『遠隔整体講座』 〜 ご 感 想 〜
● 一足先に遠隔愉氣の伝授を受けた、指導者全員の感想 ●
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。

今回のようなエネルギー伝授やそれに

ところまで感じられるようになったと

伴うエネルギー感受感覚の精妙な変化

思います。

エネルギー体が、これまで経験した

から、以前、一受講生として【感覚開

ことのないほど色濃いものとなり、リ

発講座】を受けた時に体験した驚きや

アルなものになりました。

人の持つ能力の不思議さや、また当時

しかも、数分程度の“ 伝授 ”で、そ

の整体法修得講座の中で、以下（◎印）

( 松岡正彦 )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

遠隔愉氣はプロとして十数年させ

れが実現してしまうなんて、どういう

の調整が出来るようになる伝授を受け

て頂いておりましたが、今回の伝授を

ことなのか？！

たりしたことを思い出していました。

受けて以下の変化を感じました。

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。
（正直、悔しささえ覚える（苦笑））驚きの

体験でありました。

当時は「中腰の型や諸々の技術を学ば

（より色濃く取り出せるようになり、輪郭や

（笑）
術で大丈夫」と思ったりしたものです。

場合によっては色なども感じでき、ある意

しかし、思い出したからこそ、また

これほんと…実際の変化と、驚きと

・呼び出した氣の明瞭さが増した。

なくても、内感愉氣やこのエネルギー技

感覚のフィードバックがあったからこ

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

喜びを金額にしたら６６万円じゃきか

そ、冒頭の感想に繋がるわけですが、

うになった。（遠隔愉氣をさせて頂いて

ないんじゃないんでしょうか。

当時は、上記のように詳細に分類され

いる方が幸せになるエネルギー、その方を

た対面での整体指導に行かせる伝授で

援助してくれるエネルギー、等など、それ

したが、今回の研修会での体験で、一

ぞれの氣の違いも明確に感じる）

( 永井 晶 )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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）

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
エネルギー体を感じやすくなり、密

遠隔愉氣の伝授後に、伝授前に呼び

度が濃くなり、いままで感じていなかっ

出したエネルギー体と比べて、以前よ

たもを感じとることができ、手も敏感

りまして、形も大きさも明確に色濃く

になっていました。

なり、確かにエネルギー体が此処に私

方やどのようなフィルターを無意識下

の手と手の間にあるという存在の違い
に驚きました。

に持っているかで、エネルギー体の感

今までにない体験でした。

じ方が変化する事を体感できた時間で

今回伝授して戴いたことを私自身の

した。

中で更に愉しみながら研鑽したく思い

貴重な体験をありがとうございまし
た。

( 木戸洋志 )

ます。
素晴しい伝授をありがとうございま
した。

( 今野幸子 )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今回は、遠隔愉氣に活用出来る伝授
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

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

でしたが、以前伝授されたエネルギー

隔整体」と呼ぶのがフィットするよ
うになった。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

した。

遠隔愉氣を行なう際に、自分の考え

・それらのことにより、遠隔愉氣を「遠

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。
自分の領域を拡げて頂いたような感

改めて、研修会での出来事や、そこ

覚で、手に意識を向けると、それまで

から導き出された事を思い出しますと、

感じられなかった、より繊細で奥深い
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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）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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● 受講生のご感想 ●
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。

ありがとうございました。
遠隔での整体、つまり愉氣をたっぷ

驚く程沢山の伝授をして頂き、使い

りとしたおかげか、帰り道はポワンと

こなせるのかと心配になりましたが、

楽しい気分になって、「心の学校」のあ

大丈夫でした。

とのような感覚で帰宅しました。

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。

行う側の状態がとてもたいせつと感
じたので、自動運動や瞑想で「ポカン」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

遠隔整体とはどんなもの？なのかよ
くわからずに講座に申込みました。
「伝授」の意味が講座にでてよくわか
りました。

私が自分に行なう場合は、分かり易

に近づき、毎日くり返し行うことで心

指導者の先生方にならともかく、私

いようにベッドに横になって行ないま

と体に「遠隔整体」をなじませたいと

のような一会員にも伝えていただける

す。想起してしばらくすると、必要な

思います。

なんてすごいことだと思いました。

所に必要な変化が訪れ体の修復活動が
始まるのが分かります。

教えていただいたシンプルな方法を
ベースとして体の部位に焦点をあてた

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
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め
ております。

やり方も初心者にはありがたくうれし

数人の方を試してみました。

いものでした。

人により、手に感じるものがちがう

長谷川先生がよくおっしゃるように、
「遠隔整体」も、もともと人がもってい

（なので『もっと痛くなって！！』と日々

分の気になる箇所も行なえるので、ま

( 三木音佳さまより )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

で、「遠隔の日常化」を実践するつもり
です。ありがとうございました。

さに寝ながら楽々メンテナンスを享受

(K.I さまより )

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。

しております。
もちろん、他者にも行なえます。会

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

り行なえるので、大変助かっておりま
す。

遠隔でこれだけ体が変わるとは驚き

頂き心から感謝しております。
(K.N さまより )

体の可動性も良くなりスッキリした
皆で輪になって愉気をしたのは、と

いろいろな伝授を受けて、魔法使い
になった気分です。

(S さまより )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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

そして、
「自動的に氣が発動する」こ

また、ああ言ったことは通常「怪し

とを実感したため、「相手の方に何かを

い！」と拒否反応を起こす事が多いの

してあげなくては」という気持ちが減っ

ですが、参加された方が誰一人、そう

て、今 ま で よ り も 安 心 し て「手 当 て」

いった事は言い出さず、スンナリ受け

が出来るようになったのも嬉しかった

られていたのもかなり驚きでした。
（そういった意味でも今回はレベルの高い
人が集まった気がします）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

です。

かれた感じです）

あれは人数集まった時には毎回やる
と良いかも。

(Y さまより )

いました。これからも深めていきたい

（魚の魚群の一部になった感覚と言います
か、一人ではなかなか出来ない段階に導

「遠隔整体講座」すごかったです！！

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

感じです。
ても良い体験になりました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

できたのは初めてです。
先生が仰っていた「私たちは無い。

でした。

一生使える、魔法のツールを授けて

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

話中やドライブ中にもいつでもこっそ

です。

参加の機会をくださってありがとう

元の力を思い起こせるように、早速
友人にも練習相手をお願いしましたの

教えて頂いた基本にプラスして、自

ことにまず驚きました。
ございます。

る力なのでしょう。

願っています）

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？

やはり「勇将の下に弱卒なし！」で

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 さまより）

すね。
濃密な４時間、プラス１時間の講座

長谷川先生のご人徳です。
（A さまより）
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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淨潤先生のお話を聞いているだけで、
「遠隔愉氣」や、色々なエネルギーを扱
うことなどが、なぜか「当たり前のこと」
「普通に出来ること」に思えてきてし
まったのが不思議でした。
そしてきっと、「出来る」と思えたら
出来てしまうのですね。

・相手のエネルギーを呼びやすくす

体に触れながらも、氣に触れている

るエネルギーの伝授を受けさせていた

という感覚を持ちやすくなった感じで

だいたのは２回目で、感覚的にはさら

す。

に上書きされ、より相手の方のエネル

今後、触れることと、触れないこと

ギー実感を持って呼びやすくなったと

の境がなくなるかも？！という感覚を

感じています。

得ています。

（A.N さまより）

・筋肉、骨格、神経（自律系）、臓器、チャ

色々な伝授と同じくらい、
「私にも出来る」という実感を持てた
ことが大きな収穫でした。
ありがとうございました。
（Y.S さまより）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

以前にもこうした伝授は受けさせて
頂いたのですが、十年以上の時を経て、

クラ、それぞれの調整のエネルギーは、

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

その後適宜使ってみて、面白さを感じ
ています。それぞれのエネルギーの伝

最近は、関節の具合が悪く、気にな

授後、すぐに実習で使う＆受ける体験

る人も（悪い状態なので）どう手当て

ができたことも良かったです。

で関われるか考え中だったのですが、

・氣に時間も空間も関係ないとは良く

すばらしいタイミングで遠隔講座を受

言われることですが、この講座に参加

けられました。

させていただいたことで、そのことが

世の中の為人の為にも精進してゆきま

より自分の中でも感じられやすくなっ

す。

たと感じています。

感謝を込めて。

（S.T さまより）

（J.S さまより）

より自然な「
“ 相手の方が持っている
変化の力 ”に寄り添う氣」を伝授して

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

頂いたように思いました。
それでいて、 当日は途中からエネル

これまでは、結構な集中をもって、

晴哉先生の氣が近付いてくるとき、

ギー当たりでフラフラしたほどの、強

遠隔整体をしていたのに、「しゃべりな

プチップチッと刺激的なあれ？つぶつ

力な伝授でした。

が ら で も 大 丈 夫」と 言 わ れ て、軽 い

ぶ？が手のふちから手のひらへきて、

ショックを受けました（笑）。

淨潤先生が私の手を包んで封入してく

その後、自分の感覚自体がより繊細
になったように思います。
翌日、母のお気に入りの陶板浴に一

こ、これまでの努力（？）は何だった
のか…。

ださったところからは微細な Hot にな
り、あとからペアで佐野先生の氣をあ

緒に行ったのですが、入る前に試しに

しかも、これまでは、エネルギーを

じわったときに、はじめに感じてた佐

1-2 分行ったところ、「すごく変わっ

呼び出した時に、自分の体感の方が大

野先生の氣にも今のわたしにも晴哉先

た！ もう十分な感じ。このまま帰ろう

きかったのですが、この講座を機に、

生がいらして一体になれるんだと、お

か」と言われました。

明確にエネルギー体の変化を感じられ

おいなる風な味わいに、うれしーく、

るようになりました。

ありがたーく、たのしーくなりました。

全く努力なくこれだけのものが身に
ついてしまっていいのだろうか？！と
思う一方、多くの方がこれを修得した
ら本当に世の中変わるのでは…とも思
いました。

（スタッフ佐野）

伝授を受けるごとに、格段に変化す
る感覚に少なからず驚いています。

ありがとうございました。
（H.K さまより）

また、「とにかく慣れ」という長谷川
先生の言葉を受けて、講座後、日々行

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

うようになったのですが、遠隔整体だ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

けでなく、普段の触れる整体の感じが、
かなり変わってきた感覚があります。
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