
〒231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127　Tel/045-261-3300　Fax/045-261-3304　 検索氣道

・各種ご予約やお問合せは、以下で承っております。（電話受付10～18時／月曜＆第５週は休業です。） https://npo-kido.com/

※個人指導＆個人レッスンの時間帯は担当指導者によって異なります。（長谷川代表以外の指導者は最長19時まで、宮本（夜）の日は21時までお受け頂けます。
長谷川（遠隔整体）、窪田（遠隔）という記載の日は遠隔整体のみ承ります）※長谷川、今野、窪田、佐野、永井、宮本は、全ての枠で遠隔指導を承っております。

※同じ時間枠で「０リングテスト」「温熱（アイロン）療法」「鍼灸整体」等もお受け頂けます（東京道場も同様）。

霜月（１１月）の整体法
　先月のこのコーナー「神無月（１０月）の整体」で書

きましたように、この季節は何かの症状があ
れば、とにかく起床直後の足湯がとても有効です。
（なお寢ている時に足が冷える方は寝しなも行うと良いで

しょう。

※いつも言っているように『寝しなの風呂』は禁物です。

人間の体は酒のお燗ではありませんから、熱ければ冷

やそうと働きます。ですから、せめて体の火照りがおさ

まってから床につく事。そうでないと却って冷えてしま

いますので）

　なお、自分では冷えたという実感が無くとも、
『冷えの急処』が狭くなっていれば冷えの影響を受

けています。

（実はそういう方は夏にもかなり多く（！）つまり一年中、

慢性的な冷えをかかえているといっていいでしょう。

石原結貴医師によるとそうした冷えが慢性病の殆どの

原因になっているとのことです）

　整体法では、そうした冷えの影響を『冷えの急

処』で取る事が出来ます。

（※特に注意が必要なのは、首の後ろからの冷えです。

めまいや頭痛、この時期に多い突発性難聴の原因に

なっています。

耳に異常感がなくとも気持ちが沈む時もそう。

「その場合は」聞こえない側の足首回しと恥骨の角、首の

真中（中頸＝C４）を蒸しタオルで温め、乳様突起に愉氣

をします。子供の場合は中耳炎になる事もあるので側腹

と内踝下に愉氣したあと足湯をすること！）

※もう一つ、大変お薦めなのが【温熱療法】です。
これは三井とめ子女史が６万人以上の癌患者を救った
ことで有名な方法です。
（しかも食事療法の指導もなく！）

　私たちは、更に改良した【温熱療法】を、『受けなが
ら、やり方を覚えられる』システムでご紹介しています。
（１時間枠（実質５０分程度）８千円））

　肩こり、腰痛、生理痛だけでなく、あらゆる症状に「すぐに」

「簡単に」適用できます。

　家庭用の小さなアイロンが最高の治療器になります。
　そうした症状や慢性病になる前に、『ぜひ、一生に一
度』は受けて戴き、行い方を覚えてほしく願っています。
ぜひ以下までお問合せ下さい。

Tel：０４５-２６１-３３００

Fax：０４５-２６１-３３０４（２４時間受付）

　（長谷川淨潤）
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「夢の学校＆

心理の学校アドヴァンス③」

「夢の学校＆

心理の学校アドヴァンス②」

「穴追い講座」

火 水 木 金 日土

【体（＆心理）塾】

10時半～12時（松岡）

【体（＆心理）塾】

10時半～12時（今野）

宮本（夜）

整体（指導）＆個人レッスン

整体（指導）＆個人レッスン 今野・松岡

整体（指導）＆個人レッスン

松岡・宮本（夜）

整体（指導）＆個人レッスン

今野・窪田（遠隔）・永井・松岡

整体（指導）＆個人レッスン 整体（指導）＆個人レッスン

窪田（遠隔）・松岡

【体（＆心理）塾】
【体（＆夢）塾】 10時半～12時（今野）

【体（＆心理）塾】

10時半～12時（松岡）

整体（指導）＆個人レッスン

今野・宮本（夜）

【体（＆心理）塾】
【体（＆心理）塾】

【体（＆夢）塾】10時半～12時（今野）

整体（指導）＆個人レッスン

今野・窪田（遠隔）・松岡・宮本（夜）

【体（＆心理）塾】

10時半～12時（宮本）

【体塾】

10時半～12時（松岡）

【体塾】

10時半～12時（窪田）

【体塾】

10時半～12時（窪田）

【体塾】

10時半～12時（窪田）

整体（指導）＆個人レッスン
今野・窪田（遠隔）・松岡・宮本（夜）

整体（指導）＆個人レッスン
今野・宮本（夜）

今野・宮本（夜）

整体（指導）＆個人レッスン

長谷川・佐野

整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

長谷川・窪田（遠隔）・松岡・宮本（夜）
整体（指導）＆個人レッスン

松岡
整体（指導）＆個人レッスン

今野・窪田（遠隔）・松岡

整体（指導）＆個人レッスン

長谷川（遠隔整体）・櫻井・佐野・永井・松岡
整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

10時半～12時（今野）

長谷川（遠隔整体）
整体（指導）＆個人レッスン

整体（指導）＆個人レッスン

宮本（夜）

11時～14時（長谷川）

11時～14時（長谷川）

10時半～12時（松岡）

12時半～15時（松岡）

長谷川・櫻井・佐野・永井・松岡・宮本（夜）

新月整体（指導）＆個人レッスン

長谷川・窪田（遠隔）・松岡・宮本（夜）

整体（指導）＆個人レッスン
整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

今野・窪田（遠隔）・松岡・宮本（夜）

今野・窪田（遠隔）・松岡

整体（指導）＆個人レッスン

今野・窪田（遠隔）・松岡・宮本（夜）

19時～20時半（窪田）

整体（指導）＆個人レッスン

窪田（遠隔）・松岡・宮本（夜）

10時半～12時（松岡）

【体塾】

【整体塾】
12時半～14時（松岡）

10時半～12時（松岡）

満月整体（指導）＆個人レッスン
長谷川・松岡

整体（指導）＆個人レッスン

今野・松岡

【体（＆心理）塾】
19時～20時半（宮本）

【体（＆夢）塾】

10時半～12時（宮本）

【体（＆心理）塾】
19時～20時半（窪田）

【体（＆夢）塾】

10時半～12時（今野）

【体塾】

【体塾】

10時半～12時（宮本）

【体（＆心理）塾】
10時半～12時（松岡）

（長谷川＆一井）

「夢を叶える新月会＋穴追い」

「夢を叶える満月会＋穴追い」

12時半～14時半

【体塾】
10時半～12時（松岡）

（長谷川＆よしき）12時半～14時半

13時～16時（長谷川）
※13時～30分位ユーチューブ撮影！

●「研修会」

（舞踏：芝崎三朗
「舞踏コース」13時～

14時50分

演奏：竹内直＆金剛督＆長谷川）

14時～16時（今野）
【氣道入門会】（予約制）
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個人指導（整体指導・個人レッスン）＆講座スケジュール！ 横浜横浜

２
０
２
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新月会の効果を高める

穴追いの効果を高める

満月会の効果を高める

今月の目玉講座を太枠で囲みました！
講座では、何といっても13日の「ガンにならないために」と28日の「アイロン療法講座」です。
あと23日の「氣道 30 周年記念祭」もお薦め。
★三種の神技「氣道フルコース」をご体験ください！！（体塾＆温泉（マコモ風呂）＆整体指導）
★淨潤先生のピアノ演奏を聞きたい方 → 5＆10＆19 日
★淨潤先生と飲みたい方（or 　を指したい方）→ 3 日（東京）あるかも？



※体質改善への近道！ 「体塾」は、定期的に活用されると驚くほど身心が変化します。
　なお、一般の方もご参加頂けます。（一般：2500 円・会員：2000 円）
　お得な月謝制度（４回：6000 円、8回：11000 円）や回数券（３ヶ月有効：17000 円）もございます（会員限定）。
（東京・横浜共通。「体塾」の他「横浜 整体塾」にもご利用頂けます）

〒130-0022 東京都墨田区江東橋5-2-6深谷木材奥

Tel＆fax/03-5600-0242（指導日のみ受付）東京道場

当会で最もお薦めしたいのは個人指導（整体指導）ですが、体質改善や
深いリラクゼーションのためには、当会オリジナルの「鍼灸整体」や「ア
イロン療法」などもぜひご活用下さい。
※なお関東では横浜道場だけで公開の「マコモ風呂（横浜）」や「体塾」、
「温熱療法」と併用されると驚くべき相乗効果があります！
また、それらの効果を最大限に引き出す【心の学校】（＝愉氣の学校）は
あらゆる意味でお薦め！ その他、ご興味のあるものからご活用下さい。

●料 金

●ご予約

●おすすめの活用法

［芦屋］
（担当：長谷川）整体（指導）
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※当会で行っているほぼ全ての内容を
学んで頂けます。

　詳細はチラシをご請求下さい（無料）。

★講座については会報同封チラシをご参照下さい。

●個人指導（整体指導のこと）　
・会員5,000円（30分枠（※佐野 20分枠）
・長谷川：会員8,000円（5～10分）
◉初めての方
・会員8,000円（1時間程度）
・長谷川：会員11,000円

（一時間前にはいらっしゃって下さい）

●個人（＆グループ）レッスン　
１時間枠（50分程度）：
会員10,000円（佐野担当12,000円）

●温熱（アイロン）療法：5,000円
（↑行い方を学ぶのは個人レッスンにて）

●鍼灸整体（40分）：7,500円

個人指導＆個人レッスンは、道場ご
来場時またはお電話のみにて承って
おります。
（緊急時以外は前日迄にご連絡下さい）

★ご予約をキャンセルされる場合は、指導日前
営業日までにご連絡下さい。
当日の場合は遠隔愉氣に替えさせて頂きます
ので指導料はいただくことになります。
ご了承下さい。

横浜道場　東京道場　関西方面
全て横浜道場にて受付。　
（今月より）火曜日～日曜日
12時半～14 時半
16時半～17時半

10時半～12時（永井）

10時半～12時（永井）

10時半～12時（佐野）

12時半～14時半（佐野）

［芦屋］
（担当：長谷川・宮本）整体（指導）
※連絡先：045-261-3300

※お手伝い募集！！
　045-261-3300まで

（※宮本：17時～22時）

火月 水 木 金 土 日

（担当：永井）（担当：永井）

（担当：永井）

 整体（指導）
＆

個人レッスン

（担当：永井）

 整体（指導）
＆

個人レッスン

 整体（指導）
＆

個人レッスン

 整体（指導）
＆

個人レッスン

 整体（指導）
＆

個人レッスン

（担当：永井）

 整体（指導）
＆

個人レッスン

（担当：永井）

 整体（指導）
＆

個人レッスン

（担当：佐野） （担当：長谷川・佐野）

 整体（指導）
＆

個人レッスン
＆

鍼灸整体

 整体（指導）
＆

個人レッスン
＆

鍼灸整体

大掃除

（担当：長谷川・佐野・永井）

（担当：佐野）

（担当：佐野）

 整体（指導）
＆

個人レッスン
＆

鍼灸整体

 整体（指導）
＆

個人レッスン
＆

鍼灸整体

 整体（指導）
＆

個人レッスン
＆

鍼灸整体

「夢を叶える穴追い講座」

「氣道30周年記念祭」

「速読法講座〈初等〉」

「ガンにならないために」

「アイロン療法講座」

「穴追い講座 in ゆら」

整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

15時40分～17時40分（担当：佐野）

整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

15時20分～17時半（担当：長谷川・久保田・櫻井・佐野）

整体（指導）＆個人レッスン

13時半～14時半（担当：永井）

整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

15時～17時（担当：佐野）

整体（指導）＆個人レッスン

16時～18時半（担当：永井）

整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

12～19時半（担当：長谷川・佐野・永井）

整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

12時20分～16時半（担当：佐野・永井）

整体（指導）＆個人レッスン＆鍼灸整体

14時20分～16時（担当：長谷川・佐野）

※「鍼灸整体」、ぜひご体験下さい！
（担当：佐野）

※「はじめての氣道」は予約制です。
※●印は会員限定の講座です。

【体塾】

【体（＆心理）塾】

【体塾】

【整体塾】

（担当：永井）

13時～
　19時半

穴追いの
効果を高める

16時～18時（永井）

【氣道入門会】

11時～15時 11時40分～14時20分

9時～13時

12時～16時半13時～17時半

13時～18時

12時～17時13時～19時半 13時～19時半

13時～19時半 13時～19時半

13時～19時半13時～19時半

10時半～12時（永井）

【体（＆心理）塾】

（予約制）

12時半～14時（長谷川） 12時～15時（佐野）

12時半～15時（長谷川）

11時～13時（永井）

横
浜
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下
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個人指導（整体指導・個人レッスン）＆講座スケジュール！東京東京
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