
5、 慈眼温容 

心の力を使うのに、大切な事は、「心身統一」であり、いわゆる「精神集中」 

ではない。全く異なるものである。 

一点に心を集中し、凝視することが、すなわち、精神集中だと思っている人が 

多い。 

藤平光一先生も若いころ、熱心に座禅をした際、「下腹に力を入れ、 

畳の一点をにらんで、穴をあける位、真剣に座れ」と先輩に言われ実行 

した。1 時間 2 時間は頑張ってもいられたが、徹夜で座っている中、 

頭に血はのぼる、肩が凝って目はかすむ、痔は出てくるしそれは苦しい 

ものだった。古人はこれに耐え抜いたのだ、私も負けるものかと 

悪戦苦闘したが、その中疲れ切って、座ったまま、身動きせずに眠って 

いた。ふと目が覚めた後、なんともゆったりとして気持ちがいい。 

そのまま、夜明けを待った。 

後でわかったことであるが、一生懸命座っていた方が間違っていて、 

ひと眠りした後の方が正しかったのである！ 

目に力が入っていると、自然に全身に力が入る。心身統一の四大原則の 

「全身の力を完全に抜く」に反していて、氣のテストをしたら簡単に動 

く。寝るときには、全身の力が抜けているから目が覚めてそのままでいる状態は力が抜け

ていて、心地よく、氣のテストをしても動かない。 

いつも全身リラックスし、万有愛護の精神でいれば、おのずと、慈眼温容をそなえる人に

なるはずである。 

人間が生まれた時の顔は、先祖の余徳を受けている。それから先は、各人の心がけや努力

によって日々刻刻変化している。一瞬心で考えただけでも、氣のテストをすればわかるほ

ど身体に現れるのである。考えたことは、人にはわからないと思っているが、顔の相、目

の相に刻み込まれている。 

朝、顔を洗うとき、髭をそるとき、化粧をするとき、鏡を見て自分の心をのぞき見よう。 

もし、鏡の中の自分の眼や顔が傲慢な眼や意地の悪い顔をしていたら「まだまだだ」と 

反省し、即刻改めることである。 

もし、自分の顔が、慈眼温容を携えていたら「これでよし」と安心し、一日を始め、人と

接するがいい。こんなわずかな努力も、いつか大きな果となり、自分の人格形成をなすの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
藤平光一「氣の実在」より 

 

 

新型コロナウイルス対策について 

体温は測定して平熱を確認していらしてください。 

国からの指導、本部からの通達に従い、熱中症対策を優先します。 

① マスクは原則着用ですが、不織布でなくても構いません。 

② 子供クラスは、学校に準じて、マスクを外してもいいです。 

③ 換氣に心がけます。窓を開けるなど、換氣を心がけます。 

④ 空間除菌を強化します。 

皆さんには、入室時、退出時に自主的に手洗い消毒をお願いします。 

入り口には、消毒液を常備し、誰でも使えるようにします。 

⑤ 水分補給やマスクを外して深呼吸をできるようにする時間を設けます。 

「行修十訓」 
1、 宇宙霊性 

1) 物質心 

2) 植物心 

3) 動物心 

4)理性心 

5)霊性心 

2、 萬有愛護 

3、 感謝報恩 

4、 隠徳果報 

5、 慈眼温容 

6、 寛容大度 

7、 深慮明察 

8、 泰然不動 

9、 精氣潑刺 

10、 孜々不撓 

9月号 教室だより 
 

２０２2年 9月 1日 



10 月までの講習会（予定） 

内容 月 日 
曜

日 
場所 時間 参加費 

昇段審査講習会 

 

3 日 土 千種スポーツセンター 10:00-15:00 5500 円 

昇段審査 4 日 日 露橋スポーツセンター 9:30-13:00 見学無料 

氣圧法 

スクーリング 
10-11 日 

土

日 

太心館道場（藤平会長、 

沢井先生） 

両日 

10:00-17:00 

氣圧法受講者、 

認定者のみ 

剣杖稽古 17 日 土 一宮スポーツ文化センター 14:00-16:30  

氣の講座 18 日 日 太心館道場（河原先生） 10:00-12:00 5500 円 

晶一先生 24 日 土 一宮スポーツ文化センター 14:00-16:00 （未定） 

通常稽古 10/1 日 土 一宮スポーツ文化センター 14:00-16:00  

通常稽古 

10

月 

8 日 土 一宮スポーツ文化センター 14:00-16:00  

秋のハイブリ

ッドイベント 

8－10日  Zoom にて(家族会員も一緒に) 
1 か月録画が見られます 

10:00-11:30 

13:30-15:00 

3 日間 11000 円 

1 日のみ 5500 円 

剣杖稽古 15日 土 一宮スポーツ文化センター 14:00-16:00  

氣の講座 16 日 日 太心館道場（沢井先生） 10:00-12:00 5500 円 

通常稽古 22 日 土 一宮スポーツ文化センター 14:00-16:00  

日曜稽古 23 日 日 一宮スポーツ文化センター 13:00-16;30 300 円 

通常稽古 27 日 土 一宮スポーツ文化センター 14:00-16:00  

 

氣の講座と秋のハイブリッドイベントは、後半に詳細載せます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11月 13日日曜日 

一宮教室主催で 

「本氣で生きる」というテーマでの講演会をします。 

リアル講演は、キャンセル待ち受付中ですが、 

まだ、オンラインは申込受付中。 

右は、オンラインでの参加申し込みQRコードです→ 

 

雰囲氣をみる 

心の状態で氣が変わる 

心が動けば氣が動く 

だから相手の雰囲氣をみる 

雰囲氣をみれば 

相手の心の状態や変化に氣付き易い 

護身にも役立つ 

氣配りにも役立つ 

思い遣りにも役立つ 

 

あいきどお ぱぱ 

http://aikidopapa.d.dooo.jp/posts/post194.html


 

９月（９/18）の氣の講座のテーマ 

誦句集８「プラスの人生」心の力、言葉の力、一教運動、前後運動 

合氣道にも、日常生活にも役立つ氣の本質を一緒に体得しましょう！ 

 

９月 日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 3 

10:00 オンライン合氣道       

14:00      （ス）大人 

16:15      子供① 

17:30     子供 17:00 子供② 

19::00    大人 19：30 大人 大人 

 4 5 6 7 8 9 10 

10:00 昇段審査 

in 露橋 

見学に行こう 

     氣圧法 

スクーリン

グのため 

休み 

14:00   氣の教室   

16:15  岐阜    

17:30  子供   子供 17:00 

19::00   大人  大人 19：30 大人 

 11 12 13 14 15 16 17 

10:00 氣圧法 

スクーリング 

１０－１１日 

沢井先生 

      

14:00   大人    (ス)剣杖大人 

16:15 岐阜     子供① 

17:30 子供    子供 17:00 子供② 

19::00 大人  大人 大人 19:30  大人審査 

 18 19 20 21 22 23 24 

10:00 (太)氣の講座       

14:00 氣圧法   氣の教室   (ス)大人 

16:15  岐阜     子供① 

17:30  子供    子供 17:00 子供② 

19::00  大人    大人 19:30 大人 大人 

 25 26 27 28 29 30 10/1 

10:00        

14:00    大人   （ス）大人 

16:15  岐阜     子供① 

17:30  子供    子供 17:00 子供② 

19::00  大人  大人 大人 19:30  大人 

 

 

 

晶一先生、河原先生、岳見先生、佐藤先生 

小本です。 

☆会場☆何もマークのないのは、一宮教室です。 

(太）は、名古屋の太心館道場です。 

(ス)は、一宮スポーツ文化センター柔道場です。 



１０月（１０/１６）の氣の講座のテーマ 
誦句集 ９「潜在意識」 臍下の一点の五原則、ワンネスエクササイズ 

合氣道にも、日常生活にも役立つ氣の本質を一緒に体得しましょう！ 
１０月 日 月 火 水 木 金 土 

日にち ２ 3 4 5 6 7 8 

        

10:00        

14:00 ス）日曜稽古

13:00-16;30 

  氣の教室    (ス)大人 

16:15  岐阜    子供① 

17:30   子供   子供 17:00 子供② 

19::00   大人  大人 19:30 大人 大人 

 9 10 11 12 13 14 15 

        

10:00        

14:00    大人   (ス）剣杖大人 

16:15  岐阜     子供① 

17:30  子供    子供 17:00 子供② 

19::00  大人  大人 大人 19:30  大人 

 16 17 18 19 20 21 22 

        

10:00 (太)氣の講座       

14:00 氣圧法   氣の教室    （ス）大人 

16:15  岐阜     子供① 

17:30  子供    子供 17:00 子供② 

19::00  大人   大人 19:30 大人 大人 

 23 24 25 26 27 28 29 

        

10:00        

14:00    大人   （ス）大人 

16:15  岐阜     子供①審査 

17:30  子供    子供 17:00 子供②審査 

19::00  大人  大人 大人 19:30  大人 

 30 31      

        

14:00        

16:15        

17:30        

19::00        

 

秋のイベント 

 

秋のハイブリットイベント 



 

秋のハイブリッドイベント 

  

 

10/8（土）～10/10（月・祝）に「秋のハイブリッドイベント」を開催いたします。 
 
今回は３日目午後に天心館道場にて、藤平信一会長による対面講習を実施し、オンライン中継

も行う特別な３日間。 
 
オンラインでは最大６クラスの中からご希望のクラスを受講出来ます。更に全クラスをオンデマ

ンド配信いたしますので、リアルタイムで参加出来ないクラスもオンデマンドで後から見ることの

できるイベントです。 
 
体技や剣・杖を学ぶクラス、普段の稽古ではなかなか行わない稽古方法を行うクラス、氣圧法

やワンネス・リズム・エクササイズのクラスなど、今回特別に体験できるような、そしてここで体感

することで皆様の普段の稽古や日常生活にも役立つ要素が盛りだくさんです。 

初心者から上級者、合氣道のクラスの方だけではなく氣のクラスや氣の講座の会員の方など、

多くの皆様に参加頂けるイベントです。 
 
オンラインだからこそ時間と場所をこえて学ぶことができ、また対面での講習でも多くの皆様とつ

ながることが出来ます。 
 
皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

• 2022年 10月 08日（土） ～2022年 10月 10日（月） 

• 秋のハイブリッドイベント 



オンライン、および天心館道場 

 

●日程・スケジュール 

2022 年 10 月 8 日（土）～10 日（月・祝） 
 
10 月 8 日（土） 

10:00〜11:30 オンラインクラス 

13:30〜15:00 オンラインクラス 
 
10 月 9 日（日） 

10:00〜11:30 オンラインクラス 

13:30〜15:00 オンラインクラス 
 
10 月 10 日（月・祝） 

10:00〜11:30 オンラインクラス ＋ 天心館道場での対面クラス 

13:30〜15:00 藤平信一会長による全体講習（対面＋オンライン中継） 

 ※天心館道場での対面参加か、オンラインでの中継参加を選択出来ます。 
 
 ※JR 宇都宮駅～天心館道場のチャーターバス（有料）を運行いたします。 
 
＜チャーターバス＞ 

 10/10（月・祝） 

 ○行き 08:40 JR 宇都宮駅 出発 → 09:20 頃 天心館道場 到着予定 

 ○帰り 15:30 天心館道場 出発 → 16:10 頃 JR 宇都宮駅 到着予定 

●講習カリキュラム・指導者 

↓下記リンクからご覧ください 

https://shinshintoitsuaikido.org/pdf/fall_hybrid_event/schedul
e.pdf 

●参加対象 

心身統一合氣道会 会員・指導資格者 

※大人クラスの内容ですがお子様のご参加も可能です。なお、１８歳未満の申込みには保護者の許可が必要です。 

※会員向けイベントですので、現在会員でない方は道場教室へご連絡・入会の上お申込みください。 
 
 

 

 

 

 

 

https://shinshintoitsuaikido.org/pdf/fall_hybrid_event/schedule.pdf
https://shinshintoitsuaikido.org/pdf/fall_hybrid_event/schedule.pdf


●参加費（税込） 

●Zoom の 1 アカウントにつき： 

・3 日間 11,000 円 

・1 日のみ 5,500 円 

※3 日目の対面講習に参加の場合も同じ金額です。 
 
※家族会員の方がオンラインのみで参加の場合は、同一アカウントを前提に、追加の参加費「不要」で参加頂けます（家族

会員のお申込みは不要です）。 
 
※家族会員の方が 3 日目の対面講習に参加の場合は、お申込みが必要です。 

例）1 日目、2 日目は家族 2 名でオンライン参加。3 日目は家族 2 名で天心館道場での対面講習に参加の場合。 

1 名様は、「全日程（3 日とも）参加」をお選びください。 

1 名様は、「3 日目 10/10（月）のみ参加」をお選びください。 

●チャーターバス代：往復 2,200 円 

 

 

●参加方法 

Zoom を使用し、下記２通りの参加が可能です。 

・各ご家庭などから参加 

・所属の道場教室で先生と共に参加 

※道場教室での開催が決まっている会場が対象となります。 
 

3 日目：天心館道場での対面参加について 

・JR 宇都宮駅～天心館道場のチャーターバスをご利用頂けます。 

・駐車場もございます。 

・食事は各自でご準備をお願いいたします。 
 

オンデマンド配信について 

開催後は全クラスのオンデマンド配信を予定しております。 

リアルタイムで参加して深く学び、オンデマンド配信を使って復習したり、当日スケジュールに余

裕がなくても参加いただけます。 

※イベント後一ヶ月間（11 月 10 日まで）オンデマンド配信でご覧いただけます。 

●申込方法 

↓申込フォームよりお申込みください。 
https://shinshintoitsuaikido.org/hybrid_event2022 

※Zoom の入室情報のメールを 10 月 5 日（水）中にお送りさせて頂く予定です。 

【重要】 

決済方法・入室情報のご連絡のため、hybrid_event2022@shinshintoitsuaikido.org からのメールが受信可能

な設定をお願いいたします。 

 

https://shinshintoitsuaikido.org/hybrid_event2022


「@hotmail.com」、「@outlook.jp」では、お送りしたメールが高い確率で届かないため、ご利用いただけませ

ん。 

誠に恐れ入りますが、他のメールアドレスをご利用頂けますよう、お願い申し上げます。 

 

 

●申込締切 

10 月 2 日（日）18:00 まで 

 

 

●注意事項 

下記の注意事項に同意のうえ、お申込みください。 
 
 
●オンライン稽古では、スポーツ保険が適用されません。ご理解のうえご参加ください。 
 
●申込完了後のキャンセルにつきましては、参加費・チャーターバス代の返金は一切いたしかね

ます。また、他の講習会等に充当することもできませんのでご注意ください。 
 
●参加者のインターネット環境、その他予期せぬ理由により、オンライン稽古の中断、停止もしく

は利用不能となった場合も、参加費の返金はいたしかねます。 
 
●プライバシー保護のため、本イベントの録音、録画は禁止です。デバイスの画面を撮影する事

も禁止です。 
 
●Zoom の入室情報は参加申込者のみが使用可能です。第三者への譲渡は出来ません。 
 
●上記の注意事項に違反があった場合には、参加申込を取り消しさせて頂きます。また参加費

の返金もいたしませんのでご注意頂きたく存じます。 

 

 

●Q&A 

Q:各クラスのオンデマンド配信はありますか？ 
 
A:参加いただく日程の全クラスのオンデマンド配信を予定しています。 

※イベント後一ヶ月間（11 月 10 日まで）オンデマンド配信でご覧いただけます。 
 
Q:オンライン参加の際の服装は決まっていますか？道着を着ないといけないのでしょうか？ 
 
A:指定は特にございません。道着でなくトレーニングウェアや普段着の参加も歓迎です。お気軽

にご参加ください。 
 
 



Q:Zoom のビデオはオンにして参加しないといけないのでしょうか？ 
 
A:指導担当の先生方は皆様の様子を見ながら指導いたしますので、ビデオオンをお勧めしてお

りますが、ビデオをオフでの参加も可能です。また、バーチャル背景での参加も問題ございませ

ん。 
 

場所 

※3日目のみ 

天心館道場 

栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽 3521-1 

TEL.0285-81-5593（※講習時のみ） 

FAX.0285-81-5594 

 

地図 

申し込み 

申込フォーム 
https://shinshintoitsuaikido.org/hybrid_event2022 

 

※Zoom の入室情報のメールを 10月 5日（水）中にお送りさせて頂く予定です。 

お支払い 

クレジットカード決済、または銀行振込にてお願いいたします。 

 

クレジットカード決済： 

申込フォームにて、決済をお願いいたします。 

 

銀行振込： 

申込フォームに入力後、振込先の口座情報をメールでお送りいたします。10月 3日（月）までにお振り込み

をお願いいたします。 

 

10月 3日（月）以降に銀行振込でお支払い際には、入金確認にお時間を頂き、Zoomの入室情報の送付が

10月 5日（水）以降となる場合があります。 何卒ご理解を頂きたくお願い申し上げます。 

申込締切 

10月 2日（日）18:00まで 

  

https://shinshintoitsuaikido.org/hybrid_event2022

