【心の学校】〜 ご 感 想 〜
（＝幸せの学校 ＝愉氣の学校）

夢のような楽しい期間に改めて感

（前略）

らって、私にとってうれしいことで

ずっと苦しくもがいていたものに

謝申し上げます。

した。お二人に御迷惑をかけました。

心の学校を通じて、これまで染み

対し、ほとんどのものがとれ、思い

付いてきた固定観念をゼロにし、本

だしてつらいこともあるけれど内観

来の自分（≒個性）に合った夢の再構

するともっと強くあったものが弱く

築を経験させて頂きました。

なっており、時にはすっとぬけたり、

キュラムも、私に合った誘導で進め

又、その次の日は、ゆっくりと出
席させてもらいました。
夢の学校（【心の学校】後半）のカリ

出たり抜けたりくりかえしつつも、

てくださり、最後、成り切り法で統

いながら、心の面で一度死んで新た

以前に比べて、ずっとずっと楽に生

合を、私に合った言葉を下さり、一

に生まれ変わったような心境です。

きられていることがほんとうにうれ

緒に考えたりして下さって、たっぷ

しいことです。

りの練習時間も頂きました。

例えるならば、身体的には生きて

６日間はあっという間でしたが、
胎児がおなかの中で成長するように

これからの自分を信じたいです。

時間の経過速度を超えたスピードで

クリアーな感覚で近所で見た初日

向いすぎているので、雨の中、散歩

変化出来たように感じています。（中

の出、今まで何度も見てきたけれど、

を進めて下さり、草木をと教わりま

略）

一番静かに穏やかに美しく輝いて見

した。

本当に素晴らしい講座でした。

えたように思います。

夢の学校の最後の日、内へ意識が

これからも散歩をしていきます。

講師の長谷川先生を初めスタッフ

先生の話を必死で聞き、課題や宿

の皆様の細やかなお心配りと航海を

題をし、毎日通い、いっぱいいっぱ

共にした受講生の皆様の励ましには

いな毎日、苦しいような楽しいよう

心から感謝致します。

な泣いたり、笑ったり、怒ったり？

(T さまより )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

心の学校で学んだツールを今後人

しながらでもそれを全部受け止めて

生でどう活かしていくか、これから

くださった先生、スタッフの方々に

淨潤先生、１０日間、今までの人

が本当の心の学校であるという先生

感謝しています。この時点で、その

生で一番満たされ、凝縮した時、空

の言葉を胸に夢の実現に向けて進ん

ような場にいれたことも絶好の時

間でした。

で行きたいと思います。有難うござ

だったと講座を開催して頂いたこと

本当に有難く感謝申し上げます。

いました。

に感謝です。（後略）

(M.O さまより )

(K さまより )

〈ご挨拶〉

handring は、とてもうまくいっ
ています。すぐ母の許にあれから直

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

行したのですが、私が母となり、す
べてを私が作り出したと思うと周り

おそらく、一人で取り組んでいた

関西と東京同時開催の【心の学校】

が変わり、驚いています。

ら最低 3 〜 5 〜 10 年かかっていた

…に、有難う御座いました。裕先生

それから、それから、いちょうの

かも、もしかしたら一生かかえこん

から、関西の話を聞いて、合同の感

葉がすごいです。おくと、そのまま

でいたかもしれない、私にとっては

じもしています。東京道場は、今回、

あっという間に、０（ゼロ）の世界に

根深い葛藤を解決することができま

受講生二人という、とても贅沢な日々

つれていってくれます。

した。（中略）

を味わいました。

アンケートぶっつけ本番で、心の

もし参加しなければその期間ある

自分のことで、いっぱいで、二人

いは一生、同じ問題で苦しんで余計

のワークは数える程でしたが、先生

友達とそっくりの字に変わっ

な人生の回り道をしていたかもしれ

も一緒の三人の氣の密度は濃くて、

てしまい、元に戻すことが出来ず驚

ません。とてもいい有意義な心の旅

いろいろあったりもしましたが、打

いています。彼女は、私の字が好き

でした。（後略）

ち上げも叶って良かったです。

…でも、私は彼女のような字が書け

（関西風お好み焼き様より）

いろいろというのは私が人前で「出
来ない」を感情的に押し通してしま

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

うのですが、初めて、受け止めても
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友に報告しようと書いていったら、

たらいいな・・・と思っていたんで
す・・・。
次回、お会いするのを楽しみに。
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ただ、ただ、感謝です。

〈感想〉

どうだったって・・・言葉で言い

(Y さまより )

表せないけど・・・。あえて、皆ん
「すっごく良かった」・・・。
あなたが思うすごく良かったの幾
そう・・・それで今までと変わっ

と感じられたことはとても貴重な体
験でした。
温かく満ち足りた世界でした。

（前略）

風の学校では、あらゆる観念や感

千倍！かな。

て解けるってこんな感じなんだ」「幸
せって本当はこんな感じなのかも」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

なが解るとしたら…

クやセッションを通して「あぁ自由っ

情をひとつ残さず愉氣し、完全にク

内側への旅も今回はとても愉しく
行うことが出来ました。

リーニングしていくワークが続くの

クリーニング自体がこんなに気持

変った、変わった。

で、自ずから深い瞑想状態が現れて

ちが良く幸せなものだったとは知り

どう変わったの？

きました。

ませんでした。

たの？

風の学校二日目には、もともと都

このような自分自身と向き合う時

何が変わった？

会嫌いにもかかわらず、伊勢佐木町

間をくれた家族にも心から感謝して

・・・それが・・・全てなの。

の町が天国のように美しく輝いて見

います。本当に素晴らしい体験をた

丸ごと私が変わったみたい。

えて驚きました。

くさんさせていただきました。せっ

どこが変わったの？

全てがつながっている無意識の世

氣道からの帰り道でも、まるで異

かくのこの体験を無駄にしないよう

界に下りて行って、私の潜在意識が・・

次元の透明人間になったかのような

今後本番である日々の生活に生かし

私の源が・・・愛によって満たされ・・・・

感じで、静寂と安らぎとともに街を

ていきたいと思います。

宇宙の息で洗われ・・・・私の元々、根っ

歩 い て い ま し た。（後 略）

こ、私 の 始 ま り が 変 わ っ て し ま っ

（I.Y さまより）

て・・・だからかな〜。

今回課題も沢山みつかりました。
今後の自分自身への宿題は「外、内
共に抵抗感を抜いて愉氣をする」「今

ふーん、なんだか難しそう…。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ううん、全然難しくない。無の世界、
氣道では０（ゼロ）の世界っていうん
だけどそこにいる私は全てなので気

い状態でいる。そしてそれを俯瞰す
る。」ということです。特に内感愉氣

（前略）

今回二回目の受講でしたが前回と
はまた違う旅をさせていただきまし

持ちがいいよ。
楽しくて終わって一日たったんだ
けどその楽しさは、ずっとあって全

ここに在る」「出来るだけ何も持たな

た。新たな気づきを沢山いただいた
本当に幸せな旅でした。

は集中してやっていこうと思ってい
ます。
「あなたはそれをすることができま
すか？」「はい、やります！！」

てがつながって楽しい。しっかりと

「体の学校」でゆう先生が丁寧に種

自分が創り出してきた「今」を慈

真実がそこにいて、確かな感じ・・・

蒔きをして下さり静かに風の学校が

しみながら自分の望む未来も創って

始まりました。

いきます。「私は幸せそのものです」

こんどはあなたの番ね。
氣 道丸という船に乗って心の意識
の旅をするのは！

(T さまより）

「夢 の 学 校」で は「夢」=「風」、
夢は風そのものであることを今回実
感しました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今後共ご指導の程どうぞよろしく
お願いいたします。
皆様このたびは本当にありがとう

別の方向から瞑想に向かうイメー

ございました。

（KAYO さまより）

ジが一新され「夢」と「風」そして
「無限に広がる無の空っぽから、無
限に広がる可能性を知りました。
そして、私は、いま「ここ」にいます。
今、ここにいる私はとても穏かで、
とても幸せに満ちています。

生きる事が何か大きな力に動かされ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ているようなそんな感覚を持ちまし
た。

（前略）

苦手だった「なりきり法」や他の

少しでも無になろうとしつこい観

ワークで自分の中がシャッフルされ

念のクリーニングをしていた時に「思

すばらしい旅へ導いて下さった淨

自分の内側も大きく変化したようで

考が働くことをクリーニングしては

潤先生、じゅりさん、同じ時を共有

す。「夢」や「幸せ」について今まで

いかがですか？」とゆーこ先生から

した皆さま、本当にありがとうござ

と少し違う感覚で捉えることができ

のアドバイス。

いました。

ました。

私のいのちの全てが喜びました。

一瞬思考が止まり、数日前の個人

そして「風の学校」では様々なワー
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指導の時に「今回クリーニング進み
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ますよ」と長谷川先生から言ってい

１か月経ってみての感想は、いか

やはり私の気づきに大きな影響を

ただいた事、本の中で様々な人が観

に余分な観念というものが自分をし

与えてくれました。これも未来から

念は無いと言っていることなどを

ばりつけているか、それが本来誰の

決まっていたことでしょう。

次々と思い出し、それが、前日のガ

裡にも在る幸せ、静けさを感じるこ

細かい気づきを書くと多すぎて書

イド瞑想での宇宙の外に出る感覚と

とを邪魔しているのかということで

ききれないのですが、今日日常生活

交差し、深い納得感が訪れました。

す。学校の終了時は、その間徹底し

に戻って驚いたことが 2 つあります。

私の身体にあった物語は消え、肉

て瞑想をしましたので心も軽くなり、

一つは観念という付箋がない分、

体的な浄化としてクリーニングが始

それとともに体の力も抜けたのは

なんでもスイスイと仕事が運ぶこと

まりました。（胃や胸が物理的に痛かっ

ビックリしました。

です。観念だらけの「会社」（人が集

整体の施術をしても、いつもより

まる場なのでね）でも、瞑想が流れ

リキみが少なく相手の状態も自然に

ている感覚があり、同じ業務量をこ

た。美しいリズムの最終章には全体

良くわかるし勘が良く働くのです。

なしていても全てのことが落ち着い

性とはこれだよという感覚の教えを

整体という生身の肉体にアプローチ

て丁寧に行えた事。

頂いたように思います。とてもクリ

をするうえでも瞑想の大切さ（観念を

会話というのは単に観念の確認作

アな感覚で氣道を後にした昨年末で

フリーにする大切さ）を痛感しました。

業に過ぎないのだから、相手を攻め

また学校以前よりそちらの方が本

るのでもなく、私の感じた観念も素

たです）

そして迎えた最終セッションでし

した。
美しい空の学校へ参加させていた
だいた事に、感謝、感謝です。
(T さまより )

物（静けさの自分）という認識が少し
深まったような気がします。（もちろ
ん、まだまだゆらぎます）

観念を良い悪いとつい区別してし
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

まいがちですが、なるべくありのま
まを受容し、愉氣することを心がけ
様々な観念からよりフリーになって

（前略）

「心の学校」「ただ愉氣を深めてい

いきたいです。

直に伝えて作業する。
相手が悪いわけでも、私が悪いわ
けでも、出来事が悪いわけでもない。
私に必要で起きている。ただそれ
だけ。
同じ場所にいてもとても新鮮で、
楽しい一日でした。
そして二つ目は、私は雑誌の切り

く」ことが、氣道の整体を学ぶこと

とても貴重な一週間でした。あり

に直結するのだなと、今回改めてそ

がとうございました。 （T.J さまより）

う思いま

抜き等で夢をビジュアル化したノー
トを持っているのですが、そ
れを見たときにすべての切り抜きに

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

した。
そういう意味では”集中して、で
も限りなく力を抜いてリラックスし

入り込んでいました。
この感覚はすごくて電車広告を見
ても女優さんになりきったり、その

（前略）

て意識を向けること””何の期待も想

今回はまた前回とまったく違う旅

場に居る感じがしたり・・・と、ど

像も予測もなしに‘それ’と一体と

となりました。私なりの「心の学校」

こに居て何を眺めても空間や場所を

なろうとすること”については、特

イメージをまったくもって覆すほど

越えられた感覚が楽しく不思議でし

に大きな学びとなりました。

違う旅でした。

た。

また‘そのものになりきる’こと

「心の学校」の素晴らしく、そして

また、誰と居てもどこを眺めても

が自分にとってもこんなに気持ちよ

すごいところは、参加者は同じ事を

瞑想に入り込めて、次元を超えた感

くクリーニングにもなってるのだと

していても、それぞれまったく違う

覚をもちました。昔はこんな感じだっ

すれば、私が愉氣しているというよ

旅をすることです。

たのかなぁ、ここにいる私に未来か

り、愉氣させてもらっているという

それぞれの潜在意識での引っかか

ら何か感じて欲しいんだなぁ。「大丈

感覚の方が近いのかもしれないとも

り（問題）がそれぞれ違うので当然な

夫。私は感じているよ」といった感

思いました。

のかもしれません。それでも同じ講

覚がありました。

今後も楽しく学び続けたいと思い
ます。

（N.A さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
（前略）

義を聞いても、同じ散歩をしても、

曖昧な「感覚」の羅列で分かりづ

解決方法・気づきがまったく違うの

らいのですが、今言えることは自分

です。また参加者というのもこれが

の「観念」という付箋はいつでもど

申し合わせをしたかのごとく、私に

こでも取れるという静かで優しい自

とってはすごい役者ぞろい！

信があり、私は決めさえすれば何に
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でもなれる、どこにでもいけるとい
う軽やかさを感じています。
これもひとえに長谷川先生と佐野
先生のお心遣いの細やかさのお蔭だ
と心から思います。何回受けても、

講座中、無に近くなると生きてる

「風の学校」のお散歩では生物と無

のも死んでるのも同じじゃないか、

生物の判別も出来ず「飛び出す絵本」

観てる世界も絵空事に思え、感情す

の世界の中を歩いていました。

らないんじゃないかと思いました。
私なんて本当はいない・・・。で

そこは物の素粒子が全て微妙に
違っていて、ただ「氣」だけが存在

本当に素晴らしい講座だと改めて実

もやっぱりいる。存在している、心

していました。（中略）奥底の部分で

感しています。

もある、思考もある。

自分自身をゆるせたように思います。

本当に素晴らしい旅をさせていた
だきました。ありがとうございまし
た。

（K.O さまより）

それが素晴らしい、それでいい、
私は私としてここにいる。
全てを感じる。生きている。それ
が嬉しい。面白いと思えます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
心の学校を旅立って、更なる旅が
続いています。
終了日、翌日は悲しみに包まれま
した。仕事でしたが涙があふれて仕

（ただ、自分の中の大きな観念２つほど
は薄ぼんやりと体の中などに感じることが

の愛をありがとうございました。私

できましたが・・・）

はその愛から生まれてきました。
また皆様とお会いできること、心
より楽しみにしております。
（H.R さまより）

内感愉氣が作動しない・・・
その状態になった時改めて「瞑想
はオールクリーニング」なんだ
ということが分かりました。
そこで（本当は気にならなくなったら

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

付箋は捨てるのですが）、もう一度その

感情をつくり直して内感愉氣をする

母親の姿が見えなくて泣きじゃく
こ んな風になるとは思ってません

が全く思いだせないほどです。

から、そしてこれから先もたくさん

失った悲しみ、大切な人をなくした

る子供はこんな気持ちなんだ・・・。

がありました。書いた時の感情自体

本当にこの６日間、いえ、その前

方ありませんでした。大きなものを
ような悲しみ。

ホテルに帰ってからも思考が働か
ず付箋文字が記号にしかみえない日

ということを少しだけやってみまし

（前略）

瞑想からお戻りになった皆さんが、

た。やりながら「あ、これは成り切

でした。「あ〜この６日間大きな愛に

水から上がったイモリのようにつや

包まれてたんだ。」と気付きました。

めいて静かにきらきらと薄く目を開

「風」で書き出した付箋も「夢」の

けていらした様子、「ひとりである」

付箋も本当に全て自分でつくり出し

道場。そこは淨潤先生がいて裕さん

ということさえほどけるような旅の

ているのですね。そして「夢の学校」

がいて、珠利さんがいて、皆さんが

中、いつでも帰れる鳥の巣のような

ではその「成り切り法」を行ってい

いて・・。

東京道場、どんなに深く潜っても、

た時、成り切っている自分（正確には

あたり前だと思っていました。そ

きちんとロープで母船につながって

無意識に近い所で成り切っている自分）を

こで何を学ぶかばかり考えていまし

いて、待っていてくださる人々（先生

keep し続けるのが難しいことに気

た。もちろんたくさんのことを学び

方）がいることの安心感、そんな丁

づきました。

ました。

寧にでもうっすらとしたいつでも大

脱力体操のような感じです。成り切

丈夫な感じは、私のみたことのない

りも強く印象に残りました。

朝、起きてあたり前に向かう芦屋

でもこの６日間にあったのは愉氣
だったんだ、愛だったんだと痛切に
感じました。
淨潤先生の裕さんの珠利さんのま
なざし、表情、声、声をかけて下さ
るタイミング、存在全てに愛があふ
れていたんだなぁ。
全ては芦屋道場にあった愛によっ

尊いものに感じました。（中略）

日常生活でも何かを夢中でしてい

野菜などを切るとき、どうしたら

るとその出来事を覚えていなかった

野菜が心地よいのか切り方が変わっ

りする仕組みが何となく分かりまし

たように感じます。

た。

なんにも焦らなくて大丈夫なんだ

今回も風の学校の３、４日目、夢

と、新しく出会うときどきを感じら

の学校の１日目はホテルに帰ってか

れたらと思います。（後略）

ら日中道場にいたことすら覚えてい

て色んなことに気付き、出会え、進
んでこれたんだなぁと。はじめて大

り法と同じだ」と。

（す さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

きな愛、無条件の愛の存在を感じま

長谷川先生、サブの先生方、ご参

した。本当に素晴らしくて涙があふ

加の皆さま、大変有難うございまし

れます。

た。今回も沢山の宝物を戴きました。
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ない状態でした。（講義内容は大丈夫、
しっかり把握しております！！）

集中する中でたくさんの気づきを
戴いた本当に有意義な旅でした。
毎回シンプルなワークの中にたく
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さんの宝物が詰まっていることに驚

忘れていました。

まの活動はますますありがたさを増

かされます。今後の日常生活で今回

教えていただいたのはどれも秘儀

し、多くの場所で必要とされていく

教わったことを使いこなしていく中

ばかりで、体調、気持ちの両方がこ

と思います。また次の機会を楽しみ

で新たな宝物を発見していくことが

れまでになくリラックスできて、穏

にしております。

できればと思っております。

やかで、自分を、世界を味わい愛でて、

受講させていただく度に自分はな
んて幸せなんだろうということに気

肯定しながら、すっと落ち着いてい
くことができました。

（匿名ご希望）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
（前略）

づかされます。もっともっと自分自

長谷川先生には心身に関する秘儀

夢の学校で気付いたのですが、過

身も幸せでありたい、そして氣の道

をふんだんに、かつ体系的に教えて

去に勉強やなんやでぎゅうぎゅう絞

を自然に顕すことができる自分にな

いただきました。あれだけの豊富な

られてそのまま固まっていたのだと

りたい、そう思った旅でした。

知識、ご体験をもとにした大切な技

思いました。小さい頃はなりたいも

をワークも通じながら、伝授してい

のには何にでもなれました。小さい

ただきました。初心者でしたが、そ

頃に戻れていました。（中略）

旅をご一緒させていただいた皆さ
まありがとうございました。
（昆夏代さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
参加させて頂き本当によかったで
す。ありがとうございました。
受講させて頂く前は「自分を一度

の内容、順番ともに入りやすく、徐々

「味 わ い 愛 で る」「自 分 で 決 め る」

に深まっていくのを実感できました。

をこれからも続けていこうと思いま

風の教室の終盤に、拡げられるだけ

す。本当に夢のような７日間をあり

拡げてみて、それも自分の内に感じ

がとうございました。

てみるようにご指導を受け、実践し

（T.T さまより）

てみた処、愉氣しているはずなのに、

整理して新しいよいスタートがきり

周りから愉氣されていることに気が

たいなぁ」くらいの思いでした。

つきました。感謝の気持ちに満ち溢

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いろいろ今までしたことでも、取

「夢を叶える」という言葉には何故

れた気持ちになることができました。

か今まで抵抗がありましたが、それ

今回の教室を受けてみて、どうして

りきれなかったものが、スッキリし

は自分の命や生きることと向き合う

「氣」の道にされたのか実感を伴って

てクリーニングされました。長谷川

ことだと教えて頂きしっかり取り組

理解できました。とてつもなくうれ

先生の勉強されてきたことの集大成

むことができました。

しい世界をありがとうございました。

をコンパクトに聞ける貴重な機会で

ほかの皆さんと同じようにワーク

施術も大きくて深くて、健康面で教

した。（中略）

を進めることはできませんでしたが、

えていただいたアドバイスにしっか

それは私に必要なことが起こったか

り取り組んでいこうと思います。

自分の今まで積み上げてきた観念
を一度 ZERO にすることは怖いが、

それぞれの宿命を抱えて生きてい

一度 ZERO の気持ち良さを味わう

そして再生ができました。自分の人

る参加者のみなさんも、お互いに認

と、ZERO になる怖さはない。いつ

生に愉氣をしたそんな感じです。

め合い、包み合い、それぞれの課題

でもどこでも戻りたい時に ZERO に

を離していきました。あれだけ共感

なれる。

らでそれを経て自分の人生の統合、

教えて頂きましたことこれからの
本番に活かしてまいります。（後略）
（O.A さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

できて、解決していける空間をいた

元々観念は自分を守るためのもの

だけたことには感謝の気持ちしかあ

だったはずが、いつの間にか自分を

りません。

苦しめるものになってしまった。誰

ポカンと自分を無にして優しくな

だって皆、自分の事が大切で、大切

れると、周りに優しくなれる、する

に扱って欲しいと思っている。そし

７日間の旅をありがとうございま

と更に自分も優しくなれる。そのた

て皆整体になりたいと思っている。

した。体の学校、風の学校、虫の学校、

めに体からのアプローチと心からの

そのために知識、情報を得る。しかし、

夢の学校と続いたこのかけがえのな

アプローチに両面から取り組んでい

本当の整体になるためには、反対に

い教室は、これまでに経験したこと

く、この感覚を忘れないようにしま

ポカンすることが必要だった。私の

のない優しさに満ち溢れた空間でし

す（イメージは使わずに、ですね）。

今までの努力は、知識を得ることに

た。病気が少しでも良くなればと、

現実の世の中は金融資本主義でさ

費やされてきた。今後はバランスを

藁をも掴む思いで参加しましたが、

らに厳しさを増していくのではない

大切にポカンとしたり、知識を得た

終わってみれば病気であることすら

かと考えています。その中でみなさ

りしたい。
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（M.A さまより）
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
心の学校では大へんお世話になり

長谷川先生を始め、スタッフの皆

わかっていても自然とすることがで

さんの核心をつくアドバイスにはい

きなかったんだ、だから苦しかった

つも感心することしきり。ありがと

んだと気づき風の学校が終わる頃に

うございました！！

はこれまでが嘘のように本当に楽に

（K.I さまより）

ました。その後、とても静かで、満
ち足りた日々が続いています。体調

なりました。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

も大へん快くなり、以前と同じこと

また、風の学校の最終日には身体
がないくらい軽くなったのですが、

をすると全く反応が違うので驚いて

値段がつけられないほど良い講座で

同時に骨折の後遺症で長年痛んでい

います。

した。氣道協会はみんなからの感謝

た足の痛みが消えていることに気づ

の愉氣に包まれていることでしょう。

き、体の痛みさえも自分の心、観念

周囲の人に対する感情の恐れ方も
（後
変りました。穏やかになりました。
略）

（N.K さまより）

この数日間で眼が見えるように
なったのです！！！ 音の聴こえも良
くなり！ 身体の感覚も！

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ゴールデンウィークで「体の学校」

こころの在り方を身につけると、

驚きました。
身も心もすっかり軽くなり、まだ
まだ可能性は沢山ある、もっと幸せ

全て、そうあるべくして整ってゆく

になれるという自信をもたせていた

んだなぁという実感。

だき、人生の後半をさらに充実させ

（２日間）と「風の学校」
（２日間）を体験。

「『整体』で生きることこそ自分が求

が作り出していたものだったのかと

澄み渡る実感。体験いたしました
★

ようとワクワクしています。
皆さま本当にありがとうございま

めていた生き方ではないか！」。スト

こころの焦点を合わせて見ること

ンと腹に落ち、その流れでの今回の

をじっくり学ばせて頂きました。（子

参加となりました。ただひたすら新

供時代以来の有難いときでした〜♨）

した。

（Y 子さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

鮮でワクワクした前回の体験とは少

その結果、本を手に取りましたら

しちがって、「愉氣すること」の奥深

文章がスルスル読めるし、以前の比

風の学校では、時計のローマ数字

さの入口に立っている気分です。

較にならないほど、文字や書かれて

表示が読めなくなるくらい思考が止

いる内容が自分に飛び込んでくるよ

まる体験し、自分の「素直」さに我

うになりました。

ながらおどろきました。

「これだ！」と思い定めた道筋にち
がいのないことはますます強い確信
となりましたが、ポカンと行う大心

こころの旅以前は読みたいんだけ

の愉氣は時に近く、時に遠い。物心

ど眼が疲れるせいか、また、情報に

ついた頃から「ポカンとしないこと」

アップアップしていたせいか、消化

に力を注ぎ、心にも頭の中にも、で

しきれずに本や資料を棚に積んでま

きるだけたくさんのものを取り入れ

した。これからは気持ちよく必要な

ることに専心してきたので、その重

情報をどんどん摂取できそうです。

さを持て余すこと多々あり。

これも心がクリーニングされたから

しかし、しかし、そういう自分で

だなぁと実感します。

あることを払いのけるのではなく、

そして一番の気付きは、わたしは

ただ愉氣をしつづけていこうと、今、

全ての存在になれるわたしだった！

感じています。そして、自分がこう

という気付きでした。（K.U さまより）

（T.T さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
この度は本当にお世話になりまし
た。
ふり返れば、正に参加すべきタイ
ミングで参加させていただいたのだ
なァ！と感謝で一杯です。
３月末に申し込みをし、４月に入っ
てから持病の偏頭痛、頚の痛みが毎

ありたい、こうしたいという気もち
をはっきりと感じて現実を創ってゆ

割箸―久しぶりに割れて、うれし
かったです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日のように続き、吐き気も強く強制
断食状態で、参加することさえ危ぶ

く。
生きてゆくうえでもっとも大切な

心の学校の素晴らしさは以前から

もの、人生の背骨のありようを学ん

話を聞き勧められていましたが、自

２日目に長谷川先生の個人指導を

だ 1 週間。これから続いてゆく道を

分には無理だろうという思い込みで

お願いし、愉氣や瞑想が進んだ４日

はっきりと照らしていただいたと

ずっと避けてきて、今回１０年越し

目にはすっかり症状が取れていまし

思っています。これからの自分の変

でやっと参加を決めました。

た！ 観念が及ぼす影響がどれほどの

化を、日々を楽しみたい。

だから「こうすべき」と頭では
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まれる状態でした。

ものかつくづく痛感しました！
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瞑想についても今までここまで深

帰ってから実感しているのは、何

く、そして思考が静まった経験がな

より内観愉氣が深まった…！ すっと

かったので半ば諦めていましたが、

感じて、それを味わい、味わいきっ

楽しく続けられそうです。

たら手放す、ということがとてもや

帰り道、自転車に乗りながら「人生

りやすくなりました。こんなにスムー

最高の気分だ！」と思わず叫んでしま

ズに軽やかにできる感じは初めてで

いましたが一番上手く言えたと思いま

す。

す。山道にも関わらず飛ぶように走れ
ました！ 電チャリですが（笑）
本当に有難うございました！
（M.A さまより）

この度、心の学校に参加して、何

どちらかで悩んだら、ぜひ飛び込
んでほしいプログラムでした。
どうもありがとうございました。
（T.Y さまより）

ると日常、と分かれていたものが、

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

普段の生活に氣道で教わったことが
どんどん浸透してきて、混じりあっ

この講座を受講したら絶対私は変
わる、と確信を持っていました。

世界のありとあらゆるものが私の中

でも私だけが変わっても…。周り

にあると感じること、そこに至る変

の皆で変わらないと意味がないと

化がまた楽しみです。（W.K さまより）

思っていました。ですが私が変われ

より心の置き所を意識で変えること
が出来る、ということが一番大きな

ワークもたくさんあって、体験を
皆でできて本当に楽しかったです。

道場に入ると非日常、道場から出

てきて、氣道だけでなく、そのうち
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

の頃の自分になったようでした。

ば周りが、世界が変わりました。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

発見でした。

講座が始まって数日、とっくに手
放している思いをいつまでも「ある

おかげ様で、
「気づく + 内観愉氣する +

はず」としっかりかかえこんでいた

自分では心の状態を変えられないも

手放す」の実感プロセスも早くなり、い

だけだと氣づきました。

のですが、風の学校でのトレーニン

つまでも引きずらず、溜めないようにな

グを経て、意外な程早く心のクリー

り、軽くなりました。食事もなんとなく

ニングが出来るようになっていまし

が抑制されて、量が減ってきました。

悩み事や心配事でいっぱいですと、

た。

（T.T さまより）

心の中が静かになると、不安や恐
れは減るのですね。自分が頭で作っ

夫の弁当作りなどの家事や出勤前

ら進めていかれるようにサポート下

の支度。なんだかわかりませんが、

さる長谷川先生とスタッフの皆様の

時間に追われる感じがありません。

風のように心爽やかに、そしてそ

てきたり、又、別の日には今までに
感じた事のない周りのあたたかい目

床。

ではなく、段階的に気付きを得なが

在り様は素晴らしいと感じます。

ますが、穏やかな、どっしりとした（な
んと表現してよいのやら）幸せ感がやっ

10 日ぶりに出勤の為、朝５時に起

最初からゴールの状態を目指すの

８日間の講座以外の生活の中でも
発見や氣づきがありました。
終了して３週間がたとうとしてい

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ていた観念が、自分を振り回してる
のだと思いました。

ありもしない重い重い荷物を
しょっていたなんて。

どこから出てくる感じでしょう

や思い、自分の感情に出会えたり…
変化や発見が続いています。
今までも、すでにあったことを感
じられる自分になれただけなのかも
しれませんが…。

か？

の心境で新たに夢を創造して行ける。

「私は大丈夫！！」という安心感が

本当にありがたい機会でした。どん

静かな感じで体の中？ それとも外？

どん生かして参ります。

にあるのです。（M.T さまより）

勇気を出して受講して本当によ
かったです。

（M.H さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

（J.U さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

なんとなく、今受けるしかないと
思ったので、素直にその声に従って

ボロボロな感じも、翌日の虫講座、

参加しました。

今度も大変お世話になりまし
た！！
今回は、GW の時とは違って体の

夢の学校とすすむにつれ、クリアな

これまでずっと探してた、気付き

学校で整えた神殿で、一日だけでし

感じに大きく変化し、虫講座や夢の

たかったことを思い出した時間にな

たが風の学校に参加できたため、ス

学校のワークでこんなに変わるなん

りました。

タート前の競走馬のような鼻息が荒

て、ただただ不思議です。

心も体も軽やかに、まるで子ども
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い状態で終わることがなく嬉しかっ
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たです！！

との関係性が修復されていくのを実

し、たとえ単発参加となったにして

感しました。あ、こういうことなのだ、

も新しい学び＋クリーニングができ

と納得しました。

るので、是非また参加させて頂きた
いです。
有難うございました！！！
（M.A さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
どこにいてもできる力と体験を本
当にありがとうございました。
感謝をこめて。

（三木音佳さまより）

面教師としてしか見ていなかった母

心の学校は毎回全く同じではない

（Y.I さまより）

心の平安を得られたことが何より

今回、虫講座と夢の学校２日間に

有難いことでしたが、心が変わると

参加させていただきました。再受講

身体も変わる、というのは本当で、

された方に「再受講は１回目と全然

不具合だった右股関節も本当にもと

違うよ」と言われ「本当かな ?」と思っ

に戻ったようによくなってきている

てましたが本当でした。（中略）
「なりきり法」と「統合法」で、おそっ

ことに驚いています。
愉氣の力はすごいです。

てきた圧倒的な幸わせ感。統合法で

書ききれません…本当に沢山のこ

はゆんさんと長谷川先生で今にもけ

とを教えていただきました。
お導き本当にありがとうございま

んこう骨から羽が生えてきて飛べる
のではないかと思ってしまう程でし
た。

した。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

感謝を込めて。

（柴犬さまより）

８日間通しで受けられている方の
一体感も感じられました。

心の学校を終えて、言葉ではあら

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

気持ちで一杯です。
淨潤先生、スタッフの方々、８日
間本当にお世話になりました。
人生の棚卸しをしたい、という気
持ちで参加させて頂きました。
風の学校で自分が持っていた凝り
固まった観念や感情がワークに取り

世界は私が造るすべては私が引き
寄せたもの自己責任で自由に造れる
もの。問題はその感覚の安定かな。
たった一日濃い一日でした。
こんなに笑えたのはひさしぶりで
す。最高！！ 夢のかけらまとって無
限の世界へ。

（匿名ご希望）

今年は来たるべき６０才からの人
生をどう過ごすか考える年。
今年は氣道にきはじめて、ちょう
ど１０年。まちがいなかったとあら
ためて感じました。
これから先、あと何年生きられる
かわからないけど死ぬまで幸せでい
たいです。ありがとうございました。

組んでいく中で徐々になくなってい
くのが分かりました。

そして、いいとこどりだけして申
し訳ないと思いました。

わすことができないくらいの感謝の

（S.M さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

自己肯定間が薄く、一生懸命やっ
てきたことへもダメ出しする自分を
心から愛することのできない私でし

「とにかく最後のセッションを受け

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

てよかった」と思っています。
久しぶりの参加でした。はじめの

先生から、すべて自分の観念から

ワークを通して、内感愉氣を重ね

ウォーミング UP から、佐野先生は

物の価値判断をしているのだという

ていく中で心の広がりを感じていき

じめたくさんの先生方にご指導をい

ことば！そうだった、そうだったと

ました。家族に対する思い、変容で

ただきありがとうございました。

自分に繰り返す。

きていく実感、それは自分へも同じ

頭モードなのを少しずつのワー

た。

で、ダメ出ししていた過去の自分を

クで徐々に・・・

心の中をⓅで満たす！こんな簡単
なことで、すべてが変わってゆくな
んて！

まるごと受け入れられて「よく頑張っ

木の下に座って、雷が鳴って涼し

てきたね。」と素直に心から自分を認

い風が吹いて雨粒がきてもこのまま

日々の小さな気持ちの積み重ねが

められて涙が出ました。嬉しかった

ここでじっとしていたいと思いまし

やがて実を結ぶというのも良く分か

です。

た。

るようになりました。
「念ずれば減ず」
のことばにも、その通りだとこのご

「今の自分が過去を変えられる」と

今野先生の最後のセッション終え

いう先生の初日のお言葉は、その時

て横たわっている時に、からだがど

ろは実感しております。私の場合、

はピンときませんでしたが、本当に

こも痛くなくて、やわらかくて丸い

このごろは「念ずればその通りにな

その通りでした。

こんにゃくになったような気持ちで

る」というのを、有りがたく実感し

した。ありがとうございました。

ております。

心のクリーニングができた後は反
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再受講してよかった。ありがとう
ございました。

（N.M さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「夢のような８日間だったなぁ」と
時々思い出しています。
しかし、毎日、何度も「心の学校」

からこの現象世界がビッグバンなの

今回講座を受けてこんなにすぐに

か何なのか分かりませんが、現れた

クリーニングできる事を知って本当

全ての最初の一点、そこから今ここ、

に良かったです。もっと早く知りた

まで連綿と続いてまたその原初の在

かったです。

るに対して感じる違和感が気付くと

先生の指導とプログラムは凄いと

消えて、どこを探しても感じられま

思いました。先生やスタッフの方が

せん。万々歳。本当にありがたいあ

細かく見て下さりスタッフの方も

りがたい事デス。

ピュアで優しかった。

で教えていただいた内感愉氣や脊椎

アッ…虫クリーニングが効いたの

行氣を行い、自動運動をすることに

かもしれません…いずれにせよ手を

よって、疲れを軽減できています。

合わせて感謝しています。ありがと

また、自分を心から信頼する感覚が

うございます。

（2020.12 とくめいさまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

そして何よりも子どもの頃から人

おかげ様で、世界をより美しく感

生に対して、生きるということに対

じるようになり、幸せな気持ちでいっ

毎日きいています。きいた途端疲労

して、へっぴり腰で中途半端な気持

ぱいです！！

で重くなった心が、うそのようにフッ

ちしか持てない自分がいましたが、

と軽くなるのです。はじめてそれを

心の学校が終わってみて今ようやく

経験した時は、本当におどろきまし

本腰を入れられそうな感じがしてい

た。私がとても幸せだった状態が、

ます。それをとてもうれしく思って

聞いている今よみがえり、疲れが消

います。

内側からよみがえってきます。
夢の学校で録音した「マントラ」も、

身体も大きく変化中です。
（2020.12 K.O さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「心の学校」の一部の「風の学校」

えてなくなるのです。それも一瞬で！

世界の全てが全く違うものとして

「心の学校」から家に戻ると、家族

感じられます。ふくよかで満ちてい

が変化していておどろきました。と

る自分をもあの存在として味わい愛

ても協力的になっていて、私の毎日

でることができる、まさかそんな心

再受講の旅も、素晴らしいもの とな

の負担が軽減しました。私も素直に

持ちで生きることをする事ができる

りました！

謝れるようになりました（笑）

ようになるとは思ってもみませんで

今まで気にかかっていながらも行
動に移せなかったことも、やってみ

に 4 日間連 続で出席してきました。
去年の連続９日間の旅に引き続き、

深い深い瞑想とともに、やがて訪
れた静かな心の世界を、手に入れて

した。
生きててよかった。そしてプレゼ

きたのです。
そしてそのご褒美として、10 月に

ようと思える様になり、少しずつ私

ントセッションで生きながらに

の周りの世界が動き出してきました。

して一度死ぬことをも体験させて頂

痛めて以来、ずっと毎日痛くて 、悩

私の心にあった様々な思い込みやこ

きましたので・・・

ましかった左足及び臀部の坐骨神経

だわりが「心の学校」で解消したこ
とが大きく影響していると思います。

死ぬというのはこちら側からの感
覚の言葉ですネ。

痛が、なんと！ 最終日の今日はすっ
かり消えてました。
えっ！痛くない！

確実に以前より幸わせになってい

長くなってしまいました。心の学

る実感があり、とてもうれしく思っ

校、いのちの学校でした。プライス

ています。また「心の学校」を再受

レスの八日間、本当にありがとうご

心から、体の悩みも含めて、何か

講したいと願っています。ありがと

ざいました。氣道の愛がひしひしと

に囚われる、こだわりすぎる、自分

うございました！

伝わって参りました。 （亜さまより）

のフレームで見る、そんな気持を一

（A.K さまより）

やはり心と体は一緒なんだ〜。

度全て捨てて無になると、体にも大
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

きな変化が訪れる‥まるで教わった
通りになりました。

大きな執着が一つ消えていました。

6 歳の時に閉ざした感情の蓋を開

帰り道は、そお〜っと痛さのない

その経験と関係しているかは分かり

ける事から始まり、今まで癒すのに

体の喜びを、味わうように歩く。ど

ませんが、私の中で一つネックとなっ

何年もかかりました。主にヒーリン

こも痛くないって、なんて素晴らし

ていた感覚、在るということへの嫌

グとフラワーエッセンスで対処しま

いのでしょう！

悪感。この私の存在のではなく、無

した。

何より、心が今までよりも、ずっ
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と柔軟になれて、大きく広がった よ

じめて参加した心の学校での経験が、

めから、船を下りた今も、それは続

うな気がするのを実感出来る！

知らず知らずのうちに自分の内に浸

いているようです。

そして、私を４日間導いてくれた
スタッフの先生たちと、長谷川先生、
共にこの時間を過ごした会員の皆さ

透していたことに気が付きおどろき
ました。

講座中は、「私は浅い」「〜だから
できない」…と言い訳やマイナス言

最終日には、イメージした（体感し

葉を発しがちでした。

ん方全員に、ただ感謝の気持ちが、

た）夢が、以前よりはっきりと体感

そこを、どんな状況、レベルに関

ふつふつと湧いてきたのでした。

出来、帰宅後はもっと具体的に感じ

わらず、
「やる」ことに意義がある、と、

られるようになりました。

やっとわからせていただきました。

帰り道の、美しい空の色と、大岡
川に映る夕焼けにはうっとり！昼間

道場も、参加者も、そして自分も

「せめて２週間前くらいに前に申し

見た、大岡川に光が乱反射していた

違っているので、当然かも知れませ

込んでいたら」とか思ったりしまし

様も、美しかったから、この２つの

んが、前回とは違う講座に参加して

たが、もしそうであっても「せめて

景色を、今日の記念として、ずっと

いるように感じていました。

１ヶ月…」〜「せめて３カ月」、とめ

忘れないようにしよう と、心に留め

再受講の方も多くいらっしゃり、
自らの学びを深めている様子も刺激

ました。
風の時代に変わったらしいですが、
風の学校と共に自分も変われたかも。
明日を清々しさで迎える事が出来
そうで、感謝です。
（2020.12 テンコサンより）

になりました。

ぐっているだけで、何もできなかっ
たでしょう。
そして、大事なのはこれから。次

毎回意識的に”なりきり法”により

に道場に入るまでの間。いつでもど

望む自分になって心も体も重心が

こでも愉氣（内にも外にも）そして

どっしりと足元におりていながらも、

夢を実現していく日々です。

気持ちは穏やかで、とても幸せな気

（2020.12 M.A さまより）

持ちで過ごしています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

また、参加したいと思います。あ
りがとうございました。

今年の初め、整体の学校、マスター
コースにも出てみたいという目標が

（2020.12 A.K さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ありましたが、結局それらには見向
きもせず（笑）、心の学校に出たい気
持ちの方が大きかったです。
それだけ、僕にとって好きな講座

すべてが新鮮で生まれ変わったよ
うな気持ちになりました。
これまでにも自分の肉体と意識が
生まれ変わってしまう様な経験は若

Simple に、体の学校の心版だと
思いました。

い頃も含め、何度かあった様な気が
しますが、こんなにも安らかで、安

心が常にクリーニング（ポカン）で

であり、大切な講座であるなぁと、

きていれば、自分に相応しい明確な

今回の受講でも改めて感じました。

選抜の連続 = 自働人生（？）が勝手

２日間でもあの心地よさ、気持ち

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

に発動するような感じがしています。

心した感覚でそれがおとずれたこと
はありませんでした。
クリシュナムルティの言う瞑想を
リアルに味わうことができた気がし

よさを味わえるのは、心の学校のす

講座でクリーニングの総仕上げを

ごいところであるのと、長谷川先生

して頂き、生まれ立てのような真っ

はじめ、スタッフの方たちが上手に

白なキャンバスが目の前に拡がった

自分を愛し、他者、そして万物をも

導いて下さたことに感謝しておりま

今、今後は”それ”に任せ（信頼し）

愛してゆくこと。

す。（中略）

つつ、私色を重ねて行くことも楽し

再受講を積み重ねてきて、不思議

みたいなと思っています。

なことと言いますか、思ってもみな

先生、サブインストラクターの皆

いことが起こったのです。本当にあ

さま、素敵な機会を有難うございま

り得ないと思ったことが起こったの

した。(^_^)/

です。 （2020.12 渡辺景星さまより）
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ます。
瞑想、そして愉氣を深めることは、

長谷川先生をはじめ、あたたかく
見守っていただいたスタッフの方々、
そしてこの講座で共に過ごしたすべ
ての方に感謝です。
ありがとうございました。

（2020.12 あっちゃまさまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

（2021.5 H.O さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今回は、体の学校と夢の学校のみ

道場では、一貫して、絶対的な肯

夢の学校、ひさしぶりの〈成り切

のスポット参加でしたが、GW には

定感に包まれていました。初日の初

りワーク〉で、言葉のもつパワーに
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改めておどろかされました。

たら浮かんで…ちょっと泳いで。

「力を抜く、ゆるむ」

以前は成り切るための準備が少し

たくさん泳いだ後の疲労感のよう

目でみるものと思い、入っていた

だけあったのに、今回は瞬時にその

なものが心地よく最後に広がってい

力が抜けたので、深くなりました。

世界を創る。

ました。

言葉の意味を考える間もないほど
だったので、まるで音にひっぱられ

「次は体を整える事」

暖かく包みこみ、見守って下さっ
た先生方ありがとうございました。

るかのようで、そして、それでも成

（2021.5 パキラさまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

れ〉といった〈知識〉も、より体の
感覚として納得できるようになった

来るよう、身体にもより注意をむけ
る。

「体の学校」と「夢の学校」４日間
の参加でしたが、〈体は潜在意識の現

次回の楽しみが出来ました。
「よりそい」をもっとスムーズに出

り切った体感が生まれることにびっ
くり＆感嘆！

ゆるむと腹がない為、腰が抜けて
痛みが増し、不自然をより感じられ、

今日も単日受講をさせて頂きあり
がとうございました。
今回の心の学校は、整体布団もあ

どんどん進化していく私、スバラ
シイ。
ありがとうございました。

るし、遠隔整体講座も予約できたか

氣がします。
自分の体ともっとていねいに語り
合って、言葉の力に氣を配って、暮
らしてみたいと思います。
ありがとうございました！！
（2021.5 K.I さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
心の学校の感想を聞かれ、なぜか

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

した。
先日姉に会った時「今回も行くん
でしょ、心の学校」と言われ、なん

心（思考）の断食

となく参加した方が良さそうかなと

大切なのは、感性、感覚（聴、視、触〜）

思い参加しました。

感覚で生きる、本能を育む

結果的に参加して大正解でした。

思考は色どり、たしなみ

ます。

感覚は野性、無垢、無邪気

今回参加するにあたって（一日でま

包みこまれた中にいるような気持ち

とめてみる）と心に決めて講座にのぞ

を向けてもらった。

みました。

ここではがんばらなくていいとい
（2021.5 パキラさまより）

風となり風と遊ぶ

本当に好きな講座なんだなぁと思い
涙が……守ってもらっているような

う安心感なのでしょうか…。

（2021.5 T.B さまより）

ら参加を見合わせようかなと思いま

人はロボットにはなれない
心の学校は、後もどりのない
「自然（本能）の旅路」

明確にわかりやすく、最初から「決
めて」講座にのぞむことはあまりし

氣道を生きる喜び しあわせ！
ありがとうございました。

てこなかったように思いますが、今

（2021.12 S.S さまより）

回講座前に心に決めてのぞんだこと
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

が今ままでにないスムーズな流れで

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ワークが進んだように思います。
１日のみの参加でしたが、東京道

あと長谷川先生を始めスタッフの

場に足を踏み入れただけで、何かに

方が心に決めたことを感じとってく

包まれている心やさしいかんじ。

ださり、いい形で終えることができ

その中で…そこに戻りながら、も
のすごい勢いでワーク。（今思うとそん
なかんじ）

やっている時は、ただただフワッ
と。

るよう導いて頂き感謝しております。
（皆様の観察眼は恐れ入ります）

心の学校に参加させて頂きありが
とうございました。
単日受講ではありましたが、夢の
学校から風の学校、横浜道場から東
京道場という流れは、はじめての体

今回も？ガッツリ準備したわけで

験でしたが、連日の形とはまた違っ

はないですが（笑）、心の学校後、遠

た感じで楽しませてもらいました。

隔整体講座の DVD をみて、自分た

夢の学校だけのつもりでしたが、

よく舟にたとえていらっしゃいま

ちの心のあり方が思っている以上に

先生方に説得されて？（笑）風の学校

すが、どちらかというと舟に戻ると

まわりに影響を与えているんだなぁ

まで参加して本当に良かったです。

いうかんじ。

と思った、単日受講でもありました。

スタートは足バシャバシャから少

（2021.5 渡邉景星さまより）

今回また違った心地良さを味わう

し水の中に入っておぼれそうになる
と舟に戻って…浮かんで…戻ってき

良い形で夏休みを過ごすことがで
きました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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られたのか、人間の体、心って本当

うになるんだとか、細かく感じるの

に凄い能力を秘めてるんだなあと思

が難しいなとか、1 回ごとにいろん

いました。

な感覚がありました。

ただ気持ちを向けるだけで、心地

これまでチャクラへの意識が強

良さを味わえるのは、とてつもない

かったのでより体全体に繋っていく

能力だと改めて思いました。

感覚が味わえました。

誰にでもある自分の能力を大切に
して、日々過ごして行きたいと思い

丹田へ氣を集めるのは、これから
毎日続けて養っていきたいと思います。
以前から丹田（と、マニュプラチャ

ました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
心の学校を受講して約一ヶ月が過
ぎました。
改めてパンフレットの「ある受講
生のご感想より」を読み直したので
すが、正にそう言うことだ！と深く
頷きました。
今後振り返った時、心の学校で学

今回の心の学校の連日ではない日

クラも）に全然エネルギー感じられ

んだ経験がとても重要で大切な節目

程、場所が変わるという流れは、違っ

なくて、火の呼吸をしても今一つ感

だったと思うことでしょう。（もう既

た刺激があり、連日の形にはない面

じられないなぁと思っていたのです

に思っている！）

白さがありました。

が、これでやり方が少しわかってき

長谷川先生を始め、諸先生方、受
講生の皆様、ありがとうございまし
た。

（2021.12 渡邉景星さまより）

た気がします。
講座前は愉氣のせい？かずーと朝

再受講させて頂きました。
5 月に受けた気道の学校での衝撃
が忘れられず、なのに時間とともに
忘れていってた感覚が蘇ることがで
き、本当に参加させて頂いて良かっ
たと実感しております。
セッション後のあの何とも言えな

体のあちこちから出てきてデトック
スが必要な時だったようなのですが、

なっていると思うので今はひみつ。
（T.S さまより）

と思います。

がわかるようになりました。

先生、スタッフのみなさま、あり
がとうございました。

「愉氣できているかの目安」をお聞
き出来たこともやる気になりました。

今後ともよろしくお願い致します。

（2022.5 F.A さまより）

（2021.8 ハスミンさまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2 日間の旅をいっぱい・いっぱい
からだの学校ありがとうございま
した。

一日経ったようになる。
外界ではそれ程進んでいなかった。

今回何も知らずに飛び込んだ体の

見守り導いて下さりありがとうござ
いました。

竜宮城と逆だなぁと感じます。
道場の時間は蜜々、満々細胞で丸

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

一日で、こんなスッキリできるな
んて、再受講される方々のお気持ち

その時はまたよろしくお願いします。
今後振り返った時に物凄い価値に

心の学校 1 日のみ単独受講させて
戴きました。

一連の講座で全部出せたらいいなー

いまどろんだ感覚が大好きなので、
また再受講させて頂くと思いますが、

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

それも不思議でした。
今年はなぜか年初から腫物や濃が

夢の学校 1 日、風の学校 1 日と、

（2022.5 T.S さまより）

起きてから夜寝るまで眠くって仕方
がなかったですが、今は無くなり、

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

お陰様でい今でも至福感が続いて
います。ありがとうございました。

・・・・・・

学校は、新しい事ばかりで新鮮な驚

再受講を何度かなさっている先輩

きや楽しい学びをたくさん得られま

のご様子を眺めて、ふんふんと予測

した。

してはおりましたが、私はもうあと

2 度目の夢の旅。夢を創り出すの
に 13 年前は大変だったけれどふん
わり幸せだったことを思い出しまし
た。
今回は、道場の中では、言葉にす
ることでなんとかしっかり作りだせ
たことにびっくり！
「女優だね」と言われたことのない

概念的にはヨガや色々なスピリ

何度でもこの学校に通い淨潤先生が

事も言ってもらいながら、なんだか

チュアルに通じるものがあり、初め

語る体物語をしみ込ませた生き物に

幸せな気持ちをいっぱい・いっぱい

てでもすんなり入ってくる部分もあ

なるんだと感じています。

作る事が出来て、とても楽しかった

りました。
呼吸法と操体法は背骨すしゅむ

これからもよろしくお願い致しま
す。

（2021.8 久保田晴己さまより）

です。
（2022.5 K.I さまより）

なーにフォーカスすると、こんなふ

- 12 -

氣道協会／2021.10〜2022.10

