


 ごあいさつ 

 ⼀般社団法⼈ 洪⾨天地會⻑房⻘蓮堂⽇本總會 
 総会⻑ ⼩林 明峯 

 第5回全⽇本武術祭・國際武學⼤賽の開催を⼼よりお慶び申し上げます。 

 洪⾨天地會⻘蓮堂⽇本總會は、台湾にあります洪⾨天地會⻑房⻘蓮堂總會と同系 
 統の世界に拡がる会員総数5.600万⼈を誇る巨⼤な共済会組織であります。ここを 
 第三世界と呼ぶ⼈もいます。 

 かつて洪⾨は、強欲な権⼒者や⺠衆を迫害する為政者に対抗するために⽣まれた 
 秘密結社からの発祥ですが、時代と共に少しずつ表の世界に姿を現してきていま 
 す。⽇本国においても数年前から「アジアフリーメーソン」の名称で知られるよ 
 うになりました。 

 我々洪⾨は、アジアの平和、さらには世界の平和に貢献します。なお、平成28年6 
 ⽉30⽇をもって弊社は厳しい審査を経て、⼀般社団法⼈化となりました。 

 さて、本⼤会を主催する⽇本創⽣会は、⽇本総会が認可した世界でたった⼀つの 
 武術集団です。とくに、武術の体得と実践を通して、⼈種や⺠族、国家を越えた 
 コミュニケーションの向上をはかり、争いのない世界を体現していく有志の集ま 
 りです。 

 「無いものなら⾃分たちから創造していく、有るものなら⾃分たちからより良く 
 する。」という信念のもと、⽴ち上げた経緯がすべてこの⾔葉に集約されており 
 ます。 

 対⾯・対⼈を基本とする武術の世界において、コロナ禍によりここ2、3年の活動 
 には、かなりの制約があったと理解しております。 

 ただ、たとえ障害があっても、常に何ができるかを模索し、歩みを⽌めず果敢に 
 前進してこられた皆様の精神、そして⾏動⼒、さらに洪⾨の⾨⽣としての誇りを 
 胸に、清く正しい志に⼼より敬意を表します。 

 ⼤会のご盛会とともに、皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 



 祝辞 

 ⼀般社団法⼈ 志教育プロジェクト 
 理事⻑ 出⼝ 光 

 第5回全⽇本武術祭&国際武學⼤賽の開催を⼼よりお祝い申し上げます。 

 ⼈にはそれぞれ異なる志があり、できることは有限です。 

 しかし、志を集めていくと⼤きな志となります。なぜなら、その志の背景に 
 は、良い世の中を創るという想いがあるからです。 

 それが⼤和の魂であり、⼈類の志ではないでしょうか。 

 私ども志教育プロジェクトは、「良い世の中を創ろう」という想いで、現代の 
 ⼈類が直⾯する危機的な問題を解決するため、⾃国の⽂化を⼤切にし、志を 
 持って⼀隅を照らす⻘少年を育てていくことを使命とします。 

 志を持ち、武術を通して⽇々研鑽を重ねられている皆様、良い世の中を共に 
 創ってまいりましょう。 

 ⼤会のご成功と、今後の発展を祈念しております。 



 主催者挨拶 

 ⽇本創⽣会 洪家體術 ⻘蓮派 
 理事⻑ 李 隆吉〈レノンリー〉 

   

 第5回全⽇本武術祭&国際武學⼤賽の開催にあたり、全国からご参加くださった皆 
 様、ご⽀援くださった皆様に厚く御礼申し上げます。 

 〜 先⼈たちの叡智を、武術を通じて表現することで、⾃らの⽣き⽅や在り⽅を 
 変⾰し、⽣きている間に志を成し遂げる 〜 

 開催⽬的に共感・共鳴してくださる多くの⽅々のご協⼒により、本年も無事開催 
 にこぎつけることができました。 

 ⽇々積み重ねてきた修練の成果を精⼀杯出し切ることで、出場者、観戦者とも 
 に、深く記憶に刻み込まれる熱い⼤会になるものと確信しております。 

 このような貴重な機会に携われることを光栄に思いますとともに、今後もさまざ 
 まな活動を通して世界に太志を広げていけるよう精進してまいります。 

 志 
 ⼈の能⼒を最⼤限発揮融合させ 世界から戦争・差別・病気・貧困を解放し 

 徳が中⼼の世の中を再創造すること 



 開催概要 

 第5回 全⽇本武術祭＆國際武學⼤賽 
 All Japan Martial Arts Festival & International Samurai Strategy Convention 

 － 第5回 全⽇本武術祭 － 

 ⽇ 時 ：  2022 年 11⽉26⽇（⼟） 12:30 〜 20:30 

 会 場 ：  神仙閣 神⼾店 
         兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-13-1 

 － 國際武學⼤賽ウクライナチャリティー⼤武活 － 

 ⽇ 時 ：  2022 年 11⽉27⽇（⽇） 10:00 〜 19:00 

 会 場 ：  全⽇本真正空⼿道連盟 真正会 
          ⼤阪府⼤阪市北区錦町4-69 第2喜多ビル3F．4F 



 － 主 催 － 
 ⽇本創⽣会 洪家體術 ⻘蓮派 

 － 共 催 － 
 ⼼意體統⼀総合武術 武藝団 

 全⽇本武術祭実⾏委員会 
 武術普及委員会 

 － 後 援 － 
 ⼀般社団法⼈洪⾨天地會⻘蓮堂⽇本總會 

 ＳＣＷＰ 
 真正会 阪神⽀部 

 ⻄宮システマ 
 空⼿道 拳友会 

 － 協 ⼒ － 
 ⼀般社団法⼈国際徳育協会 武術普及委員会 

 志共育プロジェクト 

 － 参 加 団 体 － 
 ⽇本創⽣会 洪家體術⻘蓮派 
 ⼀般社団法⼈国際徳育協会 

 国際武術格闘技連盟 
 武藝団 

 ＳＣＷＰ 



 開催要項 

 全⽇本武術祭プログラム 
 2022年11⽉26⽇（⼟） 

 12:00  開場 
 神仙閣  神⼾店 

 12:30 開会式 
 (1)開会セレモニー 
 (2)四⽅祓い（⼭本・東海林・菅原・⼭⽥） 
 (3)主催者挨拶 
 (4)開会宣⾔ 
 (5)世界的アジアンパーカッション 
    遊合芸能 親舊達（チングドゥル with ジェット・マサ） 
 (6)神⼾華僑総会舞獅隊 with ジェット・マサ 
 (7)模範演武 

 1  五祖五⾏禪  洪家體術⻘蓮派 
 2  ヌンチャク       藤原 伸⼀ 
 3  九節鞭  福納 拓也 
 4  眞正会尼崎⽀部演武   松井 厚師範 
 5  洪家拳           アンディ・ウー 
 6  ⻑拳  ジェット・マサ 
 7  ⼗⼆形意拳       安⻄ 裕也 
 8  ⻑拳・剣術  メイメイ 
 9  酔拳                                    レノンリー 

 13:35  全⽇本武術祭 
 (1)個⼈の部 

 1  志体術の部 
 2  北派武術の部 
 3  洪武⾨武術の部 
 4  内家武術の部 
 5  伝統武術の部 
 6  侍武藝の部 
 7  器械の部 

 (2)禮法の部 
                       8    正体禮法 

 (3)団体の部 
  9    対練の部 
  10  集団の部 

 (4)新武術の部（ＭＷＭ） 
 (5)エキシビジョン 



 17:00  表彰式 
 17:20  閉会式 
     (1)⼤会総括挨拶 
     (2)閉会宣⾔ 
 17:25  集合写真撮影 
 17:30  司会者より18:00からの流れ説明 
 18:00  武学交流⼤宴会 
     (1)神⼾華僑総会舞獅隊 
     (2)来賓挨拶 
     (3)各地域・団体活動報告と展望 
     (4)協賛者挨拶 
     (5)記念撮影 



 國際武學⼤賽ウクライナチャリティー⼤武活 
 プログラム 

 2022年11⽉27⽇（⽇） 

 9:30〜  開場    全⽇本真正空⼿道連盟 真正会 
     

 《洪武⾨李式體術体験会 レノンリー直伝講習》 
 【第⼀部】 
 10:00〜  波動太極禪 
 11:00〜  ⼋極體術 
 12:00〜  詠春體術 

 《禅道会⼩沢代表師範直伝講習》 

 【第⼆部】 
 13:00〜  ランチ 
 14:00〜  概論 禅道会格闘技論 
 15:00〜  打撃 ⽴ち技稽古 

 【第三部】 
 16:00〜  投げ技 テイクダウン 
 17:00〜  極め技 寝技およびサブミッション 
 18:00〜  禅道会禮法 対⼈稽古および振り返りシェア（レノンリー） 

 【第四部】 
 19:00〜   國際武學⼤賽⼤交流会！ 



 全⽇本武術祭 競技編成 

 【個⼈の部】 
 １．志体術の部 

 (1) A 佐藤 允彦           弥勒波統⼀型 
 (2) B ⽯⼭ 悠貴           弥勒波統⼀型 
 (3) A 加藤 美智⼦  弥勒波統⼀型 
 (4) B 猪城 由紀           弥勒波統⼀型 
 (5) A ネビル 玲⼦  弥勒波統⼀型 
 (6) B   安⻄ 裕武  弥勒波統⼀型 
 (7) A ⼸削 彩美           弥勒波⼆⼗六分解⼿ 
 (8) B 中島 信哉           弥勒波⼆⼗六分解⼿ 
 (9) A ⼤⾕ 礼⼦           弥勒波⼆⼗六分解⼿ 
 (10)  B ⾼橋 双⼋           弥勒波⼆⼗六分解⼿ 
 (11)  A  神⼭ はるき     弥勒波⼆⼗六分解⼿ 
 (12)  B 藤⽥ 宏志           弥勒波⼆⼗六分解⼿ 
 (13)  A  岩村 考治  弥勒三⼗六拳 
 (14)  B  川村 拓也  弥勒三⼗六拳 
 (15)  A  菅原 徹   弥勒三⼗六拳 
 (16)  B  服部 義久  弥勒三⼗六拳 

 ２．北派武術の部 
 (1)菊池 政⼀                    五⾏北拳 
 (2)冨⽥ 献⼀朗      五⾏北拳 
 (3)堀合 明絵                    五⾏北拳 
 (4)糟⾕ 哲英                    ⻑拳B 
 (5)福地 啓太                    ⻑拳B 
 (6)中⼭ 治美       初級⻑拳 
 (7)李 泰成                     少年⻑拳 

 ３．洪武⾨の部 
 (1)⽔野 肇                     詠春拳⼩念頭 
 (2)加藤 ⼤貴                    五祖五⾏拳 
 (3)⼭本 博之                    何仙姑 
 (4)藤村 智宏                    五⾏南拳 
 (5)千葉 ゆかり      詠春拳尋橋 



 ４．内家武術の部 
 (1)笠間 朋枝                     波動太極拳 中架式 
 (2)柳⽥ 圭⼀                     陳⽒太極拳 
 (3)中川 宣夫                     波動太極拳 ⼤架式 
 (4)阪野 智治                     ⼗⼆形意拳 
 (5)堀 智哉                      波動太極拳 

 ５．伝統武術の部 
 (1)杉村 雄也                     ⼼意六合拳 
 (2)岡室 昇志                     五⾏⼋極 
 (3)⼩野 覚⼤                     中⼋極 
 (4)平野 薫                      中⼋極 
 (5)関 淳⼀         中⼋極 
 (6)中川 翔太        中⼋極 

 ６．侍武藝の部 
 (1)名⽊ 聡⼦                     ⼗四経絡体術 
 (2)⼭⽥ 知⼦                     ⼗四経絡体術 
 (3)⽟置 亮達                     ⼗四経絡体術 

 ７．器械の部 
 (1)芦⽥ 彩                      福建少林棍 
 (2)関 幹⼦                      福建少林棍 
 (3)菅原 徹         福建少林棍 
 (4)平塚 順⼦                     福建少林棍 
 (5)中⼭ 治美        福建少林棍 
 (6)⽮野 達也        初級棍術 
 (7)藤⽥ 宏志        初級棍術 
 (8)安⻄ 律⼦        朴⼑ 
 (9)⼩野 覚⼤        形意五⾏連環槍 
 (10)⼤森 ゆき      波動太極剣 ⼩架式    



 【禮法の部】 
 ８．正体禮法 

 (1) A 名⽊ 聡⼦ 
 B 杉村 雄也 

 (2) A ⽔野 肇 
        B 東海林 美穂 

 (3) A 服部 義久 
 B ⼭本 博之 

 【団体の部】 
 ９．対錬の部 

 (1)武学祭りっ⼦  連環排打功 
 福地啓太 / 中⼭治美 

 (2)伊達男⼥         福建少林棍 
     （だてだんじょ）        菅原徹 / 平塚順⼦ 

 １０．集団の部 
     (1)酔⼋仙之術（関⻄）     酔⼋仙之術 張果⽼ 

  岡室昇志 / 岡室有⾹ / 後藤明⽇⾹ / 的埜宏美 / 
  東野有希 / 硤合真⼤ 

     (2)TCIサブマスター・    ⼗四経絡體術 
         マスターチーム     安⻄裕也 / 平野薫 / 堀智哉 / ⻑澤健史 / 
                     ⼭⽥知⼦ / ⼤森ゆき / 千葉ゆかり 
    
     (3)弥勒相研棍術チーム     福建少林棍法 

  上村明⼦ / 福地啓太 / 菅原徹 / 平塚順⼦ 
   
     (4)  ⻘蓮派⼥⼠＠仁王⾨     五祖五⾏禪 
        （ニャオうもん）   有⽥美穂 / ⽥中美晴⼦ / ⼭⽥知⼦ / 
                                中川宣夫 / 阪野智治 



 【新武術の部（ＭＷＭ）】 

    (1)琉球ミロクムナリ   弥勒流三⼗六拳 
 猪城由紀 / 伊藤⾥美 / ⼤島より⼦ / 
 ⼤森ゆき / 菅原徹 / 平野薫 / ⼭⽥知⼦ 

    (2)にゃんとらる相研  弥勒三⼗六拳 
 ⽮野達也 / 菊池政⼀ / 川辺恵瑚 / 加藤⼤貴 / 
 中⼭治美 / 関幹⼦ / 中林仲哉 / 関淳⼀ 

    (3)整律氣動隊     医術基礎24式  
       〜GHOST IN THE SEIRIT  北川有紀⼦ / 的埜宏美 / 岡室  有⾹ / 
                    有賀康亮 / 吉⽥廣美 / 酒井聖花 / ⼤槻千⾥ / 

 岡室昇志 / 平野薫 
   
    (4)ペンプク稽古会   弥勒波之型 
                  柳⽥圭⼀ / 佐藤允彦 / 沖野智江⼦ / 
                  ⽩⽯恵菜 / ⼤友理恵⼦ / 有⽥美穂 / ⼸削彩美 

    (5)太極波動団     太極禪 
 ⽟置亮達 / 中川宣夫 / 堀智哉 / ⼤森ゆき 
 ⼯藤⽂⼦ / ⼩野覚⼤ / 藤村智宏 / 堀合明絵 / 
 芦⽥彩 

    (6)統合武術 武藝団  武藝団 集体        
                   ⼭崎貴⽂ / ⻄村栄⼀ / 東野ゆき / ⼤槻千⾥ / 
                   岡室有⾹ / 糟⾕哲英 / 中⼭治美 / 李泰成 / 
                   ⼭⽥知⼦ / ⻑澤健史 / ⼤野正和 / 福納拓也 

    (7)禮和会       五⾏南拳 
 阪野智治 / 堀智哉 / 中川翔太 / 千葉ゆかり / 
 堀合明絵 / 藤村智宏 / ⽔野肇 / 平塚順⼦ 

    (8)チーム九州太極   太極禪 
     （きゅうしゅうたいちー）  柳⽥圭⼀ / 佐藤允彦 / 沖野智江⼦ / 
                   中川美紀 / ⼤友理恵⼦ / 平野薫 / 笠間朋枝 / 
                   福地啓太 / 有⽥美穂 / 酒井聖花 / 中⼭治美 

    (9)神劇の中G      志禮法、弥勒波之型 
 ⼤⾕礼⼦ / 菅原徹 / 杉村雄也 / 中島信哉 / 
 名⽊聡⼦ / ⼭本博之 



   (10)関⻄太極波動団    太極禪 
                  北川有紀⼦ / ⼤槻ちさと / 安井英⾏ / 
                  的埜宏美 / 冨⽥献⼀朗 / 有賀  康亮  / 
                    加藤美智⼦  / 平野薫 / 笠間朋枝 / 
                  ネビル玲⼦ /  栁  澤⼩百合 / ⼭⽥知⼦ / 
                  東野有希 / 中林仲哉 / 後藤明⽇⾹ / 李泰成 / 
                  ⾞美穂⼦ / 北野のりこ 

   



 【エキシビジョン】 

   (1)同志は家族！     親⼦で弥勒波 
   (2)彌勒流空⼿      彌勒禮法 
   (3)ジェット・マサ    酔棍 
   (4)安⻄ 裕也        侍武藝納⼑術 
   (5)松井厚師範      拳友眞正空⼿演武       
          藤原伸⼀師範 
   (6)親⼦deカンフー      ⻑拳・剣術 
   (7)TCIマスターチーム      鳳凰統剣禮法・五⾏⼗軌連環納⼑ 
   (8)ジェット・マサ    通背拳   
   (9)アンディ・ウー    双⼑ 





 【⼤会参加者紹介】 
 なかがわ しょうた 

 中川 翔太 
 東京都⻄東京市 

 ・活動地域：  代々⽊稽古会、東京禮和会、⼩平稽古会、⽥無稽古会 
 ・所属コミュニティ：  弥勒相研、関東太極波動団、洪家體術、禮和会、合同会社共育 
 ・武術祭参加歴：  第２回武術祭出場、第３回武術祭出場、第4回武術祭出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  第２回武術祭：北派武術の部・準優勝、団体の部・優勝（⻘蓮派） 

   第３回武術祭：北派武術の部・３位、 
         団体の部・優勝（太極波動団） 
         第４回武術祭：伝統武術部の武・３位  
         MWMの部・優勝（禮和会） 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、全⼈類は志に⽣き、命を全うできる世界を創造する事です 

 ・プロフィール 
  2019年に武学と出会い、その奥深さに感銘を受けました。今は⾃⾝が深める事、⼈ 
  に伝える活動をしています。 

 ・武學をどのように活⽤したか： 
  稽古を通して、⾃⾝の在り⽅を⾒直すことに役⽴てています。⾃分は何に反応しぶ 
  つかりを起こしているのか、⽇々⾃信と向き合うことが出来ています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  今までは⼈付き合いに苦⼿意識があり、仕事も個⼈で出来るものを選択してきまし 
  た。ただ、そういった⽣き⽅に偏りを感じていた頃に武学と出会い、今では同志と 
  共に楽しい毎⽇を過ごせています。そして志を出してからは、⽣き⽅の⽅向性が決 
  められたことなのがとても⼤きかったです。 

 ・今後の活動について 
  武学をより多くの⼈に広めていき、⾃分⾃⾝も指導していけるよう活動をしていき 
  ます。 



                  なかがわ のぶお 

 中川 宣夫 
 神奈川県川崎市宮前区なかがわ⾝体調整館 

 ・所属コミュニティ：  洪家體術⻘蓮派、TCI、志体術、 
           関東太極波動団 

 ・活動地域：  全国 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第２回武術祭：南派武術の部・３位、団体の部・優勝（⻘蓮派） 
         第３回武術祭：団体の部・優勝（太極波動団） 
         第４回武術祭：内家武術の部・３位 
                集団の部・準優勝（太極波動団） 

 ・志体術やSSMなどでだした志 
    私の志は、全ての⼈が愛情に包まれ⾃⾝の志を知り、全うできる世の中を作ること 
  です 

 ・プロフィール 
    2018年より、川崎市宮前区にて治療院と道場を兼ねた、なかがわ⾝体調整館を 
  開館。2022年11⽉に⾃律医療をメインとした治療法をDVDで発売。全国に⾃律医療 
  を伝えるべく奔⾛しています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  医術の⾯から、武学を伝えている。⼈⽣において活⽤中！ 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  志を⽴てることにより意識を外に向けること、常に全体の中の⾃分である⾒⽅をす 
  る事で解放された⾃分でいられるようになた。 

 ・今後の活動について 
    ⾃律医療の全国普及。依存から主体へ、施術から稽古へ繋げる活動。 



 ばんの ともはる 

 阪野 智治 
 東京都⼩平市 

 ・所属コミュニティ：  洪家體術⻘蓮派、禮和会 

 ・活動地域：  代々⽊稽古会、禮和会、⼩平稽古会、多摩武器術倶楽部 

 ・武術祭参加歴：  第2回、第3回、第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第２回武術祭：内家武術の部・2位、団体の部・優勝（⻘蓮派） 
         第３回武術祭：洪武⾨武術の部・２位 
           第４回武術祭：洪武⾨武術の部・優勝 MWMの部・優勝（禮和  
                会） 
 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は地球上のすべての⼈々が愛と笑顔に溢れ、戦争や争いのない世界を創るこ 
  とです 

 ・プロフィール 
    東京⼩平市で整⾻院を開院しています。多摩地区で詠春體術や洪家體術の稽古相⼿ 
  を絶賛募集中です！ 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  治療院のスタッフや患者さんとの関係や感情のコントロールにとても助かっていま 
  す。また、禮法による職場の場創りや⾃分の０化を相⼿に伝えることで、筋⾁を弛 
  緩させたり過剰にさせたり治療そのものに役⽴ってます。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⾃分の志が明確になり、同じ⽅向を向いている同志が出来ました。 

 ・今後の活動について 
  詠春體術を⼀つのツールとして、體術の楽しさや、相⼿を通して⾃分の⾝体や意識 
  の状態を確認していくような稽古会をしていきたいと思います。 



 さとう みつひこ 

 佐藤 允彦 
 福岡県北九州市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 

 ・活動地域：  ペンプク稽古会、北九州稽古会 

 ・武術祭参加歴：  なし 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、全宇宙を想い、今をしっかりと 
  ⽣きて⾏動することです 

 ・プロフィール 
  整体業 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    クライアント様に寄り添う、相⼿の命の源泉や志そのもの（正中）にしっかりとア 
  プローチをするといったところがとても有効に活⽤させていただいております。調 
  和や循環といったことや、原因を外の世界に求めなくなりました。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  相⼿の命の源泉、志（正中）に関われるようになった氣がします。原因を外に向け 
  ず常に⾃分の中に⾒つける癖がつきました。そもそも頑張らなくなりました（良い 
  意味で）  

 ・今後の活動について 
  ⾃⾝がまだまだ稽古不⾜なので⾃分磨きや禊を⾏いつつ併⾏して、⾃分と関わる  
  ⽅々に武学で学んだエッセンスをお伝えしていきます。とくに志が明確でない⽅や 
  ⽣き⽅に迷っておられる⽅に寄り添えるよう活動していきます。 



 まとの ひろみ 

 的埜 宏美 
 兵庫県姫路市 

 ・所属コミュニティ：  酔ハ仙之術、⾃律整体整律院、関⻄波動団、志体術 

 ・活動地域：  姫路 

 ・武術祭参加歴：  第1回から第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第3回 器械の部準優勝、対練の部準優勝、 
         第4回 新武術（MWM）3位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、先祖から受け継いだ命をみんながより輝かせられる愛(仁)と調和に満ち 
  た世の中を、創造する事です 

 ・プロフィール 
  株)ベルセレージュの製品(化粧品、洗剤、健康⾷品)の販売 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  対⼈関係、⽇常における⾝体の使い⽅、スポーツなど⽇常全てに活⽤ 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    より⾯⽩い⼈⽣を突き進む事になった 

 ・今後の活動について 
  武学体術と武学医術を広めより⾯⽩い世の中を創造する。 



 きたがわ あきこ 

 北川 有紀⼦ 
 兵庫県姫路市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・関⻄太極波動団、武学オンライン、整律院 

 ・活動地域：  兵庫・⼤阪 ・姫路練習会・武学⿓笛舞 

 ・武術祭参加歴：  第3回・第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、次世代の⼦どもたちが⾃らの⾃由意志で世界を創造していける場を、耕 
  していくことです。 

 ・プロフィール 
  ⼦育て業。⾦⿂や⻲を卵から育てています。取り組んでいることは、武学⿓笛舞を 
  ⽴ち上げ、⿓笛と武学の相乗功夫を試みています。お稽古事として居合・剣扇舞を 
  習っており、無形⽂化の伝承の⼀役を担えるよう修練しています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃⾝の⼼⾝コントロール。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⾃分探しジプシーから抜け出し、⼈⽣は⾃分で創り出せばいいのだと思えるように 
  なった。また、周りの事象の受け⽌め⽅が変わり、すべては⾃⼰責任で、⾃分が⽣ 
  み出した世界なのだと確信できるようになったことで、他者や世間への不満が随分 
  と減り、⾃らが⾏動に移すことが増えた。結果、ときに感情がぶつかってしまう家 
  族や親族に対しても、かなり良好な関係を築けていると感じる。 

 ・今後の活動について 
  取り⼊れたものをアウトプットして、おもろい世の中を創造していける仲間を増や 
  すこと。 
  特に、⾃律整体や、波動太極拳、⿓笛の練習の場を設け、⼼⾝のコントロールや、 
  より調和した世界を再創造することに貢献いたします 



 おかむろ しょうじ 

 岡室 昇志 
 ⼤阪府茨⽊市 

 ・所属コミュニティ：  酔⼋仙之術、整律院、みろく３６計、彌勒相研 武藝団、 
           志体術 関⻄太極波動団、武学オンライン 

 ・活動地域：  ⼤阪府 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜4回武術祭出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  第3回武術祭 北派武術の部 優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は、⼈類が洗脳から解放され、本来の才能に気付き、進化発展成⻑できる世 
  の中を創ることです。 

 ・プロフィール 
  製造業の２代⽬経営者。２０１３年に国際徳育協会に⼊会し、徳育専⾨学校０期⽣ 
  修了。その後、酔⼋仙之術、天⼈統合禮法、⾃律整体整律院、みろく３６計SGMな 
  どを⽴上げ、武学を伝承し活学していく場を運営している。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  会社の運営、問題解決。⾃⾝の⼼⾝コントロール。志成就に向かった情報ダウン  
  ロード。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  志、理念、⽬標など理想を持ち、活動することで、いろいろな問題が同時多発的に 
  起こるようになり、その問題解決を進めていく中で⼈⽣が⼤きく動き出した。 

 ・今後の活動について 
  ⽴ち上げたコミュニティを活性化させ、メンバーの志成就に貢献できる環境を創っ 
  ていく。また、コミュニティの運営形態をしっかりと確⽴することで、新たな広が 
  りに対応するための受け⽫を創り、今後の展開の準備をしておく。 



 おかむろ ゆか 

 岡室 有⾹ 
 ⼤阪府茨⽊市 

 ・所属コミュニティ：  酔⼋仙之術、整律院、武藝団、みろく36計、関⻄太極波動団、 
           志体術 

 ・活動地域：  関⻄、東京 

 ・武術祭参加歴：  第3回〜4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第３回 集団の部2位 
         第４回 北派武術の部 優勝 集団の部 3位 
             新武術（MWM）の部 3位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は、全⽣命が調和するより⾯⽩い世界を再創造することです。    

 ・プロフィール 
    2020年4⽉、コロナのおかげで武学に出会えました。⽗の誘いで、酔⼋仙WSに出て 
  からあれよあれよという間に、武学の様々な団体と関わらせていただいておりま  
  す。趣味は旅⾏です。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⽇常⽣活。特にセルフコントロールや腰痛改善 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    セルフコントロールができるようになってきたこと、慢性的な腰痛が改善したこ  
  と、⾃分の⾝体は⾃分で守る主体意識を持てたことがよかったです。 

 ・今後の活動について 
    より⾯⽩い世界を再創造する為、0化を練り込み、体現していきたいと思っていま  
  す。今後とも宜しくお願い致します。 



 おおもり ゆき 

 ⼤森 ゆき 
 埼⽟県所沢市 

 ・所属コミュニティ：  国際徳育協会（TCI）、太極波動団（関東関⻄九州）、 
           弥勒禮法 

 ・活動地域：  主に  関東、関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第1回:対練の部・優勝、 
         第3回:内家武術の部（個⼈）・3位、集団の部・優勝、 
         第4回:内家武術の部（個⼈）3位、集団の部・2位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は慈愛で世界を満たし、紫の炎となり地球の 
  アセンションに貢献することです。 

 ・プロフィール 
  障害者福祉研究所で働いています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  武学を通じて、志を以って⽣きることの⼤切さを実感し、⾃⾝の⼈⽣に役⽴て、ま 
  た⼈にもお伝えしています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⼈⽣の⽅向性が定まり、それにより出逢う⼈や物事が変化しました。また⼼⾝の状 
  態が良くなり、仲間、同志に出逢えたことで⼈⽣の「豊かさ」が増えました。 

 ・今後の活動について 
  志体術と稽古会を全国で定期的開催すること、波動太極拳を稽古する会、太極波動 
  団を全国に広めることで世の中に貢献する事です。 



 たまおき りょうたつ 

 ⽟置 亮達 
 千葉県流⼭市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・酔⼋仙之術・関東太極波動団 

 ・活動地域：  関東 

 ・武術祭参加歴：  第1回、第3回、第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第⼀回 志体術部⾨3位 
         第三回 侍武藝部⾨3位 集団優勝 
         第四回 侍武藝部⾨2位 集団2位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    武術と創作活動を通じて、全⽣命が天命を想い出しありのままの姿で⽣きる世界を 
  創造すること 

 ・プロフィール 
  2017年ピタゴラと志体術に出逢う。そこからピタゴラと武術の修練を通じて⽟置亮 
  達を100％体現しています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⼈⽣全てに。⼈間関係はもちろん、創造主としてこの世界を創造する主⼈公として 
  の意識の覚醒。全てを主体的に捉えることで磨かれていくあり⽅など。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  進むべき⽅向性が明確になり、1ヶ⽉で好転反応3回。笑 180度路線変更を余儀な 
  くさせました。そのおかげで、ニュートラルにありのままの⾃分で毎⽇を369％楽 
  しめています！ 
 ・今後の活動について 
  引き続き、ピタゴラなど創作活動と⾃主稽古での鍛錬を通じて、⽟置亮達369%今こ 
  こを体現していきます。2023年以降は志成就に向けての活動をより活発化させてい 
  き、今死んでも後悔しない在り⽅を磨いていきます。 



 ゆげ あやみ 

 ⼸削 彩美 
 福岡県北九州市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 

 ・活動地域：  ペンプク稽古会 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    万物・⼈々に愛を注ぎ、全ての⼈が 
  愛を与え合う世界のために⽣きることです。 

 ・プロフィール 
  ポールダンサー、セクシーインストラクター、 
  シンガー、ショープロデューサー。  
  みろく36計SGM0期。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  体のコントロール⼒があがり、肩を痛めることが減った。やりたいことを選び、ぶ 
  つかりに対して回避したり⾃由を⾒つけたりが、⼼がけられるようになった。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  お酒がとっても美味しくなった！信頼できる仲間に出会えた。⼈⽣が豊かになるの 
  を感じています。 

 ・今後の活動について 
  頭でなく体で感じていくこと、⾃然に帰ること。チームシップを育むこと。 



 かわむら たくや 

 川村 拓也 
 ⾼知県⼤川村 

 ・所属コミュニティ：  志体術、弥勒相研 

 ・活動地域：  ⾼知⾃主練習会 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    和太志の志は、この世の中がさらに幸せで包み込まれ、 
  より美しい世界を創造して いくことです。 

 ・プロフィール 
  教職公務員 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    児童⽣徒との関係はもとより、教職員、保護者、地域の⽅々と良いコミュニケー  
  ションに活学させて頂いております。武學との出会いのおかげで世界や宇宙まで意 
  識を拡げることができ、次世代を担う⼈財の育成に残りの⼈⽣をかけていこうと意 
  識することができます。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  武學に出会ってから、意識の変容が起こり、全ての問題は⾃分の内包する課題が起 
  こしているものだと⾃覚できるようになりました。全ては⾃分⾃⾝の在り様だと。 
  そこから、⾃分と出逢う⼈が劇的に変わり、⼈⽣が⼤きく変わりつつあります。家 
  庭や⽬の前の仕事しか意識が⾏かなかったけれども、世界や宇宙、そして100年、 
  1000年先のことまで意識を拡げることができるようになりました。更には多次元宇 
  宙まで。神の存在とは?  そして我、神なりの意識まで。素晴らしい世界を観ること 
  ができています。 

 ・今後の活動について 
  零化を意識して、やがて、零化を無意識の状態でできるようになる。そしてその状 
  態でこの世を弥勒の世にすることへ貢献していくことです。当⾯の活動⽬標は、⾼ 
  知県で練習会を定期的に開催して武學に関わる⼈を増やして⾏きます。 



 くるま みほこ 

 ⾞ 美穂⼦ 
 ⼤阪府⼤阪市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、関⻄波動団 

 ・活動地域：  寝屋川稽古会、関⻄波動団 

 ・武術祭参加歴：  初出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、⾃分を知りすべての⼈が⾃分を知れるよう⼿伝い平安な世の中にするこ 
  とです。 

 ・プロフィール 
  看護師 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  七要を意識していると、周りに惑わされず、⾃分に戻れています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⾃他不敗を知ってから⼈間関係が良くなりました。 



 すがわら とおる 

 菅原 徹 
 宮城県仙台市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、彌勒相対⼒学研究所、武学オンライン、志創⽣会 

 ・活動地域：  仙台 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第１回武術祭：侍武藝の部 準優勝 新武術(MWM) ３位 
         第２回武術祭：新武術(MWM) 優勝 
         第３回武術祭：新武術(MWM) 失格 
         第４回武術祭：正体禮法の部 3位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    禮と志を全世界に伝え広めることでより輝くより⾯⽩い世界を次の世代に継承する 

 ・プロフィール 
  昨年20年勤めた⾃衛隊を退職し、⼈と地球のより善い循環に貢献すると決め、⼭志 
  事をしながら禮と志に⽣きる⼈を増やす活動を⾏っています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    ⼈とぶつからないようになり、⾃分の⼈⽣で起こることすべてに意味を⾒出せるよ 
  うになりました。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    禮を継続し続けたことで⾃衛隊を退職し、後悔しない⼈⽣を歩み始めた。 

 ・今後の活動について 
    志に⽣きる⼈を増やしながら、より多くの⼈と繋がり、⼭の整備を通じてきれいな 
  地球を次の世代に引き継ぐために⾏動していきたい 



 きくち まさかず 

 菊池 政⼀ 
 神奈川県藤沢市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 弥勒総研 酔⼋仙之術 

 ・活動地域：  横浜本郷台 あーすぷらざ武学練習会 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、すべての⼈々が志を持ち、禮で和する志を成就し、調和の取れた世界を 
  創造することです。 

 ・プロフィール 
  ⼯場勤務 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  禮の状態を⽣活でなるべく⻑時間キープし続けるられるように⾏動しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  稽古をすればするほど、⾃分に都合の良い世界になっていってる気がします。 

 ・今後の活動について 
  ⾃分で練習会を開いたり、練習会で⼈と稽古をすることなどを通じて⾃分が教える 
  ⽴場であることを前提として学び、武学を伝えることのできるリーダーを増やすこ 
  とに貢献できればと思います。 



 やなぎた けいいち 

 柳⽥ 圭⼀ 
 福岡県福岡市 

 ・所属コミュニティ：  武学オンライン、志体術、九州太極波動団 
 ・活動地域：  ペンプク稽古会、北九稽古会、吉塚稽古会 
 ・武術祭参加歴：  初参加 
 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は、全てを愛し、⾃ら光り輝くことで、世界中の魂を光り輝かせ、共によろ 
  こびに満ち溢れた世界を創造することです。 
 ・プロフィール 
  柔道整復業 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仕事においては、会話から触れ⽅まで、⼈間関係では、家族から知⼈まで、役に  
  ⽴ってます。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    何が真実なのか、常に求めていたが、その答えは、武学にある、と迷いが無くなっ 
  た。 
 ・今後の活動について 
    仕事、⽇常⽣活、志体術での活動、九州波動太極での活動を通じて、⾃ら禊ぎ育  
  み、仲間と共に、より多くの⼈に、武学を伝え、より⾯⽩い世界を創造して⾏きま 
  す。 



 すぎむら ゆうや 

 杉村 雄也 
 宮城県⿊川郡⼤和町 

 ・所属コミュニティ：  国際徳育協会（TCI）、彌勒相対⼒学研究所、武学オンライン 
 ・活動地域：  仙台 
 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  第１回武術祭：侍武藝の部 準優勝 新武術(MWM) ３位 
         第２回武術祭：新武術(MWM) 優勝 
         第３回武術祭：新武術(MWM) 失格 
         第４回武術祭：正体禮法の部 3位 
 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は、太和の志を世界に広めることで全⽣命の未来を守ることです 
 ・プロフィール 
    2016/7/31に仙台で⾏われた「フィジカルミステリーツアー」という、ちょっと怪し 
  げなイベントで武学と出会い、武学こそ⼈⽣最良の⾃他への貢献になると思いまし 
  た。 
  翌年５⽉「成功ワーク」の出版記念イベントがら志体術を始め、以降⽣涯⼈⽣をか 
  けて武学の普及に取り組むことを誓いました。 
  現在はTCIと彌勒相研を通じて活動しています。 
  昨年8⽉に脳梗塞を患い、現在は少しペースダウンしていますが、来年あたりか   
  ら、また徐々にペースを上げていきます！ 
 ・武學をどのように活⽤したか 
  主体的であること。対⼈関係を円滑にすること。健康増進。中庸であること。 
  ⼼と意識と體のバランスをとり、崩れた状態からでも素早く元に戻ること。 
  などなど⽇常⽣活に⽇々活⽤しています。 
 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ・沢⼭の同志と親睦を深め⼈⽣が豊かになった。 
  ・全てのことには陰陽があり、何事もとらえ⽅ひとつであるということが分かっ  
   た。 
  ・健康に対する意識が変わった。 
 ・今後の活動について 
    『朱雀メソッド』を中⼼に、どなたでも取り組める武閣毉術をより多くの⽅に武学 
  に接する切⽋として頂けるように広めていきたいと思います。 



    おおたに れいこ 

 ⼤⾕ 礼⼦ 
 福島県いわき市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 

 ・活動地域：  いわき市 

 ・武術祭参加歴：  なし 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、全⽣命が喜び調和する⾳霊でこの世界を照らし、愛に溢れた光り輝く平 
  和な世界を創ることです。 

 ・プロフィール 
  ライアー奏者、コーラスワーク等の活動を通して、⾳楽表現とヒーリングサウンド 
  による癒しの場づくりに取り組んでいる。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  毎⽇の禮法により⾃分の在り⽅、考え⽅、対⼈関係、⽣活全般の関わり⽅でゼロ化 
  すること 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  志が明確になることで、本来の⾃分を⽣きるための様々な出逢いに導かれ、軽やか 
  にありのままの⾃分で⽣きる⼈⽣に変化してきた 

 ・今後の活動について 
  定例稽古会をより充実させ、志をもち公に⽣きる⼈を広める。⾳霊で全⽣命が調和 
  する世界を実現化する。 



 いわむら こうじ 

 岩村 考治 
 ⻑崎県南島原市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・彌勒相研 

 ・活動地域：  南島原稽古会・島原稽古会・諫早稽古会 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、全⽣命がその道を全うできる地球を再創造することです。 

 ・プロフィール 
  ピカピカがっこう代表。⼦どもたちの個性を最⼤限伸ばせるように、安⼼して表現 
  できる環境、個性を⾒取るスタッフ、やりたいことをサポートできる体制を作って 
  います。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仕事において、⼈と関わるときに相⼿とのつながり⽅が分かるようになった。依存 
  ではなく、お互いに⾃律して関わる感覚を持って関われるようになった。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    これまでは、「こうあらねば」「こうしなければ」世間の常識やこうあるべきとい 
  う概念に左右されていましたが、影響されにくくなりました。⾃⾝の⼈⽣をかけて 
  取り組みたいことに出会うことができ、⼈⽣の⽬的を⾒出すことができました。 

 ・今後の活動について 
  志体術の講座の定期開催、稽古会の定期開催。⼀緒に取り組める仲間を増やし、次 
  の世代が⽣きる世の中をより⾯⽩くすることです。 



 みずの はじめ 

 ⽔野 肇 
 東京都 

 ・所属コミュニティ：  禮和会 志体術  
           天⼈統合禮法 

 ・活動地域：  関東 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    和多志の志は⽣かされている命をどこまでも 
  真⼼でどこまでも誠実に⽣きることです。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃分が作らせていただいているコミュニティや 
  仕事、あらゆる⼈間関係で活⽤させていただい 
  ています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⾃分のメンタルが安定し、以前より穏やかな性格に変容したと思います。 

 ・今後の活動について 
  ミニ稽古会、稽古会を頻繁に開催し、皆さんの無限の可能性を開かせていただきた 
  いと思います。 



 さかい きよか 

 酒井 聖花 
 ⻑崎県諫早市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、九州波動団、整律院、武学オンライン、 
           弥勒相対⼒学研究所 

 ・活動地域：  諌早稽古会・島原稽古会・南島原稽古会、⿅児島屋 
 ・武術祭参加歴：  初参加 
 ・武術祭⼊賞歴：  なし 
 ・志体術やSSMなどで出した志 
    全ての⼈々が⾃らを育み、万物との共⽣と再創造により森羅万象が調和する世界を 
  ⽣み出すこと 

 ・プロフィール 
  ⼈と動物を対象に、⼼と⾝体を⾃ら整え⾃⼰発揮して⽣きるためのコンテンツ提  
  供。動物病院経営（獣医師）。次世代により良い社会と地球環境を残すための取り 
  組み。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⼈⽣、仕事、⼦育て、コミュニケーション、⽣活習慣、チームやコミュニティづく 
  り、等々全てにおいて活⽤している 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  意識が変わり、習慣が変わり、出会うヒトが変わり、関わる⼈が変わり、⾏動が変 
  わり、⾃分の周りの起きる現象が変わり、⼈との関係性も変わり、あらゆるものが 
  より穏やかに、無理なく、しかも⼈⽣の⽬的に対して機能する⽅向へ変わったと思 
  う。⾃分にとっての明確な選択基準ができたので、膨⼤な情報に右往左往する必要 
  がなくなり、余計な不安感などもなくなった 

 ・今後の活動について 
  稽古会やワークショップの開催などを通じて、より主体的に、より⾃律して⽣きる 
  ⼈をふやす活動に取り組みます。それによって、⼈と動物が、もっとお互いを尊重 
  し⽣かしあえる社会と地球環境を創っていきます。 



 あしだ あや 

 芦⽥ 彩 
 東京都 

 ・所属コミュニティ：  禮和会 関東太極波動団 

 ・活動地域：  主に関東の稽古会 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  すべてのひとが⾃然に⾃由に豊かに、 
  ⾃分から⽣きる世界を創ること 

 ・プロフィール 
  主婦 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃分と関わる近しい⼈達とのコミュニケーション 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  周囲の動向に⼀喜⼀憂しないようになった。⾃分の 
  領域と相⼿の領域を混同せず、尊重し合えるように 
  なった。 

 ・今後の活動について 
  これから出会う⼈、場所、出来事がどんどん循環される 
  ように、⾃分がささやかな 推進⼒になって関わりたいとおもう。 



 やまもと ひろゆき 

 ⼭本 博之 
 宮城県仙台市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、彌勒相対⼒学研究所、 
           武学オンライン 

 ・活動地域：  仙台 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第１回武術祭：新武術(MWM) ３位 
         第２回武術祭：新武術(MWM) 優勝 
         第２回武術祭：志体術の部 優勝 
         第３回武術祭：侍武藝の部 準優勝 
         第３回武術祭：対練の部 準優勝 
         第４回武術祭：新武術(MWM) 準優勝 
         第４回武術祭：侍武藝の部 優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志はすべての⼈が⼈⽣を全うし、調和と循環が継続する⾯⽩い世界を創ること 
  です。 

 ・プロフィール 
  2021年5⽉から武学オンラインコミュニティーの運営メンバーに加わりました。 
  現在は漢⽅薬局で薬剤師、彌勒相研と武学オンラインを中⼼に志事しています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  世界をより⾯⽩くするために⼈間関係、⾃分⾃⾝の在り⽅や⾏動、習慣化など⽇常 
  のすべてに活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  競争社会の中でいかに勝ち抜くか、⽣き残るかという⼈⽣観から世界をより⾯⽩く 
  する創造主は⾃分であるという主体の世界観に変化しました。 

 ・今後の活動について 
  ⽇常での活学を⾃分⾃⾝も実践し、それが伝わる状態にしていきます。武学オンラ 
  インでのコンテンツ制作、フェイスブックグループでの継続的なシェア、武学の  
  ワークショップ開催や定期的な稽古会を続けていきます。 



 しょうじ みほ 

 東海林 美穂 
 東京都杉並区武学サロン 

 ・所属コミュニティ：      TCI、志体術、洪家體術⻘蓮派、関東波動団 

 ・活動地域：  地球 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第1回:対練の部優勝 
             第3回:志体術の部優勝・集団の部優勝、禮法の部準優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    全てを⼤切にして優しさと笑顔があふれる世の中を創ること 

 ・プロフィール 
    ⼩学⽣の息⼦⼆⼈とりほちゃんのママ。2020年10⽉より東京都杉並区に武学サロン 
  を創る。国際徳育協会の事務所兼道場兼⾃宅兼徳酒武隊の事務所として、⽇々同志 
  が集まり稽古や武学イベントを開催。レノンリー先⽣のマネージャーの⼀⼈として 
  徳育武学普及のため全国で活動している。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    ⾃分のあり⽅ 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⽣活、在り⽅、思考回路、考え⽅、付き合う⼈間、、、すべてが180度変わった 

 ・今後の活動について 
    同志と海外活動を始める 



 にしむら えいいち 

 ⻄村 栄⼀ 
 ⼤阪府池⽥市 

 ・所属コミュニティ：  武藝団 

 ・活動地域：  兵庫県 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    武術を通じ、なかまと楽しめる社会 
  づくりを実現します。    

 ・プロフィール 
    武藝団 稽古会員     

 ・武學をどのように活⽤したか 
    ⼈との関わりや、仕事に⽣かします。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    脱⼒や⼀つの考え⽅に固執しない事を学びました。 

 ・今後の活動について 
    引き続き修練に努め、何か套路を覚えます。 



 みしぇる かとう みちこ 

 MICHELL 加藤 美智⼦ 
 兵庫県⻄宮市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、関⻄太極波動団 

 ・活動地域：  関⻄、四国等 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    わたしの志は、禮と和を以て尊び、ミロクの世を創り固め為すことです。 

 ・プロフィール 
  ⾃分⾃⾝の⼈⽣を創造するクリエイター。「リアルアート」主催 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⼈⽣創造全般に活⽤しています 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⼈⽣がより美しく、より⾯⽩く、より素晴らしくなった。 

 ・今後の活動について 
  「わたしはすべてであり、すべてはわたしである」ことを⽇々体現し、世界に伝播 
  させていく。【⼈⽣の主体者は⾃分⾃⾝である】ということを世界と共によろこ  
  び、わかちあう 



 ありが こうすけ 

 有賀 康亮 
 兵庫県神⼾市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・整律院・関⻄太極波動団 

 ・活動地域：    兵庫県 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、全ての命が宇宙と調和し楽しく⽣成発展し続ける世界を創造することで 
  す。 

 ・プロフィール 
  整体院を営んでおります。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃分⾃⾝の⼼意体を整えること。仕事でも活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    感情的になって⼈とぶつかることが少なくなってきました。 

 ・今後の活動について 
  定期的に稽古会を開催し武学仲間を増やしていきます。 



 たなか みはるこ 

 ⽥中 美晴⼦ 
 神奈川県川崎市 

 ・所属コミュニティ：  洪家體術⻘蓮派、国際徳育協会（TCI）、志体術 
 ・活動地域：  関東 
 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  スタッフ参加 
 ・志体術やSSMなどで出した志 
    すべての⽣命が個性と才能をのびのびと表現している緑豊かな地球を創造する 

 ・プロフィール 
    なかがわ⾝体調整館にいます。 
  勤務先：⼀般社団法⼈⼥性の健康とメノポーズ協会 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    講座やコミュニティの管理運営、⼈とのかかわり、⾃⾝とのコミュニケーション 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    氣の置けない仲間が増えた。 
   

    



 ほり ともや 

 堀 智哉 
 東京都 

 ・所属コミュニティ：  禮和会、酔⼋仙、⽇本創⽣会、TCI、波動団、弥勒総研 
 ・活動地域：  東京 
 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回武術祭出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  あり 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は全⼈類の神化に貢献し、地球を愛と調和の星にすることです。 

 ・プロフィール 
  武学に取り組み始めて6年になります。 
  禮和会という稽古会を主催しています。 
  健康系商品の卸の会社などを経営しています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⼈⽣の全てに活きています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  志を⽴てて⼈⽣の軸ができて、他⼈と調和が上⼿くなり、⼀⽣楽しめる稽古と仲間 
  ができて、⽇々充実しています。 

 ・今後の活動について 
  武学を⾃分で深めて周りに広めて、志成就に向けて活学しまくる。  



 ひらの かおる 

 平野 薫 
 福岡県北九州市 
 兵庫県神⼾市 

 ・所属コミュニティ：  国際徳育協会(TCI)、洪家體術⻘蓮派、 
           太極波動団(九州、関⻄）、整律院、 
           弥勒流空⼿ 

 ・活動地域：  ⼩倉稽古会、TCI主催稽古会、⾃律医療WS 

 ・武術祭参加歴：  第2回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第２回武術祭 新武術（MWM）準優勝 
         第３回武術祭 新武術（MWM）準優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は全世界から境界線をなくし、世界中のすべての⼈ 
  が⾃律して志を全うでき る⾯⽩い世界を創ることです。 

 ・プロフィール 
  整形外科・統合医療医、国際徳育協会理事⻑として、 
  武学と⾃律医療を世界に広げること。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⽇々の⽇常のすべての場⾯で活学している。医師としては個別オーダーメイドの⾃ 
  律医療を伝えている。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  志に⽣きることで⼈⽣の軸ができて何があっても揺るがなくなり、志に必要な出会 
  いや出来事しか起こらなくなった。⽇々のゼロ化で周りが穏やかになり、本当の⾃ 
  由を謳歌している。 

 ・今後の活動について 
  世界中に武学と⾃律医療を広めることで、⼀⼈⼀⼈のあり⽅が変わり世界はどんど 
  ん⾯⽩くなる！ 



 きたの のりこ 

 北野 のりこ 
 兵庫県姫路市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、関⻄太極波動団 

 ・活動地域：  兵庫県 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第3回武術祭:対錬の部 準優勝  
         第4回武術祭:新武術(MWM)３位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は再び⾒えない世界を開き⼈類の次元上昇に貢献し宇宙⼤調和を創造するこ 
  とです 

 ・プロフィール 
  ⾷育活動（ミネラル & 良い油の重要性・重ね煮など）・教育関連 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  事柄に常に陰陽両⾯から向き合うようにし、俯瞰するよう⼼がけています 



 り てそん 

 李 泰成 
 兵庫県川⻄市 

 ・所属コミュニティ：  武藝団 
 ・活動地域：  兵庫 
 ・武術祭参加歴：  第⼀回〜第三回 
 ・武術祭⼊賞歴：  伝統武術の部 2位、⻑兵器の部 1位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は全ての⼈が⾃由な意志の下に⾏動し、関わる全ての⼈が⾃律医療で⽼後に 
  なっても⼼⾝共に健康な⾁体でいられる世界を創る事です 

 ・プロフィール 
  今は介護の仕事をしつつ、関⻄太極波動団、ジェット塾を中⼼に活動しています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仕事の⽅でニュートラルタッチ、電⾞移動中での⽴禅など他にも⾊々活⽤させて頂 
  いてます。基本は武術講師という関わりでやらせてもらってます。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  姿勢が悪かったのが、七要を学び⾝体が良くなった事、⼈⽣の⾒⽅が変わった事 

 ・今後の活動について 
  太極波動団をはじめ、いろんな⼈⾊んなコミュニティの⼈と稽古し、⾃らの稽古会 
  を創る。 



 よしだ まさと 

 吉⽥ 雅⼈ 
 兵庫県神⼾市 

 ・所属コミュニティ：  TCI,志体術 
 ・活動地域：  関⻄ 
 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回武術祭出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  第２回侍武藝 ２位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    元々備わってる能⼒を引き出し、天と地をつなぐことにより、全ての可能性を拓く 
  こと 

 ・プロフィール 
  Natural Body Works主宰、国際徳育協会三代⽬理事⻑ 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    TCIでの経験をもとにコミュニティ運営やコンテンツ開発、電⼦書籍出版など 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  個⼈事業主として活動してましたが、法⼈化してプロ養成を⾏うようになりまし  
  た。 

 ・今後の活動について 
  トレーナー、理学療法⼠、運動指導者など⾝体の専⾨家へ⽣涯深めていける武器の 
  提供 



 なかやま はるみ 

 中⼭ 治美 
 福岡県福岡市 

 ・所属コミュニティ：  彌勒相研 武藝団 志体術 九州太極波動団  
 ・活動地域：  福岡県 
 ・武術祭参加歴：  第2回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第4回武術祭：志体術の部2位、対練の部優勝、集団の部優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、みんながその⼈らしく⽣き、笑い楽しみ、地球がより輝く、より豊かで 
  境界のない⾯⽩いオアシスを世界中に創ることです。 

 ・プロフィール 
  福岡市出⾝。親の転勤で九州をぐるっと周り、福岡に戻り学⽣を⻑いことやりまし 
  た。理学療法⼠（PT）になり、病院勤務、医療・介護保険制度に疑問を抱き退職。 
  代理店勤務をしているときに武学に出合い、志に向かい⽣きるために辞し、武学を 
  広めることに注⼒しつつPTの業務にも戻り今に⾄ります。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃⾝の在り⽅、⽣き⽅、やり⽅、⼈との関わり⽅、集団でなにかをするときなど、 
  ⼈⽣のすべてに活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⾃分を守るために⼈と戦うことしかしていなかった⼈⽣が、⾃他不敗の精神で共に 
  よりよく⽣きるためにどうしたらよいかという在り⽅に⽴つようになりました。ま 
  た、主体がなかったことに氣づき、主体的に動くようになりました。なにより、志 
  に向かって⽣きるようになりました。 

 ・今後の活動について 
  志に向かい武学を広めることを継続する中で、福岡市でいつでも稽古できる場所を 
  つくっていきます。 



 とみた けんいちろう 

 冨⽥ 献⼀朗 
 ⼤阪府寝屋川市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、天⼈、彌勒相研、関⻄太極波動団、武学オンライン 

 ・活動地域：  関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  第1回、第3回、第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、世界の⼈達が⾃分らしく⽣きられる世界を創ることです 

 ・プロフィール 
  ⼤阪市出⾝、武学を始めて今年で６年になります。現在、武学の稽古会、講座を中 
  ⼼に活動中、演武に特化した講座ジェット塾などをプロデュース、どさせて貰って 
  ます。来年に向けて誰でも武学に触れられる講座を構築中です。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⼈との関わり⽅、⾃分の⽣き⽅、在り⽅、⾝体の在り⽅、⾝体のコントロールなど 
  に活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⼈⽣の⽬的が明確になり、在り⽅が徐々に変容して⾏き、また武学の稽古会、講座 
  を通して⾊んな⼈の⼈⽣に触れ⾒聞が広がり、⽣きることが楽しくなっています。 
  思考、⾝体、⼈間関係の変化を感じられ、⼈⽣が豊かになりました。 

 ・今後の活動について 
  来年、誰にでも触れられる武学エッセンスの詰まった講座構築をして、多くの⼈に 
  武学に触れてもらい、仲間、同志を増やして⾏きます。また現在プロデュースして 
  いる『ジェット塾』も⼀般の⼈にアピールして⾏ける仕組みを構築して、武学を通 
  して楽しいコミュニティ作りをして⾏きます。 



 かのう たつや 

 加納 達也 
 滋賀県守⼭市 

 ・所属コミュニティ：  TCI・洪家體術 
 ・活動地域：  関⻄・東京 
 ・武術祭参加歴：  第⼀回・第⼆回・第三回 
 ・武術祭⼊賞歴： 
 ・プロフィール 
   HP制作会社を経営して9年⽬です。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
   物事の捉え⽅が広くなったように感じます。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
     武学に関わる時間が増え、⾝体・エネルギーの調整が可能になりました。ま   
   た⾯⽩い⼈と交流できるようになりました。 

 ・今後の活動について 
   ⼈⽣を愉しめる⼈を増やしていきたいと思います。 



 ごとう あすか 

 後藤 明⽇⾹ 
 兵庫県 

 ・所属コミュニティ：  関⻄太極波動団 酔⼋仙 

 ・活動地域：  姫路 

 ・武術祭参加歴：  3回⽬ 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    ⼈類が愛の中でいきれるように創造すること 

 ・プロフィール 
  整体師     

 ・今後の活動について 
  ⽇常の中で活⽤していけるひとを増やしていく 



 ひがしの ゆき 

 東野   有希 
 ⼤阪府守⼝市 

 ・所属コミュニティ：  酔⼋仙之術、武藝団、関⻄太極波動団 

 ・活動地域：  ⼤阪 兵庫 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第4回武術祭:集団の部3位・ 新武術(MWM)の部3位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、すべての存在が繋がり、分かち合い、表現しあえる世界を創造すること 
  です。 

 ・プロフィール 
  ⼈と接すること、ひとりでいること、猫と遊ぶことが好きです。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  主に⽇々の在り⽅や対⼈関係に活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  しなやかな⾃分軸が出来てきました。 

 ・今後の活動について 
    武学のエッセンスを⾝体で落し込んで、より豊かに⼈⽣を創造出来る仲間を増や  
  し、より⾯⽩い世界を創造していきます。 



 おの かくだい 

 ⼩野 覚⼤ 
 東京都品川区 

 ・所属コミュニティ：  志体術 禮和会 酔⼋仙之術  
           関東太極波動團 

 ・活動地域：  関東圏 

 ・武術祭参加歴：  第3回、4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第3回 新武術の部 集団3位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    この世界の全ての⽣命が楽しく豊かに⽣きていく世界 
  を創造する事です。この世界を愛し、共に楽しみます。 

 ・プロフィール 
  ミロクエナジー研究所主宰。カウンセリング、整体、 
  占断、祈祷。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃分を禊、本来のあるべき姿に戻る為に活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  今でやって来て事が全て統合されて、更に揺るぎない状態になりつつあります。 

 ・今後の活動について 
  私達が神であることを⾃覚する為のツールとして広めて⾏きます。 



 かとう ひろたか 

 加藤 ⼤貴 
 愛知県豊橋市 

 ・所属コミュニティ：  洪家體術⻘蓮派 彌勒相研 武学オンライン 

 ・活動地域：  愛知県 

 ・武術祭参加歴：  第4回 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は武学を通して世界と学びの交易を⾏うことで、⾯⽩い社会を創造し、幸せ 
  が世界中の⼈々に繋がり広がるようになる。 

 ・プロフィール 
    エンジニア。勉強と学びが⼤好きで読書中毒です。異⽂化交流が楽しみでアジア、 
  ヨーロッパ、北⽶、オーストラリアなど世界各国に⾏きました。体を動 かすこと  
  に関しては、学⽣時代は体育会テニス部とテニスサークルを掛け持ちで、ここ数  
  年は週3回、スイム、バイク、ランなど何かしら軽い運動を⾏っています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仕事のコミニケーションで活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⾃他不敗の在り⽅を⽇常の仕事で活⽤して、余計な衝突が無くなった気がします。 
  周りの⼈に関しては、なぜか志の成就に関係ある⽅々が私の周りに集まるので、不 
  必要な⼈間関係を作らなくて済むようになりました。 

 ・今後の活動について 
  武学を通して、海外の⽅々と交流を更に広めていきます。 



 そあい まさひろ 

 硤合 真⼤ 
 広島県 

 ・所属コミュニティ：  酔⼋仙之術、洪家體術⻘蓮派、志体術 

 ・活動地域：  広島 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第3回 洪家⾨武術の部・優勝(個⼈) 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    全⽣命にとって真の繁栄に繋がる環境づくりを⾏い、より良い未来の流れを創るこ 
  とです。 

 ・プロフィール 
  不動産・建設事業の経営を通して、持続可能な環境創りを⾏っています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
   ⾃⾝の⾝体のメンテナンスだけでなく、事業の経営などに関わる際「體術、毉術、 
  兵術」の多⾓的な視点を意識し、活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  物事の検証をより⼤切にするようになったと思います。 

 ・今後の活動について 
  あるべき未来創造、環境事業に武学で培った感覚を活⽤し取り組んでいきます。 
  その⼀環として、広島で武学の同志と稽古会を⾏っていきます。 



 かわべ けいこ 

 川辺 恵瑚 
 岡⼭県岡⼭市 

 ・所属コミュニティ：  ⽇本創⽣会、彌勒相研、武學オンライン 
 ・活動地域：  岡⼭県 
 ・武術祭参加歴：  第2回〜第4回出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  なし 
 ・志体術やSSMなどで出した志 
    全⽣命が喜びで調和し、響きあいながら創る美しい世界を実現すること。 

 ・プロフィール 
    料理と園芸が好き、ライアーも同志 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    ⽇常⽣活全般、⼈との関わり、⾃分⾃⾝のメンテナンス 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    息苦しさが減って、世界が美しく⾒えることが増えました 

 ・今後の活動について 
    同志でもあるライアーを深めて伝えていき  たい 



 あんざい ゆうや 

 安⻄ 裕也 
 ⻑野県諏訪市 

 ・所属コミュニティ：  彌勒相研、武學オンラインコミュニティ、合同会社共育、 
           国際徳育協会、⽇本創⽣会、洪家體術⻘蓮派、酔⼋仙等、 
           武學コミュニティ全般 

 ・活動地域：  諏訪、全国、全世界 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第１回 侍武藝の部 優勝 
         第２回 内家武術の部 優勝 
         第３回 対練の部 優勝 
         第４回 集団の部 優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、武學の伝承により、誰もが志に⽣きる世の中を実現することです。 

 ・プロフィール 
  彌勒相対⼒学研究所 代表 
  国際徳育協会 直前理事⻑ 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  100⼈100武學を体現するコミュニティ運営と、指導者の育成 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  武學＝⾃分になった。なってたことに気付けた。 

 ・今後の活動について 
  世界禮道連盟の稼働、志禮法の公認指導員育成、その流れと可能性を武學全体に浸 
  透させて全世界へ 



 くどう ふみこ 

 ⼯藤 ⽂⼦ 
 静岡県伊東市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・関東太極波動団・武学オンライン 

 ・活動地域：  関東 
 ・武術祭参加歴：  なし 
 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、すべての存在がより⾃由に⽣き、表現することを楽しむ世界にすること 
  です。 

 ・プロフィール 
    夫が経営する会社の事務員 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    ⽇常⽣活で関わる⼈間関係、すべてにおいて活⽤しています。特に⾃分と価値観な 
  どが違う⼈との関わり⽅などは、接触回避などの対⼈稽古が役に⽴っていると感じ 
  ています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⾃分⾃⾝に関しては、とてもシンプルな⽣き⽅になってきたように思います。また 
  以前よりもからだへの探求が深まってきました。私が変わり⾏動することで、家族 
  や友⼈なども刺激を受けるのか、感謝されることが多くなりました。 

 ・今後の活動について 
    ⽇常での活学を継続しつつ、今年から主催している⿓凰みやび団（⼥性のみの太極 
  波動団）を、丁寧に広めていきます。 



 あんざい りつこ 

 安⻄ 律⼦ 
 ⻑野県諏訪市 

 ・所属コミュニティ：  彌勒相研、合同会社共育、武藝団 
           武學オンラインコミュニティ 
 ・活動地域：  諏訪、関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は、⼼から喜べる⼈⽣の創り⽅を世界で⼀番 
  楽しく伝えることで、皆が楽しく笑って過ごせる世界 
  を創る事です 

 ・プロフィール 
  彌勒朱雀会 代表 武藝団 団員 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    毎朝30分の週間形成をチームで実践中 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⽣きる喜びに気づけた 

 ・今後の活動について 
  彌勒朱雀メソッドをベースに世界に広げる 



 ふくち けいた 

 福地 啓太 
 宮崎県⼩林市 

 ・所属コミュニティ：  弥勒相研、武学オンライン、 
            
 ・活動地域：  九州 
 ・武術祭参加歴：  第1回〜第4回武術祭出場 
 ・武術祭⼊賞歴：  第４回   北派武術の部 準優勝  
             器械武術の部 優勝  
             対練の部 優勝  
             集団の部 優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    過去から繋がる全ての魂に対する敬意を忘れず 
  その恩に報いるため、全ての⼈が禮に⽣き既にある 
  繋がりを⼤切にする世の中を創造することです。 

 ・プロフィール 
  ⼩売業で店⻑しながら棍術の稽古会をやっています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仲間と遊ぶ 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    遊びがより楽しくなった。 

 ・今後の活動について 
    今年はチームで武術祭出場を⽬標にしていたので、来年は九州など近くの神社仏閣 
  で奉納などしていきたいです。 



 なかがわ みき 

 中川 美紀 
 福岡県北九州市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・九州太極波動団 
 ・活動地域：  志体術・九州太極波動団 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、全世界の⼈々が安⼼して暮らせる世の中を創ることです 

 ・プロフィール 
  会社員 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  特に家族とのかかわり⽅に重点を置いてますが、仕事での⼈間関係にも役⽴ってい 
  ます。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⾃分にとって必要な事、物が判断できるようになり、⾃分の意志を⼈へ伝える事が 
  できるようになりました。 

 ・今後の活動について 
    稽古を積んで、まずは⾃分が変わること。武学に興味を持ってくれる⼈を増やす。 



 やまさき たかふみ 

 ⼭崎 貴⽂ 
 兵庫県尼崎市 

 ・所属コミュニティ：  武藝団 

 ・活動地域：  兵庫県 

 ・武術祭参加歴：  第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、⼀⼈⼀⼈が個性を発揮し⽣涯を楽しめる世の中を作ることです。 

 ・プロフィール 
  ⾳楽と⾃⼒整体が好きです。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  体とエネルギーへの理解を深める。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⽇常動作の体の使い⽅ 

 ・今後の活動について 
    ⾝近な⼈々へ本来の⽇本⼈の体の使い⽅を伝えれるよう⽇々勉強していきます。 



 たかはし そうはち 

 ⾼橋 双⼋ 
 群⾺県前橋市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・弥勒禮法・禮和会 

 ・活動地域：  東京・前橋・本庄 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は全ての命の意味が響き合い織りなす世界を再創造することです。 

 ・プロフィール 
  前橋市で⼀⼈整⾻院をやっています。武学に出会う以前から、その⼈に合ったイン 
  ソールやエクササイズを処⽅して、来院者がその⼈⾃⾝で⾃分のコンディションを 
  整えられるようになることを⽬指したアプローチをしていました。更に「⾃律医  
  療」の⽅向へのシフトを進めています。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃分⾃⾝の状態を整えること。それに加えて、「治療」でも「来た⽅」が活⽤しや 
  すい形で必要なことをお伝えできるようになってきました。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    「来た⽅⼀⼈⼀⼈になるべく合った」処⽅をと考え、仕事では⼀対⼀を基本にして 
  いました。全ての⽅に「志」と「チームシップ」が必要性なことを認識して、⾃分 
  ⾃⾝の⽣活も仕事も⽬指す⽅向へのアプローチが変わりました。 

 ・今後の活動について 
    稽古会を⽴ち上げて定期的に開催していく予定でいます。 



 はっとり よしひさ 

 服部 義久 
 岡⼭県岡⼭市 

 ・所属コミュニティ：  武学オンライン、志体術、天神統合禮法ベーシック 

 ・活動地域：  中国 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    エネルギーの指南者となり 五⼤神勅を引き継ぎ進捗することで より麗しい世界 
  に導くこと    

 ・プロフィール 
  2005年より有機栽培の⼈参とお⽶作りに取り組む。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ゼロ化の知恵を仕事や⽣活の中で判断の基本として活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    以前より主体的になり、精神的に安定し、職場も以前より良い雰囲気になりまし  
  た  。 
 ・今後の活動について 
    兵法を活かし伝えることに取り組むことを中⼼に、継続と実践を磨き、更に体術に 
  挑戦したい。 



 おおつき ちさと 

 ⼤槻 千⾥ 
 兵庫県宝塚市 

 ・所属コミュニティ：  武藝団 整律院 関⻄太極波動団 

 ・活動地域：  兵庫県 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、⾃然循環の中で、⼈が個性を発揮し、その⼈らしく⾃由に⽣きていける 
  世界を創造することです。 

 ・プロフィール 
  看護師 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  禮法で⼼と体を整え、⾃他不敗の精神でいると、⼈との当たりが無くなりました。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    武学が⽣活のベースになってると思います。 

 ・今後の活動について 
    ⾃律医療を広めていくこと。 



 かさま ともえ 

 笠間 朋枝 
 広島県広島市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・関⻄太極波動団・九州太極波動団 

 ・活動地域：  広島・関⻄・九州 

 ・武術祭参加歴：  第4回出場 

 ・武術祭⼊賞歴：なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    あなたはあなたのままで、あなたはわたしわたしはあなた、そして全ての⼈が志を 
  持ちひとつになる世界を創造すること 

 ・プロフィール 
  セラピスト 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⼈や物との調和・⾝体操作を通しての⾃分の癖やものの⾒⽅の改善 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    主体性が⾼まり、以前よりも周りに想いが伝わるようになりました。 

 ・今後の活動について 
    地元で禮法と志を発信していく⼈を増やす 



 かんむら のりこ 

 上村 明⼦ 
 ⿅児島県⿅児島市 

 ・所属コミュニティ：  武学オンライン、弥勒相対⼒学研究所 

 ・活動地域：  ⿅児島、沖縄、熊本、東京、札幌、和歌⼭、⻑崎 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は次世代の⽣命のために指導者として共に育ち分かち合う恒久平和な未来を 
  創造することです 

 ・プロフィール 
    イベント業&パソコン教室、全国稽古会ネットワーク構築、弥勒相対⼒学研究所サ 
  イト担当 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仲間づくり 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    全てゼロからスタートになり、戦略を使えるようになり、成果が出た。⾝体の使い 
  ⽅が変わったり、はいだこうしたりするのが楽しみになった。 

 ・今後の活動について 
    稽古会⽴ち上げサポート 



 かみやま はるき 

 神⼭ はるき 
 栃⽊県宇都宮市 

 ・所属コミュニティ：  武学オンライン、彌勒相研 

 ・活動地域：  東⽇本エリア、宇都宮 

 ・武術祭参加歴：  第3回武術祭⾒学、第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    志を尊重し⾃然と調和しながら輝きあえる世界を実現する 

 ・プロフィール 
  会社員 ＋ 彌勒相研 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仕事が上⼿くいかないケースは、関係者とのコミュニケーション不⾜がほとんどで 
  あり、我にたちかえり⾃⾝の状態を整え 関係性が改善していく 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    彌勒相研で仲間と活動することがとても楽しく、全国各地で稽古できる機会があ  
  り、何処にいても志をもった仲間と応援し合える    

 ・今後の活動について 
    今の居住地で武学を広め稽古会に参加される⼈、仲間とコミュニティを盛り上げる 



 いしやま ゆうき 

 ⽯⼭ 悠貴 
 ⾹川県三豊市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 

 ・活動地域：  ⾹川 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は全⼈類全ての⼈が天の理に戻れる世界を創造すること 

 ・プロフィール 
  建築補修業、⾃給⾃⾜的暮らし 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃⾝のコントロール、⾃他不敗、平和への歩み 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    より穏やかに、朗らかに、しなやかに、俯瞰した⾒⽅に、付随して⼈間関係もより 
  良い関係になりました 

 ・今後の活動について 
    ⼈に伝えられるほどしっかりした体得をしたい 



 いき ゆき 

 猪城 由紀 
 沖縄県 

 ・所属コミュニティ：  志体術 天⼈統合禮法 彌勒禮法 

 ・活動地域：  沖縄武学稽古会 ⾃主練習会 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    ⼈と⾃然が調和をとり、愛に満ち溢れた世界を創ること 

 ・プロフィール 
  看護師 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃⾝のコントロール、⼈間関係 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    周りに影響され⾃分を⾒失うことが多かったけれど、⼀喜⼀憂も減り冷静に物事を 
  みれるようになってきた。また、継続することで結果がでることを体験できている 
  ことで諦めることも減った。⾷について、⾝体についても考え気づきは実践するよ 
  うになった。 
 ・今後の活動について 
    ⾃主練習会をどのように運営するかを考え、志を持つ⼈を増やし同時に対⼈稽古を 
  定期的に⾏う。 



 いとう さとみ 

 伊藤 ⾥美 
 沖縄県 

 ・所属コミュニティ：  彌勒禮法 武学オンライン 

 ・活動地域：  沖縄 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    全ての⽣命を尊重し笑顔あふれる調和に満ちた美しい世界を創ることです 

 ・プロフィール 
  全ての⽣命を尊重し笑顔あふれる調和に満ちた美しい世界を創ることです  

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃⾝のコントロール ⼈や動物との関係 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⼼⾝ともに健康になり、周囲に影響されにくくなりました。 

 ・今後の活動について 
    ⽇常、仕事に活かしていきたいです。 



 ひらつか じゅんこ 

 平塚 順⼦ 
 埼⽟県北本市 

 ・所属コミュニティ：  禮和会・弥勒相研・武学オンライン 

 ・活動地域：東京 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第4回 新武術(MWM)優勝(禮和会) 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    みんながそれぞれ持っている能⼒を活かしあってもっとたのしく⾃由に⽣きていく 
  世界を創っていくことです。 

 ・プロフィール 
  ⾦融事務の派遣社員 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⽇常⽣活で⼈と関わるときに活⽤しています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    イヤな⼈が周りから消えていった。 

 ・今後の活動について 
    体調と相談しながら、お稽古を続けて、もっと⾃分を整えていきたいです。 



 かすや てつひで 

 糟⾕ 哲英 
 広島県福⼭市 

 ・所属コミュニティ：  国際徳育協会（TCI）、 
           武藝団 
 ・活動地域：  広島、関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  第2回武術祭出場、 
         第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    すべてがそのままで素晴らしいと体現すること 

 ・プロフィール 
  会社員、志体術事務局 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⾃他不敗の在り⽅、⾃分の価値観の枠から外に 
  でること 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⾃分の⼈⽣を歩むことができるようになりました。 

 ・今後の活動について 
    稽古会の定例化、志体術運営情報の充実 



 やまだ ともこ 

 ⼭⽥ 知⼦ 
 兵庫県川⻄市 

 ・所属コミュニティ：  武藝団、彌勒流空⼿、国際徳育協会(TCI)、洪家體術⻘蓮派、 
           太極波動団(関⻄） 

 ・活動地域：  関⻄、関東、沖縄ほか 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第4回武術祭志体術の部 優勝 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、彌勒の世を創⽣するために、慈愛と感謝と志に満ちあふれた世界を創造 
  し続けることです。 

 ・プロフィール 
  薬剤師。中医学、薬膳指導員、望診法などを学ぶ過程で⼈間が本来持つ機能ぬ素晴 
  らしさを知り、取り戻すことに⽬覚める。現在、志体術、⽇本創⽣会洪家体術⻘蓮 
  派、彌勒流空⼿の運営に関与。ビールなどの発酵⾷品、サバイバル⾷料調達好き。 
   
 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⽇常のありよう。家族と⾃分の健康。志事と⼈間関係。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    起こる物事に対して、受け⽌めることができるようになってきました。⾃他不敗で 
  ⼈⽣を愉しむ⽅向に変化したのは⼤きい！ 

 ・今後の活動について 
    武学そのものを、地球上の⼈々に伝えていきます。志に⽣き、愛と調和の世界を実 
  現。 



 ちば ゆかり 

 千葉 ゆかり 
 神奈川県横浜市 

 ・所属コミュニティ：  禮和会、国際徳育協会(TCI) 

 ・活動地域：  関東 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  第4回 MWM優勝（禮和会）、団体 準優勝（関東波動団）、 
         個⼈洪武⾨ 3位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  私の志は、全てを愛でつつみ、命の輝きをひきだすことです。 

   



 ほりあい あきえ 

 堀合 明絵 
 東京都世⽥⾕区 

 ・所属コミュニティ：  禮和会 酔⼋仙之術 関東太極波動團 

 ・活動地域：  関東 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    全⽣命が真の姿で⽣きる世界を創ることです 

 ・プロフィール 
  会社員、ヒプノセラピスト 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    会議の前やクライアントさんと接するときは、禮で禊ぎ、正中を意識して接してい 
  ます。 
   
 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⼆元の世界から、ゼロの世界へ移⾏しつつあると感じます。⾃分が世界の創造主で 
  あると⾃然に思えるようになりました。 

 ・今後の活動について 
    創造主として⾯⽩い世界を創っていきます。 



 ふじた ひろし 

 藤⽥ 宏 
 兵庫県加古川市 

 ・所属コミュニティ：  武藝団 

 ・活動地域：  関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    和多志の志は未来の地球がより元気になり 

 ・プロフィール 
  昨年五⽉に関⻄に来ました。現在寝屋川稽古会、ジェット塾、武学体術稽古会に参 
  加しております。今年8⽉にコンサルタント実修を受け指導者になるべく奮闘中で  
  す。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    対⼈関係、コミニケーション、⽇常の⾝体操作に意識を向ける事。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    習慣化する事が出来様になって来た。⾃分の⼈⽣を⽣きる⽅向に進んでいると感じ 
  る。 

 ・今後の活動について 
    ⾃然体と調和 関わった⽅が輝きが増します様に地球🌏に感謝が届きますように。 
  稽古会を⽉⼀回開催します。 



 やすい ひでゆき 

 安井 英⾏ 
 京都府京都市 

 ・所属コミュニティ：  関⻄太極波動団、志体術、武学オンライン 

 ・活動地域：  京都武学練習会 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    すべての⼈が⾒えないエネルギーを体感しよりピュアにありのままに⽣きていける 
  世の中を創ることです。 

 ・プロフィール 
  銭湯 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  家族、仕事、遊びにどんどん活⽤しております。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    本質ではない余計なことをそんなに考えなくなりました。アップダウンの激しかっ 
  た⼈⽣に安定感が⽣まれました。 

 ・今後の活動について 
    体感することで楽しみながら⾝体の不思議さを確認していきたいと思います。 



 なかじま のぶや 

 中島 信哉 
 宮城県仙台市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 

 ・活動地域：  仙台 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    わたしの志は、すべての⼈が、伸びやかに健やかに、笑って⼈⽣を⽣きる世界をつ 
  くることです。 

 ・プロフィール 
  Art &Run 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  世の中の流れに、ただ流されない、戦わない、しかし⾃分の⾃由を失わない 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    会社員を辞めて、画家になった 

 ・今後の活動について 
    武学とアートの融合 



 ありた みほ 

 有⽥ 美穂 
 福岡県北九州市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・九州太極波動団・ 
           ⻘蓮派 

 ・活動地域：  ペンプク稽古会・北九稽古会 

 ・武術祭参加歴：  第3回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    全ての⼈が⾃分の持っている可能性に氣づき発揮 
  できる世界を同志と供に創造する 禮を尽くす 

 ・プロフィール 
  兄が経営する会社の事務員 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  仕事とプライベートの区別がはっきりできるように 
  なり、以前より効率よく仕事が できるようになっ 
  たと思います。⼈様のご機嫌に振り回されることが 
  なくなりました。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    以前より頭の中の整理がつきやすくなりました。物事のとらえ⽅がシンプルになっ 
  たと思います。体⼒がなくすぐに疲れていましたが、以前より体が動くようになり 
  ました。 

 ・今後の活動について 
    体感を⼤切にして⾝体に任せること、チームシップのありがたさ⼤切さを伝えてい 
  く 志体術体験会からコンサルタントまで北九州定期開催の道筋を作る 



 おきの ちえこ 

 沖野 智江⼦ 
 ⼭⼝県下関市 

 ・所属コミュニティ：  志体術・九州太極波動団・武学オンライン 

 ・活動地域：  ペンプク稽古会・北九稽古会・広島 

 ・武術祭参加歴：  第4回武術祭出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、お互いの存在をそのまま認め、寄り添い⽀えあえる世界を創ることです 

 ・プロフィール 
  会社員 

 ・武學をどのように活⽤したか 
    ⽬の前で起きていることは⾃分の内側の状態の現れだと認識し、答えを外に求め  
  ず、内観するようにしている。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    以前より⼈間関係が良くなり、気持ちも楽になりました。職場では問題のある⼈が 
  転勤になったり揉め事が減り、穏やかな環境で仕事ができています。 

 ・今後の活動について 
    稽古を重ね⾃分の内側を磨き、同志と共に楽しく縁ある⽅必要な⽅に武学を伝え  
  る。 



 ねびる りょうこ 

 ネビル玲⼦ 
 奈良県奈良市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、関⻄太極波動団 

 ・活動地域：  奈良、⼤阪 

 ・武術祭参加歴：  初出場 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は世界中の⼈々が⾃由に空を⾶ぶように笑って楽しくすごせる世の中にする 
  ことです。 

 ・プロフィール 
  書道、カリグラフィー、英会話教室 

   



 なぎ さとこ 

 名⽊ 聡⼦ 
 福島県いわき市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 彌勒相研 

 ・活動地域：  福島県 

 ・武術祭参加歴：  第１回武術祭 第３回武術祭    

 ・武術祭⼊賞歴：  第１回武術祭：新武術(MWM) ３位 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志はすべての命が本来の⾃分を表現し、感動の和が循環する彌栄な地球を作る 
  ことです。 

 ・プロフィール 
  「⼼と⾝体と魂を整える」をテーマに活動しています。個⼈セッション。イベント 
  の企画。⼦どもと⼥性の活動。毎年、⾥⼭の仲間と梅をもい梅⼲しを作っている。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  創造主として⽬覚め、本来の⾃分を楽しんで⽣きる。七要で霊体⼀致。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    主体的に⽣きるようになった。たくさんの同⼠に出会い、⼈⽣を楽しんでいる。⾃ 
  分⾃⾝との関係、⾝近な家族、友⼈との関係がますますいい感じになっている。 

 ・今後の活動について 
    武学体術を深めて、未来創⽣。福島で稽古会開催。志に気づき、天命を⽣きる⽅と 
  共に活動。⼦どもとお⺟さんと⽇本の⽂化⾷農を楽しむ活動。 



 なかばやし なかや 

 中林 仲哉 
 静岡県浜松市 

 ・所属コミュニティ：  彌勒相研 志体術 関⻄波動太極団 武学オンライン 

 ・活動地域：  中部、関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  なし 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、⾳霊と徳を以って世界を⼀つにする事です。 

 ・プロフィール 
  ギタリスト ⾃然農  

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⽇常に活かし全ての活動に活かす。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    多くの事を⼿掛けていたが⼈⽣に必要なモノだけが残って⾏った。 

 ・今後の活動について 
    武学活動に於いては浜松武学稽古会を中⼼に波動太極を伝えて⾏く。出逢う⽅に禮 
  で和する志を伝える事。 



 せき みきこ 

 関 幹⼦ 
 福井県福井市 

 ・所属コミュニティ：  彌勒相研、武学オンライン、志体術 

 ・活動地域：  中部・関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、誰もが命輝かせ、⾃⾝の可能性を広げ、調和と変容を楽しむ世界を創造 
  することです。 

 ・プロフィール 
  ⼈形劇団員やヒーリング整体師ののち、2020年6⽉に武学オンラインに⼊り、武学 
  を⽇常へと、お稽古会等を開催している。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  ⽇常に活かす。お稽古会、レッスン会など開催して周りの⼈に伝えている。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⼀つ⼀つ絡まったものが解けていくように明確になり、彌勒相研でチームシップや 
  創造していく⾯⽩さを思い出し、⾝体にしみついていたものが取れて、⾝体も⼼も 
  楽になり、より⽇々楽しく過ごすことができている 

 ・今後の活動について 
    武学の⾯⽩さを伝えていけるように⼯夫してお稽古会だけでなくいろんな形で表現 
  していきたいと思ってます 



 せき じゅんいち 

 関 淳⼀ 
 福井県福井市 

 ・所属コミュニティ：  志体術 

 ・活動地域：  中部・関⻄ 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    ⼈と⼈とのつながりを⼤切にし、苦しんでいる⼈を引き上げ、癒やす⼒を求め、広 
  げていくこと。 

 ・プロフィール 
  学⽣時代から、柔道、少林寺拳法などに取り組む。⼈形芝居演者。腹話術師。特別 
  ⽀援学校教員。教育カウンセラー。タロット占い師。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  主に対⼈援助の仕事に関わっています。いろいろな⼈と関わると良くも悪くも影響 
  を受けることになります。武学によって、⼼と体をニュートラルに整えることで、 
  ⾃分を守るとともに、相⼿に良い影響を与えています。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    武学に出会ったのは、５０代も後半。⽼化と脳内出⾎の後遺症で、体も⼼も疲弊し 
  ていたときでした。妻に連れられて体験会に参加し、こんな状態でも好きな武術が 
  できると知りました。毎⽇の投稿で、全国の仲間に⽀えられている事も実感しまし 
  た。武学に出会い、確実に、⼈⽣が上向いているのを感じています。 

 ・今後の活動について 
    動けるならば動けるなりに、動けないならば動けないなりに、武学の取り組み⽅が 
  あるのだと実感し、今後は、体調に留意して、体を動かしていくことを基本にし、 
  機会のあるごとに得た経験を伝えていくことで、武学の仲間達、社会に貢献してい 
  くことができればと思います。 



 やなぎさわ さゆり 

 栁澤 ⼩百合 
 ⼤阪市中央区 

 ・所属コミュニティ：  みろく３６計、志体術、関⻄太極波動団 

 ・活動地域：  地球 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    ⾃由に気づき解放された真の笑顔で命を活かす⼈があふれる世を創ることです 

 ・プロフィール 
  ⾃然アクティビティ、体育祭、⽂化祭好き。今⽇は私の誕⽣祭！ 

   



 よしだ ひろみ 

 吉⽥ 廣美 
 兵庫県神⼾市 

 ・所属コミュニティ：  整律院、志体術 

 ・活動地域：  兵庫県、⼤阪府 

 ・武術祭参加歴：  初参加 

 ・武術祭⼊賞歴：  なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、皆の内にある情熱や暖かいものを表現できる世界を創造することです。 

 ・プロフィール 
  農家、現代美術家（主にパフォーマンスアート） 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  今年1⽉より毎⽉、⽥畑で波動太極拳稽古会と農作業を⾏う「武学農園」を開催。仕 
  事、アート、⽇常の中で活学とする事をいしきしている。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    ⼼⾝を整える術を得て、実⾏できるようになってきている。⾃分が成⻑しつつある 
  のを感じる。 

 ・今後の活動について 
    引き続き武学農園を開催し、⾷農合⼀を拡め、⾃律整体ともリンクさせていく。 



 おおとも りえこ 

 ⼤友 理恵⼦ 
 福岡県北九州市 

 ・所属コミュニティ：  志体術、九州太極波動団、武学オンライン 
 ・活動地域：  九州、関東 
 ・武術祭参加歴：  第3回 
 ・武術祭⼊賞歴：なし 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
    私の志は、⾃らが調和することで⼈々の本来の⼒を引き出し、すべての⼈々が本来 
  の⾃分である調和された世界を創造することです 

 ・プロフィール 
  精神科医療にて、トラウマ臨床を専⾨とする。ニュートラルが崩れる反応は、外か 
  らの刺激による無意識下で起こるニューロセプションの⽣理学的反応の結果とし  
  て、⾝体や感情、思考に現れるもの。様々な療法で未完了の防衛反応を完了させ、 
  本来の状態に戻ることへのサポートをしている  

 ・武學をどのように活⽤したか 
  セルフケアはもちろんのこと、⾃分の意識も持ち⽅や⾔動など在り⽅そのもの 
  臨床において、プログラムの中で、同様のことを患者さんに伝え取り組んでいる 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
    臨床で伝えていることが、患者が直ぐに体感できることで、その⽅の本来の⼒を 
  引き出しやすくなった 

 ・今後の活動について 
    医療の枠を出て、引き続き⼈々の本来の⼒が引き出されるように、携わっていく 



 師範プロフィール 

 統合武術 武藝団 師範 
 ふくのう たくや 

 福納 拓也 

 ⽣年⽉⽇：1986.9.3 36歳 
 ⾝⻑：174ｃｍ  
 体重：70Kg 
 住所：兵庫県尼崎市在住 
 趣味：ドラム、オーディオ（シアター）、弥栄 
 座右の銘：なせばなる！ 

 武藝団で師範を任されている福納拓也です。早いもので武術祭も第5回を迎 
 えるという事で、実⾏委員の⽅々を始めとする皆様の尽⼒の賜物だと思い 
 ます。武学に携わるものとして深く尊敬と感謝いたします。 
 21年前に練習会場も無く、屋外で数⼈だけで練習していた時から考える 
 と、全国規模で何百⼈もの⼈が武学を稽古しているのはとても考え深いも 
 のがあります。 

 武藝団としても私個⼈としても、この1年は全国の皆さんと積極的に交流 
 して、武学と皆様の発展に貢献できればいいなと考えておりますので、宜 
 しくお願いします！ 



 《⼼意體統⼀総合武術 武藝団》 

 武藝団は武学⼠レノンリー代表師範が様々な武術の技術やエッセンスを統合修練 
 する為に1996年に設⽴した武学振興団体です。 

 武術・藝術・団結の三基（3つの基本）と、 
 礼節・協⼒・信念・誠実の四訓（4つの団員訓）そして、 

 ⼀、⼼意體術統⼀、 
 ⼆、⽂化伝承発展、 
 三、藝術創造普及、 
 四、平和共⽣繁栄、 
 五、⽣涯友愛団結 
 の五⼤理念（5つの活動⽬的）を体現し、世界に広める為の活動しています。 

 武学は、兵術、體術、医術を内包し、その⼀つを学ぶだけでも 
 膨⼤な時間と対⼈稽古が必要になります。 

 それらを⽣涯に渡り、同志と稽古錬磨し続けると誓った⼈だけが所属出来る団体 
 です。 

 他の開⾨武学の講座や団体と違い、稽古内容がパッケージング化されていないの 
 が武藝団の特徴です。 

 七要や禮法の練習は勿論ですが、師範・指導員が約20年に渡り 
 レノンリー総師範や武学の実践経験から学んできた豊富な稽古メニューがあり 

 参加者の⼈⽣の⽬的や志⼼⾝のレベルに応じて練功法ピックアップして稽古して 
 いき、胆⼒を育み、ゼロニュートラル化を深め、技術を向上させ、功夫を積み上 
 げ武藝を極めていきます。 

 毎週⽉⽔⾦と尼崎と伊丹で稽古を⾏っています。 
 誰でも参加可能な、オープンな稽古会も⾏っていますので、お気軽にお問合せ下 
 さい。 



 ながさわ たけし 

 ⻑澤 健史 
 兵庫県伊丹市 

 ・所属コミュニティ：  洪家體術⻘蓮派、武藝団、TCI、 
           酔⼋仙之術、武學農園 

 ・活動地域：  武藝団稽古会 

 ・武術祭参加歴：  第1回、第2回、第4回 

 ・武術祭⼊賞歴： 

 ・志体術やSSMなどで出した志 
  世界の問題に苦しむ⼈に寄り添い、地球⽣命の調和に 
  貢献すること 

 ・プロフィール 
  40歳の時に「尼崎⺠族まつり」にて、レノンリー師匠と出会い、翌⽇の武藝団稽古 
  会に参加する。その後、正式に武藝団⼊団を師匠より認められる。 
    そして、TCI、洪家體術⻘蓮派、酔⼋仙之術、いづれも⽴ち上げから運営参加す  
  る。 
  現在は、武藝団稽古会⽔曜担当指導員として、武藝団稽古会の運営を⾏い、武藝団 
  本部道場「フィットネスラボ」の管理運営も担当する。 
  また、兵庫県神⼾市の武學農園で太極拳の指導をする。 

 ・武學をどのように活⽤したか 
  昨年84歳で亡くなった⺟の⾃宅介護を約4年やり切りましたが、師匠が兄上、⺟上 
  の介護をされているのを⾝近で⾒させてもらう機会が多かったので、⼤いに参考に 
  させていただきました。 
  おそらく、師匠と出会ってなければ、⺟のことは病院や施設に任せて、⾃宅で介護 
  することは考えなかったと思います。 

 ・武學に出会いどのように⼈⽣が変化したか 
  ⾃他不敗の概念、志に⽣きること、SGM、いずれも最初は理解できませんでした  
  が、武藝団やTCI等で同志と活動することを通して、少しづつ理解を深め、⾃分が 
  主体の⾯⽩い⼈⽣となりました。 

 ・今後の活動について 
  武藝団と武學農園を通じて、関⻄を盛り上げる。 
  太極拳と侍武藝をしっかりやりたい。 
  海外で武學活動。 



 禅道会代表師範 
 おざわ たかし 

 ⼩沢 隆 

 1961年⽣まれ。中学時代より空⼿を始め、1983年頃より⻘少年達に空⼿を教え始 
 める。 
 武道とは本来バーリトゥード、何でもありであるという理念から、1999年「空⼿ 
 道禅道会」を設⽴。 

 総合格闘技に本格的に取り組んだ武道団体として草分け的存在となり、⽇本全 
 国、全世界30カ国以上に⽀部を設⽴し、国際的に⽇本武道⽂化を普及。⾨下⽣ 
 7000⼈以上の団体を⼀代で築いた、総合格闘技空⼿のグランドマスター。 

 還暦を超えても毎⽇2時間の稽古を⽋かさず、 現役チャンピオンクラスも⼿球に取 
 る実⼒はまさに達⼈。格闘技漫画「⾼校鉄拳伝タフ」主⼈公の⽗・静⻁のモデル 
 でもある。 

 禅道会⾨下⽣のうち、YouTubeでも有名な朝倉未来選⼿を始め、総合格闘技の⼤ 
 会チャンピオンを続々と輩出。 

 また社会問題となっている、不登校⽣や⾮⾏少年、ひきこもり⻘年等、社会不適 
 応な⻘少年達を⾃宅に預かり、共同⽣活をしながら、武道を通じ⾃⽴更⽣に尽 
 ⼒、その教育部⾨である⾃⽴⽀援施設”ディヤーナ国際学園”を開設し、東南アジア 
 3か所に施設を有し、社会貢献活動にも邁進されている。 

 武道と⼼理カウンセリングを融合させた教育スタイルは、⼤学教授や⼼理学博⼠ 
 などアカデミックな専⾨家からも⾼い評価を受けている。 

 さらに、⾃殺者の多さにも打開の道を求め、⾃殺防⽌の必要性から⼼理学アマ 
 チュアカウンセラー育成のセミナーや講演会、執筆など多⽅⾯で活躍。 

 現在は、地元の⻑野県⾼森町と連携し、禅道会ウクライナ⽀部を通じた難⺠受け 
 ⼊れ活動を、⾃らが中⼼となり精⼒的に取り組まれている。 



 国際空⼿道連盟 空⼿道拳友会 会⻑ 
 ふじわら しんいち 

 藤原 伸⼀ 

 昨年末に第三代⽬ 空⼿道拳友会 会⻑に就任いたしました。今年は新たな武縁でメ 
 ビウス練功の伝承者と出会い、武術における⾝体操作を⽇々研究しております。 

 幼少期は少林寺拳法を学び、⼩学校⾼学年の頃に空⼿の稽古会への参加を促さ 
 れ、空⼿道拳友会に⼊会。第⼆代会⻑・氣空術主宰の畑村洋和⽒に師事しまし 
 た。 

 学⽣時代はボクシングジムにも通い、ジムの会⻑からプロの道を推薦されました 
 が、⾃分としては空⼿が根本にあったため、その道を断りました。その後、師匠 
 の畑村より、他の武術や武道の遊学をしてこいとのことで、武藝団をはじめ、⼋ 
 極拳、内家三拳、⼤東流、⼋光流、総合格闘技、システマ等、素晴らしい武友た 
 ちに結ばさせて頂き、国内にとどまらず、海外にもその縁は拡⼤しております。 

 これからも拳友会会⻑として、縁ある⼦供達を⽴派な⻘少年に育成すること、そ 
 して明るく楽しい世界を創っていくために、新たな決意で⽇々精進して参りま 
 す。今後とも宜しくお願い申し上げます。 



 ⽇本國⻄宮システマ代表 
 ごとう  かくお 

 後藤 ⾰雄 

 第5回全⽇本武術祭 国際武學賽が開催されるに当たり、お祝いの⾔葉を申し上げ 
 ます。崇⾼な理念により、社会に貢献する武術・武學を世に広め練磨すること 
 は、⼤変有意義なことであります。 
 本⼤会の開催に御尽⼒された関係者の皆様⽅に⼼からの敬意を表しますととも 
 に、本⼤会のご成功を祈念して、お祝いの⾔葉とさせて頂きます。 

 真正会 尼崎⽀部 
 まつい あつし 

 松井 厚 

 第5回全⽇本武術祭 国際武學賽の開催おめでとうございます。そして全⽇本武術 
 祭 国際武學賽にお招き頂き誠にありがとうございます。 

 武道に携る者としてとても光栄な事と喜んでおります。これからの更なるご活躍 
 をお祈り致します。押忍。 



 SCWP 代表 
 しながわ ひとし 

 品川 仁志 

 『第5回全⽇本武術祭及び国際武學⼤賽』が開催されますこと、⼼よりお祝い申し 
 上げます。 

 武術は⼈類が⾃⾝の可能性の探求をするための最⾼のツールだと確信しておりま 
 す。⾃分に気付き、そしてその先の⾃然・宇宙の真理に気付いていきます。 これ 
 からも益々、可能性の探求の輪が拡がるよう邁進して参ります。 

 本⼤会のご盛会と関係各位の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 



 ゲスト演者プロフィール 
 アンディ・ウー 

 WRESTLING ARTIST TEAM 株式会社 所属  172cm  83kg 

 獲得タイトル：  W-1クルーザー級王座 / UWA世界6⼈タッグ王座 
 得意技：  ⾶鴻、旋⾵脚、スパニッシュフライ 
 3歳の時にプロレスから希望を与えてもらい、次は⾃分がプロレスで世界中の⼦ども達 
 に希望を与えるため世界中で活躍中！！世界で唯⼀の武術とプロレスの融合によるス 
 ピーディで多彩な空中殺法が得意！！ 

 JET☆MASA 
 おおの まさかず 

 ⼤野 正和 

 17歳の時、レノンリー先⽣に出会い武藝団に⼊団。以後、練習に明け暮れる。様々な 
 武術・武道を学び、上海・台湾で修⾏をする。 

 2006年 のじぎく兵庫国体対練の部優勝 
 2008年 舞台「三国志演義伝」アクション出演 
 2009年 ⾹港国際⼤会で通背拳で⾦メダル 
 2012年 第5回世界伝統武術フェスティバル対練の部で銅メダル獲得 



 パクウォン 

 コリアンパーカッショニスト／韓国伝統芸能打楽器・ 
 サムルノリ奏者。神⼾市⽣まれの在⽇コリアン3世。 
 学⽣時より韓国伝統打楽器チャング（杖⿎）・ 
 サムルノリに携わり、阪神淡路⼤震災をきっかけに 
 演奏活動を開始。⽇本各地、海外で公演を重ねている。 

 2006年、⺟国韓国と⽇本の⽂化の架け橋になるべく 
 両国の芸能を遊合（融合）した芸能グループ“親舊達 
 チングドゥル”を結成。2011年、東⽇本⼤震災で被害の 
 あった福島、宮城、岩⼿での震災⽀援活動を当初より 
 現在も続けており、慰問公演を毎年続けている。 
 2013年から地元である神⼾・新⻑⽥のまちを 
 活性化させるべくイベント“遊合祭”を開催。 
 2010年、神⼾⻑⽥⽂化賞受賞。2015年、神⼾・ 
 新⻑⽥にスタジオ・⻑⽥教坊（ながたきょばん）設⽴。 

 趙恵美(ちょう へみ) 

 在⽇コリアン4世。9歳から舞踊を始め、⽇本・韓国 
 で様々な公演に出演。舞台創作や、演出・学校での 
 ⺠族⾳楽講師も務める。 
 プロの舞台⼈としてのメンテナンス、コンディション 
 の整え⽅に加え、結婚し⼦育てをすることで更に 
 ココロとカラダの整え⽅や解き⽅を⼤切にするライフ 
 ワークを送る。 

 ２０２０年 
 〜ココロとカラダをととのえる〜Salon Konganを 
 オープンする。 



 全⽇本武術祭実⾏委員会 

 総合指揮  李隆吉（レノンリー） 
 実⾏委員⻑  中川翔太       

 実⾏委員 
 ⽥中美晴⼦ / 加納達也 / 平野薫 / 中川宣夫 / 堀智哉 / 

 東海林美穂 / 阪野智治 / 硤合真⼤ / ⼭⽥知⼦ / 
 筑後ひとみ / 有⽥美穂 / 加藤⼤貴 / ⻑澤健史 / 北野りか / 

 福納拓也 / 安⻄律⼦ 

    

 審判団 

 李隆吉（レノンリー） / ⼩沢隆  / 松井厚 
 品川仁志 /  藤原伸⼀ 

 協賛者 

 渡邊明雄 / 横川裕之 / 服部宇星 
 向⼭加代⼦ / 清⽔ひろ美 / 峯尾真佐美 / 
 禮和会 / 川名美樹 / ⽔野聡 / 鈴⽊年弘 / 
 中野博 / 平野薫 / 阪野智治 / 川邊恵瑚 / 

 筑後ひとみ / 有⽥美穂 /  なかがわ⾝体調整館  / 
 丹葉⼒久 / 漆﨑優⼦ 



 https://www.youtube.com/channel/UC-6DVb3QQK2_2oso0RqgNWA 

https://www.youtube.com/channel/UC-6DVb3QQK2_2oso0RqgNWA








 「⾃分の⾝体は⾃分で守る」 

 「病に負けない⼼と体作りをする⾃律整体を世の中に広げることで、 
 より明るい未来を創造する」 

 整律院  とは 

 38億年の叡智が宿る⾝体のDNAにアクセスして 

 今の⾃分の問題点を解決する⽅法を100%⾒つける 

https://seiritwin.com/




 武学関連の講座紹介 

 国際徳育協会  （TCI） 

 国際徳育協会（TCI）とは 
 より⾯⽩い、より良い、より豊かな世界づくり、 

 指導者づくり、ひとづくりに貢献する 

 養成と認定の国際ネットワーク機関です。 

 事業内容 
 1） 志体術における検定および認定 

 2） 武術経営コンサルタントの養成および認定 

 3） 徳育武学スクール（医術・兵術・体術）の開催 

 4)  イベント・セミナーの開催 

 国際徳育協会  Facebook公式ページ 

   

 事務局 tci@tci.or.jp 



 武学体術講座の最⾼峰 

 五⾏錬功(禮、禪、型、錬、劔)により極限までゼロ化(ニュートラル)し達⼈化する。 

 武術を通して武学を活学し、世界をより⾯⽩くするリーダーを育成する。 

 動いている相⼿と結びを起こす。 

 対⼈で⾃分のエネルギーがどうなっているか、概念ではな 

 く実験と体験から学ぶ。 

 思考の問題、感情の問題、⾝体の電気信号を体術を通し理 

 解し、⾒えないものと⾒えるものを統合していく。 

 天⼈統合を⾃分の⾁体を通し体現するための稽古を通し、 

 ⼋仙⼈の技をすべて学んで９番⽬の仙⼈となる。 

 酔⼋仙之術HP:  

 http://lifeup.link/hassen    

http://lifeup.link/hassen?fbclid=IwAR0W-OIa0zdJWPK18_dgv9-LxinAZmC1MdlZqtL9N4B2cLAXMkSr7pBMTTI


 無料で武学オンライン講座を体験できます 

 合同会社 共育 代表 
 まつもと やすひろ 

 松本 康裕 

 ・志：   ひとりひとりの魂に無限の靈を灯すこと 
 ・職業：   合同会社共育代表社員 
 ・武学活⽤術：  「武学オンライン講座」を運営する合同会社共育の経営で実践 
 ・運営HP：   レノンリー公式サイト  https://rennonlee.com/ 

https://rennonlee.com/


 武学農育⾷育部 

 ここでは「農育」「⾷育」「共同体⽣活」「パーマカルチャー」な 
 どのテーマに興味ある⼈が、地球⼈類のために実践・普及活動をし 
 ていく部活動グループです。 

 【⽬的】武学を軸に、⾃然と調和した循環型のライフスタイルを確 
 ⽴し、農育・⾷育と共に世界に広めることで、弥勒の世を創造す 
 る。 



 全国の稽古会紹介 



 【流⼭ピタゴラ⼋仙 稽古会】 

 場所：千葉県流⼭市（北部公⺠館＠江⼾川台 - 東武アーバンパークライン） 
 ⽇時：毎週⽔曜⽇17:00〜21:00 

 流⼭ピタゴラ⼋仙稽古会は、酔⼋仙スタッフの⽟置亮達を中⼼に、酔拳の稽古 
 をしたり、波動太極拳の稽古を中⼼に⾏ってます。 

 参加者の得たい成果を軸に稽古内容をコーディネートさせてもらうので、功夫 
 レベルに応じた内容になります。 

 千葉県だけでなく埼⽟や茨城から参加してくださる⽅もいたり、男性、⼥性問 
 わず和氣あいあい楽しく稽古してます！ 

 特に、ゼロ化の深化やスピリチュアルを物理的に体感したい⽅、細かいエネル 
 ギーコントロールや⾻格の使い⽅や筋⾁の使い⽅、緩め⽅、波動の起こし⽅を 
 習得したい⽅お待ちしてます。 



 【⻲流稽古会】 

 場所：⻲有・流⼭ 
 ⽇時：毎⽉１回⼟曜⽇ 

 基礎的な七要チェック・禮法を使ったワーク、禪法、型法、錬法まで参 
 加者の得たい成果を元にコーディネートしています。 



 【禮和会】 

 場所：代々⽊、阿佐ヶ⾕ 

 ⽇時：毎週⽔曜⽇、第⼀・第三⽊曜⽇ 

 禮和会は、現在28名の仲間と毎週稽古をしていて、 

 数年間毎週取り組んでいる経験者から最近始めた⽅まで、年齢層も幅広く、毎回楽しく稽古を 

 しています。 

 稽古内容は、酔⼋仙や洪家體術⻘蓮派や波動太極拳などリー先⽣から伝承していただいた稽古 

 の中から、０化に特化して、どんな状態でも０化をキープし、より深めていく、崩れてもすぐ 

 リカバリーできるような稽古や、０化のエネルギーを相⼿に通したり、相⼿から受けるエネル 

 ギーを、無⼒化したり相⼿に返したりという稽古をしています。 

 稽古をしていくことで、思考を外し、繊細なエネルギーを感じられる感性を開いていき、⾝体 

 の不要な緊張などを認識して解除していくことで、⼼⾝をより⾃由にしていきます。 

 ⼀⾒達⼈のように⾒える、ムスビを起こして相⼿をコントロールするような現象も、できて当 

 たり前の環境と、どうすればお互いにより⾼め合っていけるかという観点で稽古をしているの 

 で、初⼼⽅の⽅でもすぐに体得・上達していける、とても良い教学共育の場ができています。 

 継続的に稽古して武学を体得していきたい⽅、興味がある⽅、体験参加いつでも歓迎してま 

 す！ 

























 【武学ペンプク❤⼩倉稽古会】 

 100%主体的に⽣きる為に 
 ＂今＂をより⼤切に⽣きる為に 

 ⼀度きりの⼈⽣をより⾯⽩く過ごす為に 

 武学必須の対⼈稽古で毎⽇実践できる⾃律した素晴らしい習慣を⾝につけま 
 しょう 

 場所：北九州市⼩倉北区寿⼭市⺠センター 
 ⽇時：毎週⽊曜⽇ 18:15〜21:00 

 ＂ペンプク＂の意味は稽古に参加の際、お尋ねください(^^) 



 【武学@広島】稽古会 

 「禮法」「  禪  法」「型法」などの「対⼈稽古」を中⼼とした稽古会で 
 す。 

 ⽇本古来の所作を体験したい。⾝体と精神のメンテナンスを ⾏いた 
 い。志(⽬的)を成就できる状態になりたい。参加者の⽅それぞれの⽬標 
 を持って、 各⾃のペースで 楽しく取り組んでいます。 

 稽古⽇は主に「⽊曜、⼟曜、⽇曜(13:00~18:00)」で、会場は「広島駅 
 周辺」になります。 

                      
 連絡先:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009466906708 

https://www.facebook.com/profile.php?id


 【姫路⽩鷺稽古会】 

 主に広い柔道場で体術メインの稽古会を不定期で開催しています。 

 参加資格は天⼈7⽇間チャレンジ終了or正体禮法7⽇間チャレンジ終了者で 
 す。 

 多才？な関⻄酔ハ仙⼥⼦や関⻄波動団のメンバーにテソンくんにも参戦し 
 てもらってます。 

 7つの秘伝から酔ハ仙基礎ワーク、波動太極拳、棍術など体術稽古を通して 
 ⽇常でより活学出来るようになり、より⾯⽩い世の中を創造することを⽬ 
 指して楽しく稽古しています。 

 🌸春には世界遺産姫路城でお花⾒稽古もあるかも〜🌸🌸  



 【禪の⾥♡福井 ミラクル稽古会】 

 場所：福井県福井市 カノープス☆ 

 ①⾝体と⼼ゆるゆる〜練習会 
 ⽇時：⽉1〜2回 ⼟曜⽇ 9:00〜12:00 

 ②命輝かせる⾝体づくりレッスン会 
 随時開催 
 志をライフキャリアシートで出し、基本の禮法でゼロ化、禊ぎ 
 志成就への⾏動⽬標を出しながら、⽇々の⽣活に落とし込んで活⽤して 
 いくことをメインにしています。 

 ③2022年は4⽉にトミーさん・7⽉に安⻄先⽣・9⽉に翔太さんをお迎え 
 してのミラクルお稽古会も開催しました♪ 

 ぜひ⼀緒に楽しみましょう！ 
 ⾃分の⼈⽣をより⾯⽩く創って⾏きましょう💕  





 【⼤阪胡蝶庵★稽古会】 

 ◆場所 
  ⼤阪守⼝市で⽉1回開催してます（不定期） 

 ◆参加資格 
  禮法に興味のある⽅、習慣化されている⽅ならどなたでも！ 

 ◆稽古内容 
  参加者の得たい成果になるべく沿うように組み⽴てていってます。 

  ex ・三要チェック ・ハイダコウ ・禪法（タントウコウチェック等） 
    ・接触回避 ・ゼロ化ワーク など 

 ◆参加費  500円 

 ◆参加⽅法 
  ⽇程決定後、稽古会のイベントページを⽴ち上げて 
 いますので、内容をご確認の上、そちらに参加ポチし 
 てください。 

 ★☆★ 

 ⼤阪胡蝶庵★稽古会では、対⼈だからこそ出来るチェックや稽古を中⼼に、 
 参加者の皆さまとゼロセンスを磨いたり、胆⼒をつけたりしていきます。 
 ⼀緒に楽しく教学共育していける場を創造していきましょう♡ 
 禮法に興味のある⽅でしたら、初めての⽅も、経験者の⽅も、⼤歓迎です。 
 みなさまのご参加お待ちしています♡ 

 主催者 東野有希(ひがにゃん) 川中さち恵(ほのりん) 



 ⽬的 : 洪家體術を通して地球上の全⽣命に貢献する⼈材を育成する 

 〈今後のスケジュール予定〉 

 2023.1.7  洪家毉術ワークショップ 

 2023.1.8  洪家體術⻘蓮派直伝稽古 

 2023.2.4  洪家毉術ワークショップ 

 2023.2.5  洪家體術⻘蓮派直伝稽古 

 2023.3.4   洪家毉術ワークショップ 

 2023.3.5  洪家體術⻘蓮派直伝稽古 

 2023.4.1  洪家毉術ワークショップ 

 2023.4.2  洪家體術⻘蓮派直伝稽古 

 2023.5.6  洪家毉術ワークショップ   

 2023.5.7  洪家體術⻘蓮派直伝稽古 

 2023.6.3  洪家毉術ワークショップ 

 2023.6.4  洪家體術⻘蓮派直伝稽古 

 2023.7.1  洪家毉術ワークショップ 

 2023.7.2  洪家體術⻘蓮派直伝稽古 

 HP：  https://japan-creationsociety.com/ 

     最新情報は公式HPをご覧ください 

https://japan-creationsociety.com/



