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再現性 100%！ 誰でもたった 5秒で心身を整え、 

自他と調和する極意を体得しませんか？  

～武学体術【酔八仙之術】体験会にて、あなたの可能性を 2時間で引き出します～ 

 

 

「もっと世の中に貢献するために、仲間を増やして行きたいです」 

 

「職場や家庭、仲間との人間関係を、もっと円滑にしたいです」 

 

「自分を成長させようと奮闘しているけど、何が自分に合うのか分からないです・・」 

 

「物騒な世の中だけど、自分の身は自分で護り、愛する恋人や家族も護りたい！」 

 

もし、あなたが一つでもこう感じておられるのでしたら、この体験会は必ずあなたの 

お役に立てます。 

 

 

『あなたは、この様なことで悩んでいませんか？』 

・自分の活動や仲間の和を広げ、深めたいけど、壁を感じています。 

 

・職場や家庭、プライベートな仲間での人間関係がギクシャクしてしまう。 

 

・人と仲良く穏やかに過ごしたいけど、怒りや恐怖を感じてストレスを溜めてしまう。 

 

・自己投資する際に自分に合う、合わないを区別できず資源を浪費してしまう。 

 

・深く考えすぎて足が止まってしまい、行動に移せません。 

 

・臨機応変に振舞いたいけど、身体や思考が固くなりガチで、柔軟に対応できません。 

 

・最低でも自分の身は自分で護りたいが、体格や年齢が気になり運動も苦手です。 
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実は、これらの悩みを一気に解決できる手段として、【武術】が非常に効果的なのです。 

 

この体験会では、今まで誰も知らなかった真実の【武術】を体感し、あなたの悩みを解決する奥義

を持ち帰って頂きます。 

 

 

『この体験会であなたが得られる 7つのメリット』 

① 初対面など壁を感じ易い場面でも、簡単な動作で緊張を消し、良好な関係を築けます。 

 

② ギクシャクしている人とも調和する心身の状態を作り出すことで、人間関係が円滑になります。 

 

③ ストレスや恐怖心などの悪影響を受けない秘伝の姿勢を身につけることが出来ます。 

 

④ 自分に合う・合わないの違いが身体で分かるようになり、時間などの資源を有効に使えます。 

 

⑤ 難しく考えることなく、あなたの身体が先に行動を取ってくれる様になります。 

 

⑥ 固い身体や思考を柔らかくする秘伝の稽古法を、家族や仲間と実践できるようになります。 

 

⑦ 自分や家族、地域の人を護る極意と、それに至る具体的なプロセスを体感できます。 

 

 誰もが持っている身体を使う【体術】だからこそ、言語や価値観のワクを飛び越え、 

あなたの身体を通してこれらのメリットを実感頂けます。 

 

 

『気になる体験会の内容は？』 

・心身をアッという間に整える秘伝、【サムライ礼法】とは？ 

 

・あの世界的スターであるジャッキーチェンも使っていた【手の形】に隠された驚きの秘密とは？ 

 

・実は間違いだらけ、【格闘技・武道・武術】の決定的な違いとは？ 

 

・危険を回避し、【人と調和する身体】を作る極意とは？ 
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講座での【サムライ礼法】稽古風景 

 

 

また、体験会後は講師陣を交えた懇親会を開催致します。 

 

体験会で気になった内容や酔八仙之術本講座に対する質問や相談はモチロンですが、 

体験会では話せないオフレコのぶっちゃけトークも飛び出します。 

 

どうぞ、奮ってご参加下さい！！ 

 

 

『酔八仙之術講座を受講した方々の声』 

「家庭生活で実践することで夫婦関係が円滑になり家庭がパワースポットになりました！ 

 対人関係でギクシャクすることは減りましたし、何より人のせいにすることがなくなったので 

非常にニュートラルな人間関係を構築できています。」 

（30代、男性、経営者、Ｒ.T さん） 

 

 

「心や考え方が前向きになり、人に優しくなりました！ 

 継続力も上がり、稽古を続けながら仕事や日常生活に習ったことを応用しています。」 

（50代、男性、治療家、中村信行さん） 

 

 

「イライラしなくなり、人とぶつことも、内心の不満を抑えることもなくなってきました。 

 年齢に関係なく武術的な稽古ができて、人間やこの世のしくみを知れておもしろい！」 

（40代、男性、治療家、丹葉力久さん） 
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「エネルギーに敏感になり、身体の反応を体感覚として知覚できる様になりました。 

また、深く考えすぎるのが悩みだったのですが、それよりも身体の声を聴きだしてそちらに従って 

生きられるようになったため、無駄な時間を費やすことが減りました。」 

（30代、男性） 

 

 

「 【生きにくい事をしていたのは、自分自身の在り方が全てそうさせている】とわかってから、 

対人関係もスムーズになってきました。 

一瞬で人間の極致にたどり着ける叡智が満載の、素晴らしい講座だと思います！」 

（40代、男性、治療家、松本哲明さん） 

 

 

「身体のこわばりを元に戻したり、感情のコントロールができる様になったことで、 

自分の穏やかさがまわりに伝播しているように思います。 

確実に今まで以上の素晴らしい仲間が全国に出来ました！」 

（50代、女性、H.M さん） 

 

 

「人の感情や考えを否定せず、感化もされづらくなるので、 

自分の考えと相対して観れるようになりました。 

稽古の事が暮らしに起きている事に気付き、稽古するほど宇宙と仲間が１つになる！」 

（30代、男性） 

 

 

「正しい姿勢を意識し、身体を緩めることで心に余裕ができ、思考も冷静になり、 

健康になれると実感しています。 

忙しい状況に陥っても、姿勢と呼吸法でリカバリーでき、打たれ強くなりました！」 

（50代、男性、経営者、金井利郎さん） 

 

 

「感情の変化が緩やかになり、自分の本当に望むこと、行動、状態が認識できています。 

2時間ほどが最長だった集中（没頭）状態も、最大 6時間ほどまで伸びました。 

生きる目的に沿った行動だとエネルギーが枯渇せずに溢れ出てくる感覚があります！」 

（30代、男性、【志 WEB集客】、玉置亮達さん） 
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『講師紹介』 

体験会の講師は酔八仙之術基礎指導員チームである「源酔師（げんすいし）」の 

メンバーが担当します。 

職業・年齢・地域もバラバラですが、メンバーで何度も会議と議論を交わし、同じ目的・目標を 

共有し、日々稽古に励むメンバーがあなたを直接指導します。 

 

●目的および目標 

目的：【武学体術を世に広め、世界をよりおもしろくすることに貢献する】 

目標：【酔八仙之術体験会を開催することで、次世代メンバーを 10人以上発掘することで、 

各地の稽古会を盛上げ、武学を広めることで世の中に貢献する】 

 

●メンバー紹介 

＜坂口慎＞ 

 
・志：【すべての人々を闇から解放し、自分に価値を持って互いに創造し合える世界を創ること】 

・受講内容：第三期～第五期基礎、第四期および第五期指導員（指導員免許 取得済み） 

・メッセージ 

 「こんにちは！ 源酔師・酔八仙指導員の坂口慎と申します。 

この度は酔八仙之術に興味を持っていただき、ありがとうございます。 

私も以前は自分に価値を持てずにいましたが、 

武学・酔八仙之術のおかげで自らの価値に気づき、人生がよりよいものとなりました。 

酔八仙之術で、自分の価値を高め、一緒に世の中をよりおもしろくしていきませんか？」 
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＜加藤尭＞ 

 

・志：【武学体術を通して、人々の内に眠る志のエネルギーを引き出していき、 

                                  世の中をもっと面白可笑しく平和にしていくこと】 

・受講内容：第四期と第五期基礎・直伝・指導員（指導員免許 取得済み） 

・メッセージ： 

 「始めまして、埼玉県在住の加藤尭（たかし）と申します。 

 学生の頃は【コミュ障・運動音痴・頭でっかち】と三拍子揃った問題児でしたが、 

 武学体術に出会って劇的に人生が進化し、武術の指導員にまでなりました。 

 是非とも酔八仙之術を活用し、人生を変えるキッカケにしてみて下さい！！」 

 

＜伊比明夫＞ 

 

・志：【いじめや差別、争いごとをなくし、お互いが助け合える自他不敗の世の中を創造すること】 

・受講内容：第四期および第五期基礎、第五期指導員（指導員免許取得に向けて武者修行中） 

・メッセージ： 

「みなさん、こんにちは！  茨城県取手市在住の伊比明夫と申します。  

私たち酔ハ仙のメンバーと、より面白い世の中を一緒に創造してくださる方々を募集しています。 

一緒に汗を流し、笑い、美味しいお酒を飲みましょう！」 
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＜稲元義光＞ 

 

・志：【すべての人たちが自分らしく笑い、より面白い世界を共に創造していくこと】 

・受講内容：第二期～第五期基礎、第四期および第五期指導員(指導員免許 取得済み) 

・メッセージ： 

「こんにちは！ 兵庫県神戸市在住の稲元義光と申します。 

【へんじがない ただのしかばねのようだ】  かつては寝たきりうつ廃人でした（ちーん）！ 

思考に偏りすぎて【身体】の声を聞けなかった IT戦士も、今では元気に世界を飛び回れるほど 

すっかり元気です。 身体を通して楽しく平和な世界を創造できるのが酔八仙。 

あたなも一緒に【自他不敗】のより面白い世界を創造していきましょう。」 

 

＜的埜宏美＞ 

 

・志：【人々が宇宙、大自然と調和し武学体術を通して自分のニュートラル、穏やかさを伝播させ 

今以上の平和と調和に満ちた世界を創造すること。】 

・受講内容：第三期～第五期基礎、第四期および第五期指導員(指導員免許 取得済み) 

・メッセージ： 

「こんにちは、兵庫県姫路市在住、酔八仙指導員の的埜です。 

私は酔八仙(武学体術)に出会い目に見えないエネルギーを少しずつ感じれるようになりました。

【禮に始まり禮に終わる。感謝に勝る才能はなし】 

禮によって見えないエネルギーをコントロールできる事。 自他不敗とはどういう事なのか？ 

講座では全て体で落とし込んでいくので実に面白い！聞いてるだけでは頭でっかちになるばかり。 

先ずは体感してみてください！ 体験会でお待ちしてます。」 
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『最後に』 

もしかしたら、あなたは【武学】や【酔八仙之術】という言葉を初めて見るかもしれません。 

 

 【武学】は【兵術(集団コントロール)】・【体術(複数人コントロール)】・【医術(個人コントロール)】 

の三術により構成されており、兵術があの有名な【孫子の兵法】です。 

 

これらは 2,500年前に中国の孫武が中高の祖として纏めあげ、一子相伝で極秘に 

継承されてきたものであるため、そもそも【武学】という概念が公開されていませんでした。 

 

その正統継承者が、私達の師匠であり、酔八仙之術講座で講師をされている 

【レノンリー】先生です。 

 

時代の求めに応じて武学の公開に踏み切られ、全国の講座で伝授されています。 

 

 

そんなレノンリー先生の講座の中でも、武学の体術分野である【武術】の最高技法 

としてレノンリー先生が纏め上げたものが、今回ご案内している【酔八仙之術】です。 

 

 

 【武】という単語から兵器や戦争といったイメージを持たれるかも知れませんが、 

その本質は【争いを止め、自分も負けないし、相手も負けさせない】という【自他不敗】の精神 

に集約されます。 

 

その証拠に、【孫子の兵法】では「百戦百勝は善の善なるものに非ず」と記載されてますし・・・ 

 

そもそも、【孫子の兵法】では冒頭に「兵＝軍事や戦争は国家の一大事であり、 

人民を疲弊させるので避けなければならない」という前置きをした上で、 

 

「もし戦争をすることになってしまったら、 

五事（道・天・地・将・法）を以って考えなさい」と述べた後に、様々な軍略を残しています。 

 

 つまり、軍法書ではありますが、その本質は【如何に戦わないか？＝自他不敗】にあるのです。 

 

 酔八仙之術においては、【自他不敗】を理論で終わらせず、実際に自分の身体を以って体現する

ために、全国から同志が集い、武術の稽古に励んでいます。 



9/12 

 【酔八仙之術】は武術講座ではありますが、受講生は武道や格闘技と無縁だった人が殆どです。 

 

それでも、老若男女問わず和気藹々と稽古する環境が関東と関西を中心に整ってきており、 

成長速度は加速度的に高まっています。 

 

 

 私自身は第四期から参加と遅い部類で、始めたばかりの頃は追いつくことで手一杯でしたが、

「誰でも出来るよ！」という雰囲気の中で稽古させて貰うことで、メキメキ成長させて頂きました。 

 

 私が武術を習い始めて僅か一年ですが、自身にこんな変化が着実に起こっています。 

 

・内臓の調子が悪くても、稽古に出れば互いに回復を促進し合うので、稽古後の方が元気になる。 

・人の欠点に焦点が行って感情が乱れやすかったが、乱れても直ぐに穏やかになれる。 

・満員電車でイライラしていたが、そこでも稽古出来ることを見出し、満員電車が楽しくなった。 

・猫背で姿勢が悪かったが、悪影響を受けない姿勢が習慣化し、「姿勢が綺麗」と褒められた。 

・人見知りだったが、武術を通して人と距離を詰めるのが上手くなり、同志が数倍に増えた。 

・自分に合わない場所に行くと身体が勝手に避けてくれるようになり、悪影響を受けにくくなった。 

 

・・・・・・・・他にも、細かい例を挙げ始めればキリがないほどです。 

 

自分が受講前に予想していなかったほどの変化であり、それは【恵まれた稽古仲間&環境】と、 

レノンリー先生がまとめ上げた【酔八仙之術における秘伝の稽古システム】のお陰だと確信します。 

 

【酔八仙之術】の和を全国各地に広め、 

自他不敗を体現する人々が増えていけば・・・・・・ 

 

より良く、そして面白い世界を創造できると我々は確信しています。 

 

 

 ・・・しかし、酔八仙之術はこれまで【気軽に参加できる機会が非常に限れていた】 

という問題点を抱えていました。 

 

 そこで、指導員チームにて、 

【この素晴らしい秘伝をより多くの方に体感して頂き、日常生活で活用して頂けないか】 

と会議を重ね、体験会を開催することとなりました。 
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 【体験】という言葉の通り、この体験会は「いい話を聞いて、それで満足した！」という 

モッタイナイ状態になることなく、あなたの身体を通じて必ず【実感】できるものです。 

 

 体験に留まらず、日常生活や仕事のあらゆるシーンで【活用】できるよう、 

【シンプルかつ即効性のある秘伝のテクニック】を、本講座の極一部ですが、特別に伝授します。 

 

【再現性 100%！誰でもたった 5秒で心身を整え、自他と調和する極意】 

 

これが一切の誇張ではないことを、ぜひ体感してみてください。 

 

あなたのご参加を心よりお待ちしております。 

 

 

酔八仙之術 基礎指導員チーム【源酔師】 加藤より 

 

 

『開催ご案内事項』 

【日時】 

・第一回：2月 25日（月） 19時～21時 

 

・第二回：3月 12日（火） 14時～16時 

  

・第三回：3月 22日（金） 19時～21時 

 

・第四回：3月 31日（日） 15時～17時 

 

・第五回：4月 6日（土）  15時～17時 

 

・第六回：4月 11日（木） 14時～16時 

 

・第七回：4月 14日（日） 15時～17時 

 

※各回終了後に、懇親会を予定しております。 

※複数回参加も可能です。 
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【場所】 

・第一回：東京都中央区区民館 

 

・第二回：兵庫県神戸市会議室 

 

・第三回：東京都中央区区民館 

 

・第四回：東京都中央区区民館 

 

・第五回：東京都中央区区民館 

 

・第六回：兵庫県神戸市会議室 

 

・第七回：富山県富山市集会施設 

※開催場所の詳細やアクセスは、お申し込み頂いた方に順次ご連絡致します。 

 

【定員】 

各回、先着 20名様限定 （お早めにお申し込みくださいね） 

 

【料金】 

■体験会 

一回あたり 3,690円 

 

■懇親会 

総額の人数均等割り（講師陣も人数に含めます。4,000円前後の予定） 

 

■体験会料金振込先 

銀行名：ゆうちょ銀行 

金融機関コード：9900 

店名：七四八店（ナナヨンハチ店） ※店番も 748 

口座：3508761（普通） 

名義：加藤尭 

金額：3,690円 

 

※お振込みは体験会へお申し込み後、1週間以内にお願います。 

※振り込み手数料は、お手数ですがご自身でご負担願います。 
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■キャンセルポリシー 

 ・体験会開催日より 7日前までのキャンセル：全額返金 

 ・体験会開催日より 6～3日前までのキャンセル：50%(1,845円)返金 

 ・体験会開催日より 2日前以降のキャンセル、もしくは連絡無しの欠席：0%返金 

 

 

【体験会 出張開催のご提案】 

 

 我々は【各地の稽古会を盛り上げる】ことを目標としておりますが・・・ 

スケジュールの都合にて東京と兵庫、富山地域のみのご案内となり、誠に申し訳ありません。 

 

そこで、「体験会に参加できないけど、是非とも地域の仲間達と体験してみたい！」、 

そうお思いのあなたへ、【体験会の出張開催】をご提案させて頂きたいと思います。 

 

下記要件を満たせる方は、是非とも我々までお問い合わせ下さい。 

① あなたを含め、4名以上の方をご自身で集めて頂けること。 

② 出欠確認など、体験会の運営にご協力頂けること。 

③ 体験会の開催場所をご自身で確保できること。（参加人数×3m3以上の広さが目安） 

④ 講師陣の交通費と宿泊費を参加者全員でご負担頂けること。(費用は最小限に収めます) 

 

※なお、要件を満たせるあなたは、特典として体験会費用 3,690円が 0円になります！！ 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

【お申込みはこちらから】 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

お問い合わせは下記メールアドレス宛にお願い致します。  

酔八仙之術 関東指導員チーム「源酔師」：suihagensuishi369@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1EcMVuAHOtKG28nIZMDDd7eldB_ewYFUmY84B2_9WdBk/edit

