉氣」を
伝えたいのです（by淨潤）

※5/15「チャクラ講座」、5/16「遠隔整体講座」は別添チラシをご参照ください



家族の方々や、知人の健康回復・増進を望む方・ ・
・ ・

そのために最も自然で効果のある方法を学びたい方

将来、整体指導者を目指している方 とにかく野口整体を身に付けたい方

この講座は、「整体法」(野口整体 )を学ぶことを目的としています。
本当の意味で「真の援助」をお伝えしております。
当会には、日々多くの方々が来訪され体や心の問題解決をされていますが、この学校は、そうした今
までの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。

初心者の方こそ大歓迎です！
「これまで何の経験もなく、知識もない」とおっしゃる方こそ、

ぜひいらっしゃって下さい。
知識や技術よりも「必要な処にサッと手がいく掌」づくりこそ、

「整体法」を行う上で、  何より大切なのです。

整体であれば、要求に沿って生き生きと行動できます。 
こだわりなく、夢があれば向い、「生」を日々全うすることができます。
その「整体」になってゆく力は、元より一人一人の中に備わっています。
その力を発揚させ十全に発揮させるための「調律」―――それが整体法です。
それは『誰にでも』できます。
―――そのように（整体操法が出来るように）人間は作られています。  

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。
そしてその方法はそれらとは違って、弊害や副作用
も全くありません。
その方法は実に簡単。
しかも行えば行うほど、相手の方は元氣につまり
整体の状態になっていきます。

この講座の目的

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」の二部門が学べます。（「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技術をまとめて学べるカリキュラムです。

カリキュラムについて

この講座の特長

1 現在最高レベルの整体法の基本を身につけ身近な人の
体を調整し「整体」の状態に戻していくことができます。

「整体の学校」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。
「遠隔整体講座」では、相手の方に”愉氣をする基本”を学び身に付けていきます。

初めての方へ

「整体法を学ぶという事は、人間にとって最高の教養です」
…とは、野口晴哉師の言葉です。
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とても近道な本能の行為です。

整体法を行い初めて、いつの間にか 50年の年月がたちました。
相手の方を幸せに導くにはどうしたらいいのか？
最も有効な「幸せの援助」とは何か？
―――その答えがこの学校にあります。

そしてその答は必ずや「身に付け」られます。

今回は「チャクラ講座」と「遠隔整体講座」も加えました。
 （「チャクラ講座」は今回のみの特典）
この機会をご活用ください。
皆さんにお会いできることを心から楽しみにしております。

（長谷川淨潤）

講師より一言　――― 愉氣を広めていきたいのです！―――

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。

2 初心者はもちろん、どなたでも
身に付けることができます。

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るでしょう !

3 現在最高レベルの心理指導も学ぶことができます。
今回は「遠隔整体」も学べる「身に付け」られます。

毎回、「手当て（愉氣法）」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！
されることでしょう。また、何故か勘が働くようになります。

4 ご自身の身心も整体になっていきます！

実習を中心として進めていきますので、“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、3０年以上かけて練り上げてきたものの結晶です。

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

最終日には、卒業証書以外に“ 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。
※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！（半永久的）
　( 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）。)

6 愉氣セラピストに認定します！ (必ずなれます )

そして、身心を調律する「処」( 調律点 )、「整体操法」の最も大切な基本を学びます。
「心理の学校」では、手を用いないで相手の方を整体に幸せにする技術を身につけられます。

〈
卒
業
証
書
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〈
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氣
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ラ
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〉

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！

今回は「遠隔整体講座」～「整体の学校」（初等）＆（中等）～「心理の学校」の三部構成になっております。

『整体法の学校』概要『整体法の学校』概要

「整体」̶ それは整った体のこと。


