受講手続・その他

２年ぶり！

１１月２６日 ( 土 ) ・２７日 ( 日 )

【時間】

１１時 〜 1６時位 ( その後、受付指導を経て１時間半程 2F にて直会 )
※２７日は審査です。

【場所】 横浜道場
【受講費】8 万円 ( 再受講 4 万円 )

※「卒業証書」および「段級位認定証書」免状代 (2 万円 ) 含む。

（人によっては
「整体セラピスト」
および
「整体指導者」
認定証書代（1 万円）も含む）

【講師】 長谷川淨潤
【定員】 6 名

【参加資格】【整体の学校】
卒業生（および２０２２年後期（整体の学校）受講生）

※講師を含めて全スタッフが身を挺して行いますので必ず講師の認可を得てください 。

※ 基本的に
【整体の学校】
を二回卒業された方が対象となりますが、
講師の認可があれば認められます。
※ 講師の認可は、
「講師との直接のお話し合い」
または
「事務局経由」
にて行ってください。
※『個人レッスン』
の形で、
その担当講師から認可を得ることも可能です。
詳細は事務局までお早めにお問い合わせください。

皆さまの研鑽を充実させるため、
当日までに予習できる資料 ( 読む・聞く・見る ) を多数お送りします。※合計 3 万円以上（販売価格）。

●

その中には事前にご返信頂きたいアンケート等も入っております。
※講座前からの研鑽を図り、
そしてまた講座受講を最も良い学びになるよう意図しています。

●

【その他】
●

※

次回の予定は１年後です。

●

レクチャーは認定講師の場合もあります。

表頁に
「整体指導者になりたい方へ」
とありましたように、
この講座は
「整体
（指導）
」
という
『ともかく相手の方に最高の援助が出来るようになりたい方』
にのみお薦めします。
』

―――その為、
各伝授もさせて頂きます。
この講座は“愉氣プロジェクト”＆”整体プロジェクト”の最高位置にあります。

お電話
（045-261-3300）
かこのまま FAX
（045-261-3304）
でご送信下さい
なお、
先着順となりますので、
定員に達した場合はお断りすることもあります。
その場合、
次回（来年１０月予定）の予約を優先的に取得できます。
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。
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〕
※なお、
一度納入された受講料は返却できませんのでご注意ください。

事務局より！
長谷川先生が、
文字通り
「体を張って」
皆さまの技術を受けさせて頂く
「直伝」
を含んだ、
このマスターコース。
実はかなり思い切った企画と言えます。

（たくさんの方の技術を体で受け止めるのは、
自身の体を乱す覚悟も必要な部分があるため、
以前は十年以上、
直伝を行うのは佐野のみで、

直伝コース

申し込み方法

＝整体コーチングコース

【特典】

整体法マスターコース

【日程】

しかも技術の数をかなり絞って開催していました。
）

整体を学ぶ方にとって、
現在の日本
（＆世界）
でもっとも恵まれた企画と言って過言ではなく、
本来は少なくとも数十万円以上の講座だと思います。

（なお、
長谷川先生の個人レッスンを受けられるとしたら、
1 時間 5 万円です。
伝授は更に別料金です。
（１つにつき＋５万円）
）

FAX フォーム
お名前

電話番号

住所
講師
（長谷川）
の認可を得ています。
□
【整体の学校】
を卒業（＝愉氣セラピスト）の上、

【整体の学校】卒業生（= 愉氣セラピスト）の方へ
〜 整体指導者への道

そのため
講師や指導スタッフがマンツーマンで指導する
「直伝」
をふんだんに設けている等々、
実際の指導現場に即した稽古を行っていきます。

あり得ない講座です。
今まではスタッフだけに行っていました。

特長

それは、
「整体指導者」
になること。

この講座の

目的

この講座の

この講座の目的は一つです。

飛躍的な指導技術向上が図れます。
実は、左記に書いたスタッフだけを対象とした集中訓練講座に、特例として大変熱心な会員の方の参加を認めた
ことがありました。
その方は、その講座によって文字通り一皮むけ、飛躍的な技術向上を遂げて、数ヶ月後にはプロになられました。
この講座は、その講座をたたき台とし、更に、とにかく数日間で技術を深めるための研鑽を行っていきます。
そのため必ずやご参加された方の飛躍的な技術向上が得られることでしょう。

講師のマンツーマン指導を受けることができます 。

ですから“直伝コース”です。
講師の体を借りて整体操法を行いアドバイスを受ける、だけでなく、講師からも同じ技術を受けることも出
来ます。

（上記の方とは別の方です。
また、
一回ではありませんが
（三回程）
、
Ｓショックという難しい技術を含め、
私の体を貸し、
今では押しも押されぬ整体指導者
になられた方もおります。“氣道”ネットワーク（関連教室）の方です。東京都。現在は自分自身の力で整体の状態にしていく、
という何より大切なことをご指導していらっしゃります）

お薦め

こんな方に

以下のうち「 どれか一つにでも当てはまる方 」
に
お薦めします。

整体操法や心理指導の技術を高めたい方。
( 必ず格段に進歩することでしょう。
)

します

講師の直接マンツーマン指導を受けたい方
( その上で「個人的なアドバイス」もいたします。)

実際の現場での技術向上を望まれる方。

（いらっしゃったら分かります！）

現在の自分の技術レベルを知りたい方。

（技術研鑽の励みのため希望者には段級位の認定も行います（無料））

様々な伝授を受けたい方

（その圧倒的な愉氣伝授の効果をお楽しみください。）

整体指導者になりたい方。

( 認可された方にはお免状も差し上げます。

（内閣府認定非営利活動法人認定・無料））

実際、この行い方で、たった一回で文字通り飛躍的な技術向上を得て、プロになった方もいらっしゃります。
こう書いていくと、
「他にも、あの人もあの人も…」と切りがありませんが、
この講座の
「行い方」
こそが飛躍的に技術を向上させるのだな、
と私自身、
今書きながら、
改めて驚いています。

現場での実際的な手法を学べます 。

「学べます」というか研鑽し“身に付けて”頂きます。
当会が創立してからちょうど 30 年になりましたが、その間、私たちは何万人もの方に日々向き合ってきました。
この講座では、特に“現場の視点から”、真剣に、正直に（厳しく？）お伝えしたく思っていますし、
そのようなワークばかりです。

自分の目標が分ります。

整体指導現場の技術を向上するために特化したこの講座です。
“氣道”とは、幸せの道です。命の自然を生かす道です。それ故、別名、健康自然道。
そのためこの講座では、とにかく相手の方に幸せになって頂くために “氣道”の 4 本柱の一つである心理指導
についての研鑽も含めて、現在の自分のレベルを把握し、将来のためのさらなる向上を図っていきます。

様々な伝授を受けられます。

今回より、様々な愉氣が出来るような 16 種類の伝授を行います。
●整体 master （【整体の学校】でお伝えしている「天心の愉氣」を更に活用できるようになる“氣”）
●「内蔵の調整」●「脊髄の調整」●「筋肉の調整」●「神経の調整」●「頭骨の調整」●「関節の調整」
●「チャクラの活性＆調整」●「マイナスの調整」 ●（新）
「皮膚の調整」●（新）
「感覚器の調整」
●（新）
「仙椎の調整」●（新）
「骨盤の調整」●（新）
「サハスララ抜氣」●（新）
「虫」
（霊障を調整できるようになる氣）
（淨潤先生担当）
※それぞれ各 5 万円で『個人レッスン』の中で伝授しているものです。

整体指導者になれます。 ( 認可者のみ )
整体指導者になるには“最低 10 年”とよく言われます。
しかし上記しましたように、一度の受講でプロの技術を得た方もいらっしゃります。
私たちは数多くのプロを育てたく思っておりますが、たとえプロを希望しなくとも、こうした研鑽を積むことに
よって「技術を通して愉氣」を身に付けた「整体指導者」が一人でも多く輩出できたら何よりもの喜びなのです。
（そのため、
“整体プロジェクト”だけでなく“愉氣プロジェクト”の一環でもあります）

【Ｓ・Ｔ様のご感想】

講座終了から３日が経ちますが、
まだあの濃密な時間の余韻が消えない。
いや、それどころか、
益々の生命を持って自身の中で熟成を続けている！と言った方が、
確かな気さえします。
終わってからが本番、
というのは、
講座も、
整体
（指導）
も同じなのだなという実感が、
より身を持って分かるようになりました。
「整体指導の技術研鑽」
ということに、
これほどまでに特化した講座は、
他にないのでは？とも思いますし、
（これもひとえに先生はじ
めスタッフの皆様、
そして受講生の皆様のまさしく身を挺しての命がけの指導があったから。）
また、技術の研鑽を通して、
技術以前の根本的技術の向上が図れるということに、
この講座の真の眼目があったのではないかとも、今、
感じています。
（研鑽した技術が愉氣ということを根源とした整体の技術であったことも、
本当に大きなことだと思います。）
そして改めて、
整体って面白いな、
もっと上手くなりたいな、
という思いがふつふつと湧いてきています。
（中略）
身近な人への愉氣の大切さ、
責任を持って指導に当たる現場を増やすこと、
等が今の自分のキーワードでしょうか。
現在の自分の力量を客観的に査定していただける機会というのは、
ありそうでなかなかなく、本当に貴重かつ有難いことだと思いま
す。ありがとうございます。
今回いらっしゃれなかった方にも、
諸手をあげてお薦めしたい講座です。

【Ｓ・Ｔ様のご家族から頂いたご感想】
感想文面にあります「身近な人への愉氣の大切さ」
の言葉にニヤリ。
作戦成功でございます
（笑）
。
ふふっこれで自分への愉氣が望める・・というのも無きにしも非ず
（いや大あり？！）
ですが、
ここはやはり、
氣道のコースならではの帰結
ではないかと思いました。
人に触れるということは、自分の
「端」
と他者の
「端」
を知覚する、
そしてそこから人の根源にあるものに触れていくということと思ったりす
るのですが、
氣道の心身両面からのアプローチの視点を持って
（そしてそれに見守られながら）
技術や型の稽古をしていくことで、
他者への理解・受容と
共に、自分への理解・受容も深まって行ったのではないかと、
帰って来たＴさんの様子をみて、
話を聞いて、
その愉氣を通して感じました。
先生、スタッフのご指導は（本当に！）
もちろんなうえ、
参加者の皆さんからの刺激、
フィードバックも大いに糧になった様子です。
修了して、
いい意味で悔しがっている姿に、
いいぞ、
いいぞ！と影での私
（笑）
。
今のところ、朝起きて、背骨を観察してもらっています。
直観人間な私にとっても、
指針、
稽古のようになっていますし、
コミュニケーション
としてもいい感じです。
家族から一人でもこの直伝コースに参加した人がいることで、
家庭の平和、
そして、
向かうは世界平和でしょう。
ニヤリ
（笑）

