「魔法使い」に
なれます！
実は人間は元々「魔法使い」なのです。

遠隔整体講座

大好評のためいつもキャンセル待ち多数の講座。
そのため【整体の学校】の一部にさせて頂きました。
※ですので【整体の学校】は卒業されている（＝愉氣セラピスト）のだけど、まだこの講座は受講していない̶̶̶という方のためにご案内しています。

さて以前ののチラシでは以下のように淨潤先生は書いておりました。
離れた人であっても 氣 は届きます。
この講座では、その技術を身に付けていただきます。

その意味では「虫講座」以上に、最も怪しい講座といえるでしょうが、
※そのため「虫講座」同様、本丸の学校参加者のみ承っています

「身に付けて」いただくわけですから、単に行い方を紹介するのではあ
りません。
しかも練習を通して身に付けるということでもありません。
『その日からすぐに出来る』ような伝授をさせて頂きます。
私たちは２０年前（１９●０年代）より「遠隔整体」を行ってきました。
今でこそ多くの活用者がいらっしゃりますが、その頃は、どうしても道

しかし、私たちはいつも、すでに、遠隔整体を行っているのです。
「あの人どうしているかしら？」
と思うだけで、その人に気が向っています。
肉体を通しての直接的な対面だけでなく、以心伝心ではないですが、
ちょうどインターネットのように私たちは交流しているのです。
その意味でいえば、そうした 氣 を用いること。
それは何より整体（指導）の原点ともいえることなのです。

場に来られない遠方の方や、緊急の場合にご活用して頂いておりました。 （それが出来なければ整体（指導）は出来ません）
この講座では、私たちが３０年近くかけて研鑚してきた「遠隔整体」の
能書きはともかく「遠隔整体が出来るようになりたい方」はこの機会を
内容を系統だってご紹介すると共に、話の内容に関係なく、それが出
ご活用ください。
来るような 氣 の伝授を行っていきます。

● お伝えする内容

● ご参加の方への特典！
ご予約完了の時点で、以下の DVD（CD）をお送りします。
これだけでも「遠隔愉氣」が出来るようになります。
・「遠隔整体講座」（1 万 6 千円（会員 1 万 2 千円）DVD3 枚）
・「遠隔愉氣講座」（現在非売品。DVD1 枚 CD3 枚）
※この二つのＣＤは聴くだけでも「遠隔愉氣」が出来ようになります。

（半永久的に使えます。なおそれぞれの 氣 は以前より格段にブラッシュアップされています）

①相手の方の 氣 を感じ、（以下「相手の方の」を割愛）
遠隔整体が出来るようになる 氣
────以下のも全て相手の方に出来る 氣 です。
ご自身に半永久的に作動する 氣 は

・「愉氣法講座」（6 千円（会員４千円）DVD2 枚 CD3 枚）

【体の学校】
＆
【心の学校】
＆
【虫講座】

・「氣道入門」（無料 DVD1 枚 CD2 枚）

あるいは『個人レッスン』でお伝えさせて戴いております。

②筋肉を調整出来る
■日

時…

2022 年 11 月 13

■講

師 … 長谷川淨潤

■場

所 … 横浜道場

■定

員…6名

日㈰ 11 時〜13 時

③脊髄を調整する

氣

④内臓を調整する

氣

⑤必要ない（マイナスの）氣を除去出来るようになる 氣

※重要：本文中にありましたように、
この講座は【整体の学校】の一貫として
行いますのでお早めにご予約下さい。

■ 受講費 … 会員の方：6 万 6 千円

氣

（心臓などの内臓平滑筋含む）

⑥神経を調整する

氣

⑦全チャクラを調整＆活性化させる

氣

動画会員： 6 万 4 千円

・再受講：3 万 6 千円（前回更にブラッシュアップされておりますので以前のは抜き最新バージョンで伝授させて頂きます。

・今回の【整体の学校】受講生：無料ですので、ぜひ【整体の学校】にご参加下さい！
（＆【心理の学校】4 万 8 千円も無料）

※特典のＤＶＤをお持ちの方はその金額を差し引いた料金で受講できます。（再受講の方を除く）

■ 申込先 … ☎045-261-3300
※前回、前々回共にキャンセル待ちがあまりに多数だったため電話でのみ承っております。
※ご連絡後、一週間以内に以下にご入金ください。

（それで正式なご予約となります。一旦ご入金後のご返金はでき兼ねますのでご了承下さい）
○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〕
にお振り込みになるか道場まで直接ご持参ください。

● ご受講された方からの感想文

※その他のご感想は「整体の学校」チラシの中にある「遠隔整体講座」の項をぜひご覧になって下さい！

◉遠隔整体講座に出席したその日から毎日使わせて頂いております。
◉伝授後にエネルギーを体に呼び出した時の驚きは、忘れられません。
驚く程沢山の伝授をして頂き、使いこなせるのかと心配になりましたが、 エネルギー体が、これまで経験したことのないほど色濃いものとなり、リ
大丈夫でした。
アルなものになりました。
簡単な手順で、自然に無理なくエネルギーが発動してゆくからです。
しかも、数分程度の 伝授 で、それが実現してしまうなんて、どういう
私が自分に行なう場合は、分かり易いようにベッドに横になって行ないます。 ことなのか？！
想起してしばらくすると、必要な所に必要な変化が訪れ体の修復活動が始
思わず「先生、すごいですね！！！！」と口をついて出てしまっていました。
まるのが分かります。
（正直、悔しささえ覚える（苦笑））驚きの体験でありました。
時に、痛みやダルサが出たり、自動運動が起こるころもありますが、かえっ
これほんと…実際の変化と、驚きと喜びを金額にしたら６６万円じゃきかな
てその方がその後の体調がすこぶる良くなるので嬉しい反応として受けと
いんじゃないんでしょうか。
（永井 晶）
めております。（なので『もっと痛くなって！！』と日々願っています）
教えて頂いた基本にプラスして、自分の気になる箇所も行なえるので、ま
◉終わった後の変化で一番大きかったのは、手の感覚でした。
さに寝ながら楽々メンテナンスを享受しております。
自分の領域を拡げて頂いたような感覚で、手に意識を向けると、それまで
もちろん、他者にも行なえます。会話中やドライブ中にもいつでもこっそり
感じられなかった、より繊細で奥深いところまで感じられるようになったと
行なえるので、大変助かっております。
思います。
（松岡正彦）
一生使える、魔法のツールを授けて頂き心から感謝しております。 （K・N）
◉今回は、遠隔愉氣に活用出来る伝授でしたが、以前伝授されたエネル
ギー技術が、全体的に底上げされたような感覚を得ています。
◉遠隔愉氣の伝授後に、伝授前に呼び出したエネルギー体と比べて、以
改めて、研修会での出来事や、そこから導き出された事を思い出しますと、
前よりまして、形も大きさも明確に色濃くなり、確かにエネルギー体が此処
今回のようなエネルギー伝授やそれに伴うエネルギー感受感覚の精妙な変
に私の手と手の間にあるという存在の違いに驚きました。
化から、以前、一受講生として【感覚開発講座】を受けた時に体験した
今までにない体験でした。
驚きや人の持つ能力の不思議さや、また当時の整 体 法修得講座の中で、
今回伝授して戴いたことを私自身の中で更に愉しみながら研鑽したく思い
以下（◎印）の調整が出来るようになる伝授を受けたりしたことを思い出し
ます。
素晴しい伝授をありがとうございました。
ていました。
（今野幸子）
当時は「中腰の型や諸々の技術を学ばなくても、内感愉氣やこのエネルギー
技術で大丈夫」と思ったりしたものです。（笑）
◉遠隔愉氣の伝授を受け、一番初めに感じたとこは、情報量が増えたこと
でした。
しかし、思い出したからこそ、また感覚のフィードバックがあったからこそ、
エネルギー体を感じやすくなり、密度が濃くなり、いままで感じていなかっ
冒頭の感想に繋がるわけですが、当時は、上記のように詳細に分類された
たもを感じとることができ、手も敏感になっていました。
対面での整体指導に行かせる伝授でしたが、今回の研修会での体験で、
遠隔愉氣を行なう際に、自分の考え方やどのようなフィルターを無意識下
一巡りされたような、統合されたような感じを得ています。
（宮本健志）
に持っているかで、エネルギー体の感じ方が変化する事を体感できた時間
でした。
◉「遠隔整体講座」すごかったです！！ いろいろな伝授を受けて、魔法
貴重な体験をありがとうございました。
使いになった気分です。
（木戸洋志）
そして、「自動的に氣が発動する」ことを実感したため、「 相手の方に何
かをしてあげなくては」という気持ちが減って、 今までよりも安心して「手
◉遠隔愉氣はプロとして十数年させて頂いておりましたが、今回の伝授を
当て」が出来るようになったのも嬉しかったです。
受けて以下の変化を感じました。
（Y 様）
・呼び出した氣の明瞭さが増した。（より色濃く取り出せるようになり、輪郭

や場合によっては色なども感じでき、ある意味物質を扱っているような感覚に
なった）

・色々な氣をより明確に呼び出せるようになった。（遠隔愉氣をさせて頂い

ている方が幸せになるエネルギー、その方を援助してくれるエネルギー、等など、
それぞれの氣の違いも明確に感じる）

・それらのことにより、遠隔愉氣を「遠隔整体」と呼ぶのがフィットする
ようになった。
遠隔愉氣が非常にやりやすくなったため、行なうこと自体の楽しさが増
して、自分でも色々試したくなります。それによって更に磨かれていくの
を感じます。（「自分ができること」の幅が広がった感がありますし、自分のコ
ンディションが今ひとつの時に自分のエネルギーに愉氣をするのも、格段に効
果が増しました）

遠隔愉氣は誰にでも出来ることではありますが、行ない方や経験値によって、
扱える氣や精度がちがってくるのも確かなことだと思います。
今回、遠隔愉氣の力をこのような形で瞬時に高めて頂けたことに大変驚い
ています。
ぜひ多くの方にご体験頂き、あらゆる形で役立てて頂けることを願っており
ます。
（佐野裕子）

◉愉氣の奥深さと可能性を感じさせて頂いた講座でした。
講座後、大病した家族の「過去のエネルギー」に愉氣をしてみたり、 い
ろいろ実験をして楽しんでいます。
私たちが「時間も空間も超える存在」であるということを、 このように実
感できたのは初めてです。先生が仰っていた 「私たちは無い。だからこ
うしたことが出来る」という言葉も、 改めて「そうだよな…」と思いました。
これからも深めていきたいです。
（S 様）
◉色々な伝授を受けさせて頂き、本来なら桁がいくつか違うお値段なのだ
ろうと思いました。
何より、まずは自分に活用して喜んでいます。目を使った後に「目の調整」、
肘が痛い時に「肘の調整」と ただ思うだけでスッと軽くなるのが本当に
不思議で、こんなに有難いことはないなぁと本当に感謝です。
（U 様）
◉「伝授」の意味が講座にでてよくわかりました。指導者の先生方にならと
もかく、私のような一会員にも伝えていただけるなんてすごいことだと思い
ました。
講座中に感じたものが私の部屋に戻ったとき、ひとりでできるのか？数人
の方を試してみました。人により、手に感じるものがちがうことにまず驚き
ました。参加の機会をくださってありがとうございます。 （三木音佳さま）

● 担当講師より一言
この講座の準備のため累計一千万円以上はゆうにかけて伝授されたこと、そしてその後研鑚したことをご伝授します。
けれども、それは元々ある能力の回路を開くだけに過ぎません。それをこの講座によって引き出すだけなのです。
皆さんにとっては一千万円まではいかないにせよ少なくとも数百万円以上の価値は充分にあると「勝手に」思っています。（長谷川淨潤）

● その他

あらかじめ遠隔整体についてのご理解を頂きたいため、お申込みの方には以下の媒体をお送りします。

「遠隔愉氣について」
（2020 年 6 月会報同封ちらし）
「淨潤日記・日日是好日」（ブログ）
2020 年 5 月 7 日『〈5 月末まで〉割引にて遠隔整体を受けるチャンスです』https://ameblo.jp/joejun666/entry-12595250160.html
2020 年 5 月 10 日『遠隔整体（遠隔愉氣）が出来るようになりたい方へ』https://ameblo.jp/joejun666/entry-12596103130.html

・この機会に「動画会員」になられますと、この講座を割引でお受けいただけるほか、動画でもお楽しみいただけます。
詳細はこちらをご覧ください。https://npo-kido.com/enroll.html
・録音、録画不可。

※この日どんなご体調であってもキチンと伝授できます。

