（「氣道の学校」チラシに書いてあるように単独受講OKですが、参加資格がありますので裏面の「その他」の欄をご参照下さい）

『虫講座 』
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〜救霊講座〜
皆様は淨「霊」と聞いた時、どのような印象をお持ちになるでしょうか？
氣道では、氣という意味で「霊」（や霊障）はあると捉えています（どの程度「霊」の方向からアプローチするかはまた別です）。
私は修験道教師の資格もあり、古神道の神官でもありますので加持祈祷（除霊）の専門家です。
その為、数十年「霊」について様々な体験をしてきました。しかし簡単に対処できる方法があるのです。
一言で言えばそれは愉氣。
そして、それを深めるためにこそ「愉氣の学校」＝心の学校があるのです。
その上での講座の初公開は２０１３年の２月１５日。
それは【心の学校 】卒業生のみを対象に行われた「氣道の学校 advance & variation」の中でした。
その後、 ・まさかここまで変化するとは思ってもみませんでした
・夢が叶いやすくなった
・心穏やかに過ごせるようになった
・「家鳴り」や「静電気」が無くなった
・“ 生まれ変わった ”ような感覚
・その後の人生が大きく変わってびっくり！
———等など、非常に多くの反響を頂き、
これまで敢えて「霊」について言及してこなかった私が、25 年以上研鑽したとっておきの方法を、
満を持して皆様にご紹介しています。（2018 年 8 月からは、加持祈祷のやり方までも紹介されています）
修験道や古神道や野口晴哉先生の手法ではとりきれなかった虫もいなくなります。
「霊（講座内では“ 虫 ”と呼んでいます）」についての氣道的な捉え方、
そして「霊（虫）」への対処法までを身につけることができる一年に３回のみの希有な機会。（注／ GW、お盆、年末）
（「思いがけないことが実は虫の影響だった」ということもとても多いのです。
そして身心のクリーニングをされてきた方こそ、「この部分が実はそうだったのか！」という実感を得ることができます。そのため…）

「クリアな感覚を持って、自分で自分の人生を創っていかれたい方」そして
「自動運動を行なっても（体からのアプローチ）、（内感）愉 氣を行なっても（心からのアプローチ）取り切れない方」にこそ、
諸手を上げてお薦めしたい講座です。
※その理由で心の学校の前半である“ 風の学校 ”卒業生（あるいは参加者）に限らせて戴いております。
夢の実現を最も邪魔するのが虫です。
虫がいなくなると、嘘のように夢が自然に叶いやすくなります！ （長谷川淨潤）

長 谷川 先 生より一 言
人 間 の 生 命 体 は「心、体、霊」の三つで 構 成されていると言 わ
れます。
実は、そのうちの「体」を整えるだけでも、あるいは更に心との二つ
を変えれば、霊障は殆ど全て解決してしまいます。
しかし「殆ど」という事は逆に言えば残念ながら１００％ではないと
いうことでもあります。
そのため、残りの数％に関しては、正直申し上げますと、長年、教わっ
てきました修験道や古神道のお祓い、その他の手法を取らざるを得
なかったのでした。
※その数、この４０年間で少なくとも３０００体以上の浄霊をしましたが、

（しかも依存にならなく、
行えば行うほど、
霊媒体質ではなくなる、
のは愉氣（整
体）同様です！

̶̶そしてこれは声を大にして強調したいことですが、
この講座の目的は『一人で虫クリーニングができるように
なること』です）

２０１３年２月に初公開したところ、ご参加された方々のほとんど全員から、
「その後の人生が変わってしまった！」
という絶賛の声を聞きました。
そのため、同講座を継続的に行なっています。
その行い方が内感を必要とするため、ご受講するには条件もありますが、

整体（個人指導）の現場だけで浄霊できなかったこともあった事は正直

講座内で完全に浄霊されるだけでなく、

残念でなりません（数回ではありますが）。今後は整体（個人指導）の現場

今後、
一生、
活用することのできる浄霊 method を学ぶことが出来ます。

でも１００％浄霊できる事を目指します！

しかし、この『虫講座』でご紹介する方法は、そうした他力的な浄霊
ではなく、二人で組み、自分自身で行なっていく、とてもピュアでエ
レガントな方法です。

行い方のレジュメと２０１５年の虫講座 CD もお渡しします。これだけ
でも、受講料以上の価値があると思います。

ぜひこの機会に虫に祝福を与えて下さい。
詳細は裏面をご覧下さい

（これらは ごく一部のご感想です）
★私にとっては、待ちに待った「虫講座」であった。

★ワークを行ってみた結果はすごかった。
以前から気になっている人がいた。私から見るとその人は生きづらそうだっ

ご体験された方々の感想より

以前から「自分をクリーニングする」ということに興味があったからだ。
今回は懐刀を手に入れたような気分になった。（ArthurKazu 様）

た。そんな彼女を見て私も辛かった。でも講座でワークを行った時に、私
から見た彼女がそう見えていただけということが体感出来た。 そして後日、
びっくりすることが起きた。必ずと言っていいほど場の氣を乱す彼女が、周

★帰りは風の学校以上にボーっと、足取りもフラフラしながら、でも体の中
が空っぽの状態で帰りました。（A.K. 様）

りとしっくり馴染んでいる。私以外の人達もすんなり話している。
「これは一体どういうことなのだろう？」「彼女自身が変化したに違いない！」
でもそれは私の見方が変わったからだった。以前から彼女は変わっていない、
周りも変わっていない、ただそう見えるだけ。

★まぁなんと虫の多くしつこい事。でも体もかるくなりストンとゆるみました。

「私たちは自分のフィルターを通してでしか物事を見ていない」それを実感する

とても最高の気分にさせていただけました！（R.B. 様）

ことによってまた一つ軽やかにしなやかになれたような気がします。（T.C. 様）
★虫講座、再受講でした。1 回目で足の指先からスーッと抜けてしまいました。
まだいるのかな、と思いましたがいませんでした。なんだかあまりあっさり
と抜けてしまい、
ひょうし抜けしてしまいました。また受けたいです。
（S.M. 様）

★とっても面白いセッションでした！
その時は自覚がありませんでしたが、気付いたら、その後の生活が確実に
変わっていてビックリ！（S 様）

★たぶん、去年受けた「心の学校」で、かなり心がクリーニングされていて、
レクチャーなしでもけっこう簡単に虫を退散させられたのだと思います。
ちょうど、少しやっかいなことがあったのだけど、このセッション受けてい

★
『虫退治』後は、大きな変化がありました。
まずは、家鳴りがなくなったこと。私が居ると、自室にとどまらず、風呂場
やリビング、道場でさえパキパキと音が鳴っていましたが、虫退治の後は音

たら「そんなもの、どうでもいいや〜」となれました。帰ってきてゆっくり
と CD を 3 枚聞いてやっと全部わかりました。そして、あの長尾弘先生の

が全くしませんでした。
もうひとつあります。私は大変な静電気体質で、冬場は火花が散るほどです。

救霊 CD ！！聞いて又又おどろきました！

しかし、虫退治を行った次の日、普段なら私の手にべったりと張り付くはず
の FAX から出てくる用紙が、さらりと手から離れるではありませんか。ス

先生、そしてスタッフの皆さま , ありがとうございました！（tenko-san）

チールの戸棚には、火花を散らさず、痛みもなく触れることができました。

★とても興味深く、同時に、前評判通りの、大変エレガントな講座、でありました。

静電気に怯える日々と、おさらばした瞬間でした。（M.K. 様）

「こんなに詳細な、実践版のセッション方法を公開してしまっていいんです
か！！ 淨潤先生！！」と驚いてしまうような内容でありました。こんな講座、
ほかでは絶対！！に、ないと思います。

★
「霊（虫）」については、全くピンときていなかったのですが、セッション後

またこの講座で公開されたセッションはかなり強力だと思います。
長いこと、
「この部分の違和感だけはとれない」と思っていた体感が、講座
内の練習セッションでびっくりするほどとれてしまいました。

の自分のあまりの軽やかさにびっくり…！
心穏やかに過ごせるようになり、
「今まで、実はすごく影響を受けていたの

それだけでなく、かなり深い部分が生まれ変わったような感覚が味わえ、

だな」と思いました。そして、「自分で自分の人生を創れる」という実感が
よりクリアに持てるようになりました。

それこそ ”つきものが落ちた ”感じでした。
ちょっと病み付きになってしまいそうなほどのセッションでした。（A.N. 様）

また、
「霊」をも敵対視しない暖かいまなざしは、さすが氣道！ですね。世
界をどのように捉えたら良いのか、またひとつ教えて頂きました。（Y 様）

日時

2022 年

場所

東京道場

費用

初受講：3 万円 今回の「氣道の学校」受講生（初受講の方）は無料
再受講：8 千円

8 月 19 日（金）11 時〜 14 時 位
講師

長谷川淨潤

※
「心の学校」卒業生なら（風の学校のみでも）「個人レッスン」の形で受講することも出来ます。（「心の学校」自体も！）

※長谷川先生よりの一言にもありましたように、
参加者には、一生使えるレジュメ（最新版！）＆CD をお渡しします。
受講費はそれらの価格だと思って OK です。（ですから当日は遊ぶだけ！）

その他

※秘匿性が高いため非公開の念書を頂きます。

流す（再生する）だけで
淨霊できてしまう
長尾弘先生の救霊CDも
プレゼントします！

※予め虫以外の理由によるものは全てクリーニングしていないと、全てを虫のせいにしてしまう可能性があるため、
今回、【心の学校】の前半である 風の学校 をご参加の方か『愉氣マスター』の方 or 再受講の方のみ
対象とさせて頂いております。

再受講の方へ

すべてゴッソリと cleaning しましょう！（年 2 回がお薦め）
なお予め「内感愉氣」や「瞑想」を当日まで、できる限り行っておいて下さいますようお願い致します。

申込方法

・事務局までお電話（045-261-3300）を頂くか、下記申込用紙にご記入の上 FAX にてお送り下さい（24 時間受付）。
・受講料は、ご予約後１週間以内に納入されて下さい（道場での手渡し、または下記へのお振込み）
。
●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〕

・ご入金をもって申込完了とさせて頂きます（尚、ご入金された受講料は返却できませんのでご了承下さい）
。

『虫講座』申込書

FAX：045-261-3304

お名前：
ご住所：（ 〒

⇩ 該当項にチェックを入れて下さい

□ 初受講

ふりが な

ご連絡先（電話その他）：

-

）

□ 以前【心の学校】
を出られた方（8千円）
□ 今回の【心の学校（
参加者（無料）

風の学校 ）】

□「 個人レッスン」の形で
この講座を受講したい方

