
      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳田：皆さんこんにちは。プロデューサー兼ナビゲーターの本田圭佑です。 

 

吉村：皆さんこんにちは。アシスタントの吉村かおりです。 

 

柳田：そろそろ突っ込んでもらっていいですかね。 

 

吉村：全部流しちゃって。福山が一番面白かったですね。 

 

柳田：そうなんですよね。意表をついて福山さん、大体ウケるんですよね。松崎しげる

です。 

 

吉村：松崎、最近。 

 

柳田：そうですね。すいません、柳田厚志です。ということで、今日はご覧の通り、ア

ンバサダーも復活して。 

 

吉村：帰ってきました、アンバサダー。 

 

柳田：来ております。 

 

石崎：大きな取材から戻ってきました。 

 

柳田：石崎さん、よろしくお願いします。 



    

 

 

石崎：お願いします。石崎です。 

 

柳田：そして我らが長谷さんです。よろしくお願いします。 

 

長谷：よろしくお願いします。 

 

吉村：よろしくお願いします。 

 

柳田：もういよいよね、セッション 4 ということで、1、2、3 回と、大反響ですね。 

 

吉村：凄い濃い内容でお届け出来てきたと思います。 

 

柳田： まずは HQ の「健康師」養成プログラムの本講座の詳細ということで、たっぷ

りとお届けしたいと思います。 

 

で、これ本当に、既に WEB 上からも凄くたくさんの声いただいておりまして、当然な

んですが、何度もお伝えしてるこの体験セミナーの方ですね。これもうちょっと今の段

階では何とも言えないんですけれども、たくさんの方もう来ていただいておりますね。 

 

吉村：ありがとうございます。体験プレセミナー「健康師」養成プログラム説明会も、

残す日程があと 1 日となりました。7 月 27 日、土曜日、11 時から 14 時の回。お席が

あれば、ぜひ。 

 

柳田：そうですね。 

 

吉村：お席が許す限り、皆さんに来ていただきたいなと思います。参加費 3000 円でお

待ちしております。 

 

柳田： では早速行ってみましょうか。 

 

吉村：第 4 話 the HQ『健康師』養成プログラム、全貌を公開いたします。 

 

柳田：ということで全貌の前にですね。 

 

吉村：そうですね。 

 



    

 

柳田：密かに大人気になってる長谷語録パート 4。こちらです。 

 

吉村：長谷語録。「せっかく私のところに来てくださったのだから、二度と再発しない

ように治療したい」。 

 

長谷：解釈によってはちょっと、いろいろ取り方あるとは思うんですけど。再発しても

別にいいとは思うんですよね。 

 

例えばがんにすると、出来る原因があるわけですよね。だからがんが必要な身体ってい

う状態なので、それを根本的にやっぱり変えるっていうのは、必要になってくると思い

ますので。 

 

だから健康師のプログラムでも、そういったいわゆる考え方ですよね。がんが悪いって

わけ、凄い悪いイメージあるんですけど、実際に欧米とかだと別にそんなに悪いイメー

ジないし、日本人だけなんですよね。イコール死みたいな感じで考えてるのは。 

 

あとプラスαで、その原因になってる部分があると思うんですよね。その原因を治療家

の方は治療する。健康師の方はその原因となってる部分を、ちゃんとに判断して、しか

るべき治療院なり病院なり、そういった判断が出来るような能力を、まず身に付けてい

ただきたいですよね。 

 

柳田：ということで。長谷語録。まだまだどんどん新しいのが生まれてくると思います

けれども。 

 

吉村：更新されそうですね、今日も。 

 

柳田：ということで、前回のセッション 3 の最後でも、健康師についてお届けしたんで

すが。これ大事なことなので、もう一度確認していきたいと思います。 

 

まず健康師とは何かということですね。 

 

吉村：健康師とは何か。「健康に対する正しい考え方（価値観）とHQ（Health Intelligence 

Quotient 健康知能指数）を持ち、自分と周りの人をケアし、健康にし、幸せにする手

技を持つ人」。 

 

柳田：そして HQ とは何かということなんですけれども。 

 



    

 

吉村：これからの現代人に必須の知識とスキル「HQ」とは、知性（IQ）と心（EQ）

の知能指数に続く、人生 100 年時代を健康、そして幸せに生きるための必須の知識と

スキルを呼びます。 

 

柳田：石崎さん、ビジネスをされてる方にとっても、これからの時代やっぱり健康。 

 

石崎：そうですね。筋肉を鍛えるのは意外に皆さんやってるんです。女性だとヨガとか

やってると思うんですけど、その根本的な根源的な知識だったりとか、その辺に関して

はまだ皆さん結構何もやられてないので、そこをこれからはやっていった方がいいんじ

ゃないかなというふうにね、思うんですね。 

 

柳田： それを先取りして「HQ」という形で。我々も何度も言ってるんでもう違和感な

くなってきましたけれども。 

 

吉村：「HQ」っていうこの単語っていうか響きが。 

 

柳田：そうですね「Q」も言えるようになりましたし。 

 

吉村：上手に言えるようになりました。 

 

柳田：これをね、ぜひ身に付けていただきたいと思います。 

 

そして、この健康師プロジェクトのビジョンなんですけれども、これをもう一度やっぱ

大事なので、見ていきましょう。 

 

吉村：ビジョンです。 

 

人生 100 年時代を迎える中、社会全体の「健康」に対する認識を変え、セルフケアを

通じて自分の健康は自分で守るという社会を創造する。 

 

柳田：これセッション 3 の最後でも長谷さんにもお聞きしましたけれども、もう一度ち

ょっと、よろしくお願いします。 

 

長谷：そうですね。やっぱり健康は自分で守る。子供の場合はね、親が守るべきものな

んですよね。 

 

例えば健康番組とか見てても何も分からない、膵臓って何？とかっていう状態で見るよ



    

 

りも、膵臓の機能がどうのとか分かって見るってやっぱり、全然変わってくると思うん

ですよね。 

 

そうすると自然と、健康に対する知識のレベル、先ほどの「HQ」のレベルが上がって

くるので、結果的に自分の周りの人間も健康になれますし、自分の大切な人ですよね。

子供とか自分の身体もそうですし、奥さんとか旦那さんの体も当然守れますので、その

辺をビジョンに入れて、取り組んでいただければいいと思いますよね。 

 

柳田：なるほど。石崎さん、ありますか。 

 

石崎：そうですね。さっき冒頭、長谷さんの方が「がんが必要な体」って言ってました

が、がんは要らないものだっていうことではなくて、必要な体になってしまってるって。 

 

これですね、先般ちょっと私、そういった自然医学の権威の方とお話ししてて。40 歳

ぐらいまでは糖質、糖をエネルギーとして人間生きてるらしいんですよ。40 ぐらいか

らは、今度酸素らしいんですね。酸素をエネルギーに変えて、体が変わってくるらしい

んですよ。 

 

その酸素をちゃんと循環出来るっていうか消化出来る体じゃないと、酸素が要らないが

ん細胞が、体を守ろうとして出てくるらしいんですよ。 

 

で、がん細胞が必要になってくるんですね、要は。さっきおっしゃってたように、がん

が悪者じゃなくて、酸素が循環出来ないような体になってしまってるって知識があれば、

じゃあ酸素が入る体に変えたらいいわけですよね。そしたらがん細胞は出て来ない。 

 

これ僕の知識じゃないですけど。専門家じゃないんで。なるほどなと。だから必要だか

ら、がん細胞が出て来るんだと。 

 

柳田：本当にこうやって認識が上がることで、その予防治療とか、なってからっていう

のやっぱり皆さん多いと思うんですけど、予防していくってところもまずは日本からか

もしれませんけども、日本社会全体に広がっていけばいいんじゃないかなと。そんな壮

大なビジョンでやっていきます。 

 

吉村：素敵なことですね。 

 

柳田：ということなので、対象は本当に幅広いんですけれども、ちょっとまとめてみま

した。 



    

 

 

吉村：対象はこんな人。 

 

柳田：これね、全部本当に重要な感じで始まってるんですが。多いんですけどね。 

 

吉村：そうですね。でも本当に多岐にわたる方が対象でいらっしゃいますね。 

 

 

柳田：あと潜在能力で、パフォーマンスを上げたいビジネスパーソンの方も、もちろん

なので。この辺りはビジネスに、自分に全然関係ないっていうふうに捉えるのではなく

て、もう土台ですからね、ビジネスやる上でも体、健康というのは。その辺りでもぜひ

学んでいただきたいなと思いますし、当然その治療に携わる方、人の心の問題、あるい

は体の問題、健康に携わる方々も、対象ということで。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：いいんでしょうか。いいんでしょうか。 

 

長谷：（ブーッ）。 

 

吉村：ドキドキしますね。 

 

長谷：（ピンポン）。 

 

柳田：一応プロの方も来て OK だと。 

 

長谷：OK だと（ピンポン）。 

 

柳田：もうね、今までプロ対象がもの凄かったので。 

 

吉村：そうですね。 

 

柳田：これは本当にお得だというか、感じにはなると思います。 

 

ということで、この健康師受講して、健康師身に付ければですね、どういうことが身に

付くのかということをちょっとまとめております。こちらです。 

 



    

 

吉村：こんなことが身に付きます。セルフケアにより、現在と未来の自分の体を、健康

にすることができ、健康を害するあらゆる問題から防衛できるようになる。 

 

自分自身だけでなく、家族や友人などにも施術することにより、健康にすることができ

る。 

 

健康に対する正しい考え方（価値観）、そして知識を手に入れることにより、健康に関

する情報の取捨選択ができるようになる。 

 

セルフケア方法や健康の考え方などの哲学を周りに伝え、広めることができる。セルフ

ケアの講座を開催することも可能。 

 

柳田：最後の所で言うと、周りに広めること。あるいはセルフケアの講座を開催するこ

とまで。これサポートもしていくという感じですかね。 

 

長谷：そうですね。もちろんだから、自分の、病気の人はその病気治って、病気治りま

したからって、それでそれのビジネスをしてる人も多いですけど。病気になる前でも予

防医学としても広めていくために。例えば公民館とかね、友だちだけを集めたりとかね、

そういうセミナーを使って、広めていただきたいと思いますので。 

 

柳田：実際そういう方もいらっしゃるんですか、今までの中でも。 

 

長谷：そうですね、いらっしゃいますね。あとやっぱり、うちのね、技術を学びたいっ

ていう人。学びたいんだけど来れないという人も結構いますので。 

 

今回だから、WEB の方も開催されるということで、上手く使って、自分の健康だけじ

ゃなくてね、その末端の人ですよね。そのセミナーをやったら末端の人。またその末端

の人が、いわゆる人生が変わるかもしれないですから。で、病気の人は治ったりとかす

るかもしれないし。 

 

例えば重症の人がいたら、自分じゃ無理だから、だからネットワーク使って、どっか治

療院を紹介するなり、うちの臨床センターに回すなりとか、したりとか、そういうこと

もできるんです。 

 

柳田：石崎さんこれ、長谷さんとつながっとくだけでも相当な価値ありますよね。 

 

石崎：そうですね。結構ね、生きるためには例えば何々とつながってた方がいいとかあ



    

 

るじゃないですか。やっぱり健康のプロとつながってた方がいいですよね。 

 

柳田：そういった形でぜひ参加していただきたい。さらにまだあります。 

 

吉村：施術を武器に、治療家として開業することができる。 

 

一般の方の健康意識が上がることにより、それに対応できない治療家の意識も上がる。

この相乗効果により、社会全体の健康を底上げになる。 

 

そして、肩こりや腰痛などの一般的な症状だけでなく、不妊やアトピー、アレルギーか

ら難病まで対応できるようになる。 

 

治療家が受講する場合、今持っている技術を、飛躍的に伸ばすことができる。手の感覚

や治療の考え方が改革されるため。 

 

そして内蔵を軸としてセルフケアをすることで、誰にでもわかりやすく、治療の汎用性

を出すことができる。 

 

柳田：これは主に治療家を志す方向けのものかなと思うんですが。 

 

長谷：そうですね。前回の話でもちょこっとふれたかと思うんですけど、平均寿命が延

びて健康寿命が延びないとか。あと会社定年してからとか、そういう時の生活の問題で

すよね。天下りもうるさくなってきてるし。やっぱり高齢だと仕事ってなかなか無いよ

うな状態ですので。 

 

だからその中で、健康としての正しい知識とか、セルフケアも含めた施術法ですよね。

その辺を身に付けることによって、極端に言うとワンルームマンションとか出張でもい

いですから、治療をやってくと、そこそこだからちゃんとしたことを言って、ちゃんと

した真っ当な施術をしていれば、わりと患者さんって結構紹介とかしてくれますので。

そんなに何百万もかけてホームページを作ったりとかしなくても、治療家として定年退

職したあと、やっていくことも可能ですし。 

 

その知識を活かして例えばサプリメントを売ったりとか、健康教室を開いたりとか、そ

ういったことも可能になってきますよね。 

 

柳田： 今ね、副業の時代ですし、完全に。あるいは定年退職した後どうしようって方

もたくさんいると思いますし。あるいは家庭に入った主婦の方、何かしたいって方もい



    

 

るじゃないですか。 

 

長谷：そうですね。あと子育てと絡めて、健康に育ちましてって。それだけ結構いい実

績になりますので。 

 

 

 

吉村：それではサービス＆サポートをご紹介していきます。 

 

柳田：具体的にどういうことをやっていくのかということなんですが、まず何と言って

もメインになるのはこちらですね。 

 

吉村：サービス＆サポート 1。長谷澄夫、そして認定インストラクターによる講義＆手

技を伝授。 

 

柳田：これ全 5 回ということで、こちらの日程でやっていくわけなんですけれども、基

本的に全て日曜日ということで、朝から夜まで。 

 

吉村：10 時から 17 時まで。 

 

柳田：みっちりと、やっていただけるということで。これが本当に長谷さんと、前回お

伝えしたそれぞれインストラクターの先生方がみんな来て。 

 

これは、例えば手技の伝授とか、実践とかっていう時は、各皆さん、受講生の周りに各

インストラクターの先生も付くという感じ。 

 

長谷：そうですね。インストラクターとスクールを卒業している人が結構いますので。

そのお手伝いで来ていただいて、なるべく多く、グループに対して。小っちゃいグルー

プで 1 人付けたり、形にもっていきますので、実技がやっぱり中心になりますので、そ

ういう準備を今しています。 

 

吉村：じゃあ会場でここかな？ここかな？ここかな？っていうのは、全部解決していく

ようなイメージになりますかね。 

 

長谷：そうですね。もちろん座ってやりますので。 

 

柳田：優しいインストラクターの方々が来て。 



    

 

 

長谷：そうですね。あの人が。 

 

柳田：あの人優しいんだ。 

 

長谷：指さしてもらって結構です。 

 

柳田：ということで、これが何と言ってもメインなんですけれども。 

 

それでは次から、第 1 回から第 5 回までどういう内容でやっていくのかというのを、イ

ンストラクターの皆さんと一緒にお届けしたいと思います。 

 

吉村：ご紹介してまいります。 

 

 

 

柳田：ということで、長谷ザイルです。 

 

吉村：賑やかになりました。 

 

柳田：ずい分多いですけど、何と第 1 回目の講義をサポートしてくださるインストラク

ターの先生方が、地底からやって来てくださいました。 

 

吉村：噂の大橋先生も来てくださいました。 

 

柳田：そうですね。噂の大橋先生。よろしくお願いします。 

 

大橋：初めまして、大橋です。どうも。 

 

柳田：そしてお隣が。 

 

吉村：佐藤先生です。 

 

佐藤：佐藤龍平です。どうぞよろしくお願いします。 

 

柳田：お願いします。そして。 

 



    

 

吉村：西村先生です。 

 

西村：西村です。 

 

柳田：西村先生、セッション 3 でも出ていただきましたけれども、どうですか、大御所

2 人。 

 

西村：いや、もう、今日連れてくるの、大変でした。 

 

柳田：皆は、お二人はセッション 3、ご覧になりましたか。 

 

佐藤：見させていただきました。とても聞いてて勉強になりましたね。 

 

大橋：いや、僕はもの凄く良かったですね。地底から出て来たっていうのが凄く良かっ

たです。ありがとうございます。 

 

柳田：もうでも何かインストラクターのまとめ役ということで聞いてますけれども。 

 

大橋：いや、そんなことはないんですよ。まとめ役っていうよりも、みんな 8 人いるん

ですけども、8 人、女性も 3 人合わせて 11 人いるんですけども。各々がもうみんなし

っかりしてるんで、まとめ役っていうよりもただ僕は声を発するだけでみんな動いてく

れるっていう形なので、凄く楽です。 

 

柳田：セッション 3 で出ていただいたケイ・グラントさんも最初に診て。 

 

大橋：そうです。 

 

柳田：凄く感謝されてましたね。 

 

大橋：ケイさん、そうですね。一番最初にお会いした時は、本当に死ぬんじゃないのこ

の人っていうような、言葉ちょっと悪いんですけども、本当にそれぐらいの状況だった

んですね。でも治療をやってて、どんどんどんどん変わってったんで、凄く良かったで

すね。 

 

柳田：ちょっとカタくないですか。 

 

大橋：カタくはないんですけども、カタいかな？ 



    

 

 

西村：いつもよりも。 

 

大橋：くだけてもいいんでしたら、もっとくだけたいなと思いますけども、どこまでく

だけていいのか。 

 

柳田：いやもう、どこまでもいっていただいて。佐藤先生も若干僕に似てるっていうふ

うに。 

 

佐藤：柳田龍平です。 

 

吉村：確かに。 

 

柳田：佐藤厚志です。 

 

佐藤：失礼しました。 

 

柳田：いえいえいえ。もう何か佐藤村ができてるぐらい、大繁盛してるっていう。 

 

佐藤：いやいやいやいや。ただ大きいんですよ。箱が、医院自体が。ぜひ宇都宮に来た

時には、遊びに来てください。よろしくお願いします。 

 

長谷：そのうち駅が出来るらしいですよ。 

 

柳田：佐藤駅で。そして西村先生も。第一回目来てくださるということで。 

 

西村：楽しく、いろいろお伝えできればなと思います。 

 

柳田：ということで、吉村さん第一回目のテーマは。 

 

吉村：第一回目、8 月 18 日、日曜日の回は、4 つですねテーマ、ご用意しております。 

 

1 つ目、「人生を変えるセルフケア－健康な人生を送るには？」。2 つ目、「内臓を知ろう」。

3 つ目、「健康とは？」。そして 4 つ目が、「内臓の循環系（肝臓、腎臓、心臓、横隔膜

など）」という内容でいきたいと思います。こちら詳しくうかがってってもよろしいで

しょうか。 

 



    

 

佐藤：たぶんご覧なってる方たち、肝臓とかだと、循環器系じゃないんじゃないかって

思われると思うんですよね。ちょっと、知ってらっしゃる方は。 

 

でも僕たち、僕も最初長谷先生に出会った時に、「肝臓は循環器系に入れるよ」ってい

うふうに言われたの、もの凄く印象的だったんですよ。それだけ血流量をコントロール

するだけの仕事があって、500 以上の仕事があるんですよね。 

 

吉村：肝臓が。 

 

佐藤：肝臓が。 

 

吉村：500 以上の仕事を。 

 

佐藤：僕 600 も言えますから、肝臓の仕事。 

 

吉村：全部。 

 

佐藤：今は言いませんけど。なので肝臓はもちろん消化器系の働きあるんですけど、循

環器系として僕たちは施術をさせていただく形ですね。腎臓もそうですし。 

 

で、横隔膜はもの凄く肝になってきますよね。最初お話しあったと思いますけど酸素、

酸素がたぶん、摂取量がもの凄く少ない人が多いので、酸素摂取量が少ないとやっぱり

がんになりやすい環境作りますし。 

 

吉村：石崎さんも、お話しされてましたね。 

 

石崎：そうですね。 

 

佐藤：あと高血糖と、あとは低体温ですよね。その低体温・高血糖・低酸素に関しても、

たぶん肝臓、腎臓、心臓と横隔膜で、結構な形でケア出来ると思うんですよね。 

 

柳田：凄いですね。 

 

吉村：今ちょっと聞いただけでも、知らないことたくさん含まれてましたし、詳しく聞

きたいなって思った方も多いんじゃないかなと思います。 

 

西村：基本的に循環器なので、やっぱり血液の流れとか、血液の質っていうところが変



    

 

わってくる部分であると思います。で、やっぱり生きる上で血液の質とか、血液のこの

巡りっていうものは、やっぱりある種内臓の中でも凄く土台になってくる部分ですので、

やっぱりここから入ると、より自分の体っていうものを知りやすいのかなと。 

 

柳田：いやでも本当に、これ第一回目なので、その臓器、循環器系だけではなくて、下

にもちょっと書いてますけれども、「施術における触り方を訓練し」とか、そういった

もう本当に全てに通じるようなところも含めて、教えていただけるというところですよ

ね。 

 

しかも「ビフォー・アフターがわかるようになり、変化を出せるようになる」っていう

のも、長谷さん、どうでしょうか。 

 

長谷：そうですね。流れ的に 1、2、3、4 ってあるんですけど、半分ですね。1 番と 3

番はそのいわゆる考え方とか、そういう価値観の講義になります。 

 

で、2 番が「内蔵を知ろう」ということで、基本的には解剖とか生理とかですね、この

辺をおそらく西村がやって。で、内臓の循環器系とか書いてあるんですけど、これがい

わゆる実技のところになりますので。おそらくお昼を食べて、ちょうど眠くなったぐら

いの時に実技が入るんじゃないかと思いますんで。 

 

吉村：考え抜かれてますね。 

 

柳田：そうですね。石崎さん、どうですか。 

 

石崎：いや、おもしろいですね。このね、素人目線で聞いててもね、学びたいなと思い

ますよね。自分でケアできたらいいですよね、凄く。 

 

柳田：本当ですよね。これちょっと遠かったものが凄く身近に感じて。 

 

石崎：はっきり言って自分じゃわかりませんからね、知識が無いから。本当押したとこ

ろで、何に効くのかってわからないんで。なるほど、こういうふうにこうすれば、機能

がちょっと改善されるのかなとかね。素晴らしいですよね。 

 

柳田：そうですね。それがただ一方的な話聞くだけじゃなくて、そのあと実技とかあっ

て。わからなければ、どなたか優しい先生に聞くと。っていうことで。今回全員強面で

すけど、大丈夫ですか。 

 



    

 

西村：いやいやいや。一回目は濃いかもしれない。 

 

柳田：前回出られたような他の先生は、来ないということですかね。3 人。 

 

西村：ほぼサポートで。 

 

長谷：ほぼ、サポートで全員来ます。 

 

吉村：じゃあご登壇いただくのが。 

 

長谷：ただメインで講義をやるのが、この 3 人という形。 

 

吉村：お三方ですね。 

 

柳田：良かったですね。女性の皆さんも、いろいろ聞けるということで。 

 

吉村：素敵なスタートになりそうですね、第一回目。 

 

柳田：そうですね。ということなので、本当に皆さん、多くの方が期待してると思いま

すので、何か一言ずついただいてよろしいでしょうか。 

 

西村：お待ちしてます。 

 

佐藤：子供の脳は肌がつくるっていうのを、言うじゃないですか。言いますよね。僕は

ちょっとそれ、ずっと残ってたんですけど、スキンシップとって、子供の性格を彩るの

がそこなので。やっぱり手当を僕も長谷先生から学んで、本当衝撃的だったのはそうい

うとこだったので、たくさんの人に広めたいと思ってますので、どうぞ楽しみにしてま

すので、よろしくお願いします。お待ちしてます。 

 

大橋：別次元に連れていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

柳田：さすが、締まりましたね。 

 

では本当に、すごく我々も楽しみにしておりますけれども、先生方もどうぞよろしくお

願いします。 

 

一同：よろしくお願いします。 



    

 

 

柳田：ではまたあの地底に、お帰りいただいて。ありがとうございました。 

 

吉村：ありがとうございました。 

 

 

 

柳田：ということで、長谷ザイル 2 です。 

 

吉村：第二回の先生方を、お迎えしております。 

 

柳田：第二回の先生方、基本的には皆さん来られるんですが、登壇される先生ですね。 

 

吉村：ご登壇いただくのがお三方ですね。 

 

柳田：私の隣から。 

 

吉村：では、河辺先生からご紹介したいと思います。河辺先生、一言いただいてもよろ

しいでしょうか。 

 

川辺：どうも、初めまして。河辺です。よろしくお願いします。 

 

吉村：お願いします。 

 

柳田：いいですね。やわらかいですね。 

 

吉村：小林先生です。 

 

小林：小林です、よろしくお願いします。 

 

柳田：優しい感じが。 

 

吉村：そして第 3 話にもご登壇いただいたんですが、南先生です。 

 

南：海王星からまたやってきました。よろしくお願いします。 

 

吉村：よろしくお願いします。 



    

 

 

柳田：ということで第二回のテーマ、日時はこちらになりますね。 

 

吉村：第二回、9 月 22 日、日曜日開催です。テーマとしましては 5 つご紹介したいと

思います。 

 

1 つ目「好きなものを自由に食べられる体を作ろう」。2 つ目、「内臓を意識・イメージ

してみよう」。3 つ目「治療とは？」。4 つ目「内臓の消化器系（胃、十二指腸、膵臓、

胆のう、小腸など）」。そして 5 つ目に、スペシャルゲストの登壇予定があります。 

 

それではですね、こちらテーマの方など聞いていけたらと思います。 

 

柳田：これは南先生、お願いします。 

 

南：私からでよろしいですか。二回目は消化器系、いわゆる皆さんが身近であるのであ

れば、胃とかね。食べた時に感じる、いわゆるところの臓器なんですけども、その辺を

ちょっと中心に、セルフケアをやっていきたいと思います。 

 

柳田：好きなものを自由に食べられる体を作るって、いいですね。 

 

吉村：最高ですよね。 

 

南：実際に消化器系っていうと我慢するとか、いわゆる気を付けなさいよっていうのが、

普通はテーマになってくるんですけど、好きなものを食べられるっていうのが特徴で、

その辺ちょっと小林先生の方から。 

 

小林：私ですか。結構、今の若い方って、胃もたれとか胃痛とかある方、結構いらっし

ゃると思うんですよ。で、そういうところも、実は胃だけの話ではなくて、たぶん口か

ら入った食べ物を送っていく途中に、消化液、胃液とか唾液とかいろいろあるんですけ

ど。 

 

肝臓から出てくる胆汁とか、食べたものをどんどんどんどん小さくしてって、体の中に

吸収しやすい形にもっていくっていう機能が備わってるんですけれども。それが意外と

上手くいってない方が、胃痛であったりもたれであったりっていうことを、食後に起こ

したりされることが多いんですよね。 

 

で、そこをセルフケアで良くしてあげると、元々食べた後に何か症状が出るっていう状



    

 

態ですと、食べる前もちょっとブルーな気持ちになるというか、またこれ食べたあと「あ

あちょっと」って思う、時間がまずもったいないし、食べた後で実際にその苦痛な時間

があったら、またそこももったいないじゃないですか。 

 

日常生活、人生の中で、そのネガティブな時間が無くなるって、もの凄く価値があると

思うんですよね。なので、そういうところも本講座の時には、こういうセルフケアをし

ていくといいですよっていうところもお話ししていこうと思っています。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：河辺先生の方。 

 

河辺：結構臨床的にも多いんですけれども、やっぱり今、健康志向の人が増えてきて、

サプリメントとか体にいいものをどんどん摂取してる人は多いと思うんですけれども、

実はそこでポイントがあって。 

 

やはり先ほど消化器系の話をしたと思うんですけども、消化とは消化して、吸収できな

いと何の意味もないんですよね。ですので、いくらいいものを摂ったからといって、腸

とか胃とかで吸収が上手くいかないと、全部が流れる形になってしまいますので。 

 

やっぱりこの辺をしっかりケアしていただいて、何でも吸収できる状態、これが 1 つポ

イントになるかなと思いますので、その辺も含めて講座ではちょっとお話ししていきた

いなと思います。 

 

柳田：いや、いいですね。今回のテーマも非常に。 

 

吉村：毎日のことですからね。 

 

柳田：ちょっとこれは僕もマスターしたいですけれども、本当にここまで教えていただ

いていいんですか。 

 

長谷：（ピンポン）。 

 

柳田：さすが。いいということで。石崎さん、どうですか。 

 

石崎：いや本当にね、食べたいもの食べれるって、結構今、食べない流れが出ているじ

ゃないですか。例えば牛肉は食べちゃいけないとかですね、有機しか食べないとか。で



    

 

すけど長谷さんとお話ししてて、「何でも食べていいんだよ」と打ち合わせの時におっ

しゃってて。それに越したことはないなと。 

 

で、我々の親父世代って別に、そんなに健康をね、気遣ってなかったじゃないですか。

もっと言うと、例えば沖縄の方の 100 歳超えてるような人たちって、当然いいもの食

べてると思うんですけど、意外にタバコバカバカ吸ってたりとか、大酒呑みだったりと

かするじゃないですか。 

 

それって何かなって、体のやっぱり、体が整ってるとか、エネルギー状態がいいとかで

すね。なのでそういうことしても、そこまで過敏になって、ビーガンになるとかそうい

うことせずに、健康で 100 歳超えてるのかなとかね。そういうことちょっと僕も学び

たいですよね。 

 

柳田：いや、そうですね。ちょっと結構パラダイムシフトで、何を食べるかもちろん大

事なんですけど、その食べるものを消化したり吸収するっていう臓器の方を整えれば、

ある意味何を食べてもいいみたいなの、凄く理解できますね。 

 

吉村：そうしたら無敵ですよね。いろいろ。もう本当に純粋に楽しめる食事ができるっ

て、凄い素敵だと思います。 

 

柳田：これはお酒飲みまくってもいい。 

 

吉村：本当ですね。 

 

柳田：長谷先生、どうですか。 

 

長谷：そうですね。だからうちの患者さんなんかにも、今言った肝臓に病気持ってても、

「お酒飲んでいいですか」って言われたら飲ませますし。糖尿病の人が「甘いもの食べ

ていいですか」って言ったら「食べていいよ」って言いますし。だから全然、そうした

制限はしないんですよね。 

 

だから別に制限しても、そんなに大して変わらないはずなんで。だったら好きなものを

食べて、体の状態だけ良くしてれば大丈夫だという、いわゆる自信がありますので。 

 

柳田：いやいやいやいや、凄いですね。これだけの内容を教えていただける。 

 

吉村：二回目も楽しみですね。 



    

 

 

柳田：またまた、ちょっと何かわからなければ、優しい小林先生に聞けばいいという。 

 

南：そうです。 

 

長谷：毎回いますからね、大丈夫です。 

 

柳田：河辺さんも意外に優しいんじゃないですか。 

 

河辺：そうですね、見た目怖いって言われるんですけど、優しく教えたいと思います。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：いや、ということで、第二回も本当に、凄く楽しみなんですが、先生方、一言ず

ついただいてよろしいでしょうか。まずはじゃあ、南先生から。 

 

南：二回目はですね、ちょっとキーワードとしておそらく「ゴロゴロ」とか「グルグル」

とか、音が鳴る回になると思うんですよ。これって何なのかなっていうのを、皆さんち

ょっとキーワードに入れながら受けていただけると、楽しい回になるんじゃないかなと。 

 

私はですね、身長は小さいですが、河辺先生は大きいので、デコボココンビで頑張って

いきますんで、よろしくお願いします。 

 

吉村：ありがとうございます。小林先生、お願いします。 

 

小林：先生たちもおっしゃってたんですけど、やっぱり好きなものをおいしく、楽しく

いただける人生に変えたいっていう方はぜひ来ていただいて、セルフケアと知識と持っ

て帰っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

吉村：ありがとうございます。河辺先生、お願いします。 

 

河辺：やはり僕、治療院で今治療してるんですけれども、実際のところ本当に患者さん

にもセルフケアを教えて、実際やってもらって、もう効果出てますので。初めてで不安

っていう方多いと思うんですけれども、しっかり身に付けていただければ、絶対体は変

わってくと思いますので、よろしくお願いします。 



    

 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：そして、第二回はこれだけではなくて、アンバサダーの。 

 

吉村：アンバサダーが。 

 

柳田：世界を駆けまくって。 

 

石崎：探してきた。 

 

柳田：探してきていただいたスペシャルゲスト。 

 

吉村：スペシャルゲストがおいでになります。スペシャルゲスト、松下幸訓先生をお迎

えいたします。アンバサダーから簡単にご紹介を、お願いいただけますでしょうか。 

 

石崎：そうですね。本当にね素晴らしい先生で。長谷さんともご面識があるんです。ち

ょっとご紹介して、僕も聞いてて、お二人凄く、同じような視点を持ってらっしゃった

んで、やってることはちょっと違うんですけれど。 

 

どういうことされてるかっていうと、松下先生もイギリスですね。イギリスでサイマテ

ィクスという音振療法ですね。音の力を使った、要はエネルギー療法の権威なんですね。 

 

どういうことされてるかっていうと、体には全て音があると。例えば歯は歯の音、胃は

胃の音、肝臓は肝臓の音があると。それがやっぱり乱れてくるわけですね、いろんな問

題で、感情の問題とか。もっと言うと、おばあちゃんの代から引き継いでるとか、いろ

んな細かいことがあるんですけど。 

 

それが変なふうに振動というかすると、やっぱり不良になってくると。そしたらいい音

をかけたら同調して戻るってそういう療法をされてまして、非常に効果があるんですね。 

 

あと松下さん素晴らしいのは、70 歳で三点倒立ができるんですよ。 

 

吉村：凄いですね。 

 

石崎：これ背骨が非常に若いんですね。だから身体の可能性っていうのは、歳をとった

ら腰が曲がって、転びやすくなってとか、そういうイメージでありますけど、ちゃんと



    

 

体を整えたら、70 歳でも何と三点倒立ができると。 

 

そういうことも含めて来ていただきますんで、長谷さんとぜひ対談していただこうかな

と思っておりますので。 

 

吉村：対談とかね。 

 

柳田：いいですね。 

 

吉村：聞いてみたいですね。 

 

石崎：参考になるんじゃないかと思いますね。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：ということで本当に盛りだくさんの 2 ヶ月目になりますのでね。 

 

吉村：楽しみですね、これも。 

 

柳田：ぜひ、皆さんも楽しみに来ていただきたいと思います。ということで、先生方も

ありがとうございました。 

 

一同：ありがとうございました。 

 

 

 

柳田：ということで、三代目長谷ブラザーズ。 

 

吉村：三代目になる。 

 

柳田：やってきましたね。 

 

吉村：やってきました。 

 

柳田：第三回の、今回もスペシャルの先生方と一緒にお届けしていきたいと思いますけ

れども。 

 



    

 

吉村：よろしくお願いします。 

 

赤塚・大嶋：よろしくお願いします。 

 

柳田：紹介お願いします。 

 

吉村：じゃあまず柳田さんのお隣、赤塚先生から一言いただけますでしょうか。 

 

赤塚：赤塚です。よろしくお願いします。ちょっと短い？ 

 

柳田：いや。 

 

吉村：そして、続いて大嶋先生、お願いします。 

 

大嶋：大嶋宏徳と申します。できるだけ皆さんに楽しく伝わるよう、頑張っていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

吉村：よろしくお願いします。 

 

柳田：ということでね、3 ヶ月目のテーマ、いってみましょうか。 

 

吉村：第三回は、10 月 20 日、日曜日の回となります。この回も 5 つのテーマ、ご用意

しております。 

 

まず 1 つ目、「自分の体の毒素をしっかりと出せるようになろう、若返ろう」。2 つ目、

「内臓の関係性、連動性を考えてみよう」。3 つ目、「臨床とは？」。そして 4 つ目が、「内

臓の排泄系（大腸、盲腸、回盲など）」。そして 5 つ目が、スペシャルゲストのご登壇と

なります。 

 

ではこちらも詳しくうかがっていきたいと思うんですが、まずは赤塚先生、お願いして

もよろしいでしょうか。 

 

赤塚：じゃあ第三回目のテーマですね。 

 

まず体の毒素ですけども、我々思ってる以上に、いろんなところから実は毒素ってのは

結構入ってくるんですね。例えば空気中にも、いろんな大気の中にも、いろんなものも

入ってますよね。PM2.5 とかいろんなものがあると思うんですけども。あとは食べく



    

 

る、食べ物ですね。食べるものの中にもやはり化学物質だとか、いろんなものが入って

ると思うんですね。 

 

あとは経皮毒って言いますけども、皮膚から吸収されるもの。だから我々が実際に思っ

てる以上に、意外にそういうものに囲まれてるっていうのが、やっぱりあると思います。 

 

あと、やはり食べているもの、食べたものを人間の中で消化して、吸収するんですけど

も。当然不要になったものがあると思うんですよね。そういったものはしっかり出せな

いと、体っていうのはやはり、トラブルを起こしていくという元になると思うんですね。 

 

ですので、まずはしっかりその体の毒素を排泄できる体ってのは、もう人間の生命にと

って、最も大事だと言ってもいいんじゃないかなと思います。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

吉村：ありがとうございます。第二回目、食べるお話を受けての第三回目ですからね。 

 

柳田：吸収も大事だけどね、やっぱりそのちゃんと排泄する、要らないものを排泄する

というのも。 

 

赤塚：そうですね。 

 

吉村：ありがとうございます。そして大嶋先生、うかがえますでしょうか。 

 

大嶋：そうですね。赤塚先生が全部言ってくれてるので。そんなに言うことは無いと思

いますけれども。あとは補足っていうか、もう少しわかりやすく、毒素っていう言葉が

イメージ付きにくい方も中にはいらっしゃるかなとは思うんですけれども。 

 

イメージしてもらえると、例えば部屋とか、そこら辺をイメージしてもらえるといいと

思うんですけど。部屋が汚いとやっぱり、例えば体だけじゃなくて、心ですね。心とか

もやっぱり、あまり気分が良くなかったりだとか、気分が落ち込んじゃったりなんてふ

うにあると思うんですよね。 

 

だからその体の毒素を出すっていう意味では、部屋を綺麗にする。よく断捨離するなん

てね、最近流行ってますけれども、そういうふうに似たような感じですね。そこら辺を

自分の体に置き換えて、綺麗にしてもらって。で、心も体も綺麗になるっていう形で、

意識していただけると、とっても楽しく学べる第三回なんじゃないかなと、個人的には



    

 

思います。 

 

柳田：またまたわかりやすい説明ですね。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：本当にやっぱりね、そこ大事ですし、単純にやっぱり、例えばですけど、便秘の

時に本当になかなか出ないと、やっぱその日 1 日何か辛いというか。 

 

石崎：そうですね。 

 

柳田：体調にも影響しますし、心も憂鬱になるし。そういう連動って、凄くありますよ

ね。 

 

赤塚：ありますね。 

 

吉村：若返ろうもね、とても気になりますよね。 

 

赤塚：そうですね。 

 

柳田：どうですか、アンチエイジング、お 2 人は。 

 

石崎：でも気持ちが若いと、顔も若くなるんじゃないですかね、体もね、そういうふう

に思いますしね。 

 

柳田：排泄系もやっぱ大切ですよね、これ。長谷さん、どうでしょうか。 

 

長谷：そうですね。ちょっと前まではアンチエイジングっていって歳を取らないように

しようっていう流れだったんですけど、今はもうそれ越えて、いわゆるもう若返る。そ

れを実現させようと。 

 

吉村：凄い。 

 

長谷：それぐらい言ってもいいんじゃないかと。 

 

柳田：これもやっぱ知識がないと、そんなやっぱ吸収をしてるんですね、いろいろ体も。 

 



    

 

赤塚：そうですね。 

 

柳田：いや、ということなので、細かい部分はぜひ読んでおいていただいて、素晴らし

い、ワクワクする。本当にこれが自分で出来るのかなってちょっと僕もまだあれなとこ

がありますけれども。 

 

吉村：まだ実感がね、伴ってないですが。 

 

柳田：実感が無いですけど、凄いですよ。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：お一人一言ずつ、また最後にいただきたいなと思いますけれども。 

 

赤塚：本当にこの 1 人 1 人がですね、皆さんが健康についての正しい知識をもっていく

と、本当に毎日が楽しくなってきますし、元気で自分らしく生きられるようになると思

いますからぜひ。またこの第三回は特に毒素ですからね、ちゃんと排泄できて、しっか

りと細胞から若返られるような体にできるよう、サポートさせていただきたいと思いま

す。よろしく、お待ちしております。 

 

吉村：赤塚先生、ありがとうございます。 

 

柳田：赤塚先生ですね、この間ちょっとお話しさせていただいて。 

 

赤塚：そうですね。 

 

柳田：一緒にお酒飲んでたんですけど、あまりにも長谷先生のことが、本当に凄いって

いうのを聞いて。しかもこの講座が安すぎると。もうあり得ないと、我々からしても。 

 

吉村：そうですか。 

 

柳田：ということを熱弁されましたけどね。 

 

吉村：そして、大島先生も一言いただけますでしょうか。 

 

大島：はい、第三回は本当に毒素、排泄っていうところで、やっぱり心も体も綺麗に、

そこら辺を目指して健康レベル、HQ ですね。そこら辺を向上していただき、実際に健



    

 

康になればやっぱり意識も変わりますので。 

 

偉そうかとは思いますけど、大きく見れば人生も変わるんではないかっていうふうに考

えてますので、そこら辺も大きい目で見ていただいて、楽しみながら来てもらいたいな

って、思ってます。よろしくお願いします。 

 

柳田：よろしくお願いします。 

 

吉村：お願いします。ありがとうございます。 

 

柳田：ありがとうございます。そして、アンバサダー。 

 

吉村：そうですね。この回もですね、もうすでに盛りだくさんなんですが。この回にも、

スペシャルゲストをお招きしたいと思います。石崎さんの方から、ご紹介いただけます

でしょうか。 

 

石崎：アンバサダーの私としても。 

 

吉村：アンバサダー。 

 

石崎：だいぶ情報・人脈も使いまして、来てみてくださいということで。今回ドクター

ですね。お医者さん、医師の免許を持ってらっしゃる田中一先生ですね。もう笑顔が、

超素敵な。 

 

吉村：田中先生。 

 

石崎：もうね、素晴らしい笑顔をされてる。で、田中先生も、もちろんドクターの資格

がありますから、薬の処方ですとか、もちろんメスを使うってこともできるんですけれ

ど、こちらご紹介にあるように、メスを置いて、自然療法の、自然医学の方の勉強の方

に重きを置かれて。いま漢方を中心とした。要はその自然のもので、その方の体のポテ

ンシャルを引き出すような治療法に、どちらかっていうと重きを置いていらっしゃると。 

 

その方々に合ったオーダーメイドの治療、そういったものをご提供されてる方なんです

けれど。もちろんそういった医療知識だけではなくて、エネルギーのこととか感情のこ

ととか、こういった手技ですね。こういったことも凄く関心もあられますし、造詣も深

いと。 

 



    

 

ですので、お医者さんの視点で、こういった今回のプロジェクト語っていただくってい

うことは、非常に皆さんにとって自信にもなるし、ある種確信にもなるしっていうとこ

ろで、ご登壇いただくようなお話を、アンバサダーとしまして。 

 

つけてまいりましたんでね、こちらも長谷さんと対談していただこうかなというふうに

思っております。 

 

吉村：対談は、とっても贅沢ですよね。聞いてみたいです。 

 

柳田：ということで。また 3 ヶ月目も。 

 

吉村：3 ヶ月目も。 

 

柳田：凄い、盛りだくさんですけれども。 

 

吉村：盛りだくさんで、ご用意しております。 

 

柳田：っていうことで、先生方もありがとうございました。 

 

赤塚：ありがとうございました。 

 

吉村：ありがとうございました。 

 

柳田：ということで、長谷ガールズです。いや今回ね、初めて女性対、同じ同数と。 

 

吉村：そうですね。 

 

柳田：確か 1 ヶ月目は男だらけでしたけど。 

 

吉村：画面がもう狭いような感じがしてましたけど、今回は第四回目、女性の先生方を

お迎えしたいと思います。それではまず一言ずついただきたいと思うので、内藤先生か

ら、うかがってもよろしいでしょうか。 

 

内藤：内藤です、よろしくお願いします。今回は、「未来の宝である子供を守ろう」と。

私たち、ママなんですよね。私は 44 歳で何とか子供を授かったんですけれども、その

後長谷先生とも出会いまして、よっちゃんって言っちゃいますけど、置山先生のとこも

うちの子もほとんど病気知らずで、保育園も休んでないんですよ、ほとんど。 



    

 

 

吉村：凄いですね。 

 

内藤：本当に。 

 

吉村：本当に小さい頃とかね、保育園の時期って、緊急で呼び出されたりとか。ママた

ち結構大変な時期があると思うんですけど。 

 

内藤：そうなんです。私も病院でそういう、リハビリ室の室長をやっていたので、しょ

っちゅうスタッフから「子供がお熱を出した、休みたい」とか、「どうしよう」って電

話を受けてたんですけど、この整体に出会ってから、それが「ええ？」っと本当に信じ

られなかったんですけれども。本当子供を守ろうっていうね。本当これが一番のテーマ

になってくるかなと思います。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

吉村：続いて、置山純子先生、お願いします。 

 

置山：置山です。私は子供が 1 人おりまして、施術を毎日、手当てをしてるんですけれ

ども、やっぱり受けてて気持ちいいみたいで、毎朝やってって言って。今では何か蚊に

刺されても、虫刺され薬をつけさせてくれなくて。何かそれくらい、手当てを子供は気

に入っていますんで。 

 

小っちゃい子からお年寄りまでできる施術なんで、ぜひ楽しんで学んでってください。

ありがとうございます。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：さすがですね、女性の先生方は。 

 

吉村：いいですね、今までと。 

 

柳田：さっきまでの流れと全然。 

 

吉村：また違った角度から。 



    

 

 

柳田：違いますけれど。ちょっとね、お二人からも言っていただきましたが、テーマは

こちらになりますね。 

 

吉村：第四回目は 11 月 17 日、日曜日。こちら 5 つのテーマでお届けしたいと思って

おります。 

 

まず 1 つ目です、「未来の宝である子供を守ろう」。2 つ目、「内臓の可能性を知ろう」。

3 つ目「内臓治療の組み立て方とは？」。そして 4 つ目、「内臓の生殖・ホルモン系」。

先ほども少しお話しにあったんですが、ホルモン系、子宮、前立腺、精巣、卵巣、副腎

など。そしてラスト、5 つ目は、スペシャルゲストのご登壇となります。 

 

柳田：ということで、今回はテーマとしてはホルモン系主にということで教えていただ

きますけれども。それだけではなくて 4 回目なので、正にセルフケアとか。 

 

吉村：そうですね、手技の部分も。 

 

柳田：治療っていうのも佳境に入ってくるんじゃないかなと思いますけれども。本当に

ね、この小さい部分もしっかり見ていただくと、本当によく組み立てられて。本当に僕

らもここまで教えていただいて、いいんでしょうか。 

 

長谷：（ピンポン）。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

じゃあ第四回目、少しですね、先ほどもうかがったんですが、内藤先生からまた詳細の

部分うかがえますでしょうか。 

 

内藤：まずですね、お子さんのことですけれども、子供の施術も大人の施術も、基本的

にどうでしょう。 

 

置山：同じですね。 

 

内藤：同じです。おじいちゃんでもおばあちゃんでも、お年を召した方でも。 

 

置山：同じです。 

 



    

 

吉村：新しい。 

 

柳田：おもしろいな。 

 

吉村：おもしろいですね、先生方。 

 

内藤：ですよね、本当に。なので、内臓はそんなに変わらないですね、ほとんど。 

 

吉村：そうなんですね。 

 

内藤：変わらないですよ。本当に赤ちゃんの時は位置が違かったり、大きさが違います

けども、小学生超えてくるとほとんど同じようになってきます。ですので、その可能性

ですね。1 つ 1 つつながりを持って、どこからどうやったら、この循環というか全体的

な流れができていくのかというとこを、まず実際に、お子さんではなくても、お年寄り

でも同じですので、知っていただきたいなと思います。 

 

あと組み立て方ですけれども、よっちゃんの所では結構患者さんにセルフケアを教えた

りしてるんですよね。 

 

置山：教えてます。 

 

内藤：どんな感じ。 

 

置山：私の所は妊活、今不妊の方が凄い増えてまして、週 1 回来てもらって。7 日間あ

るので、週 1 回は私がやって、で、残りの 6 日は自分でやってもらうって形で。 

 

吉村：ご自身でも。 

 

置山：毎日いい状態にしてもらうために、セルフケアをお伝えしてます。 

 

内藤：私も 90 歳超えたおばあちゃまとか、そういう方にもセルフケアで、こういう順

番でやって。あと最後に、リハビリを私していましたので、こういう運動をするといい

よっていうふうに 1 つ 1 つやったりしていたんですけども、そのおばあちゃまも結果を

出して喜んでいらっしゃる方もおりました。 

 

柳田：本当にやっぱり、元々理学療法士でやられてたっていうのは前回に聞いていたん

ですけれども、それだけじゃなくて、今こういう内臓の手技も学んで。おばあちゃんた



    

 

ちもまた、内臓もやってもらっていると。 

 

内藤：そうです。全然違いますね。今までは筋力トレーニングをしようとか姿勢を変え

ようとか、どういうふうな姿勢で休もうとか、そういうことご指導させていただきまし

たけども、内臓の治療を入れたらもう格段と違いますので、私は本当に驚いてしまって。 

 

簡単にできるので、本当に「ちょっと認知症かな」っていう方でも、覚えてらっしゃっ

て。 

 

吉村：そうですか。 

 

内藤：体の感覚とか手の感覚っていうのはやっぱり、どんなに記憶力が悪くなったとし

ても、やっぱ温かい手の感触とか動いていく感じってわかるようなんですね。なので、

気持ちいいことはどうやら覚えてくださるそうなんですね。と、私の体感としてはある

んですけれども。 

 

組み立て方っていうふうに、ちょっと難しく考えずに、やっぱり体が喜ぶ感じとか、楽

しい感じとか、緩む感じとか、そういうものをより大事にして組み立てていくっていう

ふうに考えていただければ、あまり難しくないかなと思いました。 

 

柳田：これは長谷先生、年齢を重ねて、いくつになったとしても手当て。自分でしかも

やるっていうのも。 

 

長谷：そうですね。必要になりますよね。 

 

臨床例だと、結構婦人科系。今回婦人科系が多いので、閉経したんだけどまた生理がき

ちゃったとか、そういう方もいらっしゃいますし。不妊の治療で来てた、子供かな？第

一子の子供が生まれて、頭が歪んでるんでって言って来て。 

 

その方、体外受精だったんですけど、生理が来なかったらしいんですよ、中学生から。

で、体外受精で卵巣が、卵子が凍結があと 1 個だけあるから、1 回だけもう 1 人の子の

ためにやるから、自分も治療したいって言って。で、親子で治療受けてたんですけど。

だから中学 1 年から来てなかった生理が、33 歳で来ましたよ。 

 

吉村：凄い。 

 

長谷：だから、もうちょっと早く来てれば、自然にできたのにねって言ったんですけど



    

 

ね。それぐらい排泄系の能力はやっぱ、上がるんですよね。 

 

内臓、特に子宮とか前立腺とかって、結構下の方にあるんで、もろに上からの圧力を受

けますので。ここの疾患持ってる人は、特に必要なってくると思いますよね。 

 

柳田：なるほどですね。いやいや凄いですね、手当ては。 

 

吉村：凄いですね。 

 

柳田：やっぱり凄いですか、実際。 

 

内藤：凄いですか。 

 

置山：私？ 

 

クリニックで何年も上手くいかずに、不妊治療続けてた方が、こちらの施術をすると、

わりと半年とか 1 年とかで授かりますんで。その本人が凄いびっくりするんで、やっぱ

り人生変える施術だと思っています。 

 

柳田：正にね、臨床で結果が出てますから、凄いですよね。 

 

吉村：そうですね。何人もそういう方を施術されてきてらっしゃるんで。何か凄く響く

ものがあって。 

 

柳田：いや、そうですね。アンバサダー、どうですか。 

 

石崎：本当そうですね。やっぱり女性にとって妊娠っていうのは大きなテーマですしね。

本当にいま、不妊治療が凄いじゃないですか。もういっぱいやっていますよね。30 代

でも結構やってますもんね。 

 

吉村：本当ね、手術が辛かったりとか、いろいろメンタル面でね。 

 

石崎：費用もかかりますしね。なので戦前の女性の体と戦後の女性の体って、食べ物と

かいろんなその環境とかがずい分変わって、全然違うものになってるんじゃないかなと。

そこを元に戻してあげたら、本来の妊娠ができるとか。妊娠に限らず循環ですかね。凄

く大事かなっていうふうに思いますね。 

 



    

 

柳田：いや、ですね。 

 

吉村：第四回も、いよいよ後半の内容っていう感じですね。 

 

柳田：じゃあ最後お一人ずつメッセージを、興味ある皆さんにメッセージをいただけれ

ばなと思います。 

 

吉村：内藤先生からお願いいたします。 

 

内藤：今回は「子供を守ろう」内臓の生殖系、ホルモン系なんですが、一番の実は目玉

は、置山先生、よっちゃんと一緒にこのお手当てが学べるというとこだと、私は実は思

ってます。 

 

私にとってよっちゃんは、長谷先生の娘さんのような、もう「ザ・長谷先生」って感じ

なんですね。長谷先生ともう本当ね、5 年？でしたっけ？ 

 

置山：いや、10…。 

 

内藤：何年一緒に？ 

 

置山：12 年？ 

 

長谷：そう。 

 

内藤：ね。考え方とか立ち居振る舞いとか長谷先生というか、本当、私が出会って感動

した、この意識の使い方とか。ただの手の技術ではなくて、もう本当にすぐ決めてしま

うとか、悩まないとか、凄くこれから令和を迎えましたけどもこれからの女性、これか

らの人生で凄く大事なことが詰まっていることを、よっちゃんと一緒に学べます。そこ

が一番の、ビッグポイントです。 

 

吉村：ありがとうございます。置山先生、お願いします。 

 

置山：娘に施術をしてるって言ったんですけれども、娘も施術に興味持って、習いたい

ってことで、三歳児のくせにちょっとやってもらってるんですよ。何個か内臓を教えて

やってもらってて、ちゃんとできるようになってるんで。シンプルで凄く結果が出る施

術だと私は思ってますんで、ぜひ楽しく参加されてみてください。ありがとうございま

す。 



    

 

 

柳田：凄いですね。三歳児でやってるんですか。 

 

置山：三歳児。子供は吸収、早いじゃないですか。 

 

柳田：いや、これあれですね、HQ 来られた方も自分が学んで、それを子供に伝えて、

子供にもマスターしてもらうってのいいですよね。 

 

正に長谷ガールズが。 

 

吉村：凄いですね。 

 

柳田：凄いですね。 

 

吉村：4 回目も。 

 

柳田：これも凄い回になりますね。 

 

吉村：素晴らしい回になりそうですね。 

 

柳田：ということでここまで来ましたが、今回も最後スペシャルゲストが。 

 

吉村：スペシャルゲスト、ご登壇いただきます。 

 

柳田：アンバサダー、よろしくお願いします。 

 

石崎：またどういう人がいいのかなということで、今回ちょっと寺岡さんという方です

ね。見た通りこうね、凄く誠実感があるような、知識豊富な方に見えると思うんですけ

ど。元々は空間デザイナーということで、そういった中でエネルギー波っていうのも結

構研究されてまして。そういう絡みの中から人体もエネルギー波なんだよというところ

で、いろんな知識をお持ちなんですけれど。 

 

ちょっと私が別でやってる会社があるんですが、そこともちょっと取引しておりまして。

皆さん知ってらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、言い方あれですが、波動機

みたいなのありますよね。 

 

波動機っていろいろあるんですけれど、要は病気の原因がどこにあるのかとか、どこが



    

 

今後問題となってくるのかっていうのが、ロシアとかドイツの方とか、そういったとこ

ろはそういう機械があるんですね。それが医療的に認められて、使ってもいいっていう

ふうになって。日本だとちょっと、なかなかね、オカルトというかまだ認知がないんで

すけど。 

 

本当にね、いくつも私、波動機見てるんですけれども、こちら寺岡さんが扱ってらっし

ゃるそういった装置っていうのは、凄く自分の状態が見れるんです。なので、本当にそ

の原因っていうのがどういったところから来てるのかっていう。自分がどういう状態で

そういう病気のリスクがあるのか、今起こっているのか。 

 

そういうことを機械の説明ではなくて、エネルギーとしての自分の体。エネルギー情報

としての体っていう部分でのお話しをですね、していただきたいなっていうふうに思っ

ております。結構興味深いお話になると思っています。もちろん、長谷さんと対談して

いただこうかなと思ってます。 

 

柳田：ちょっと楽しみですね。 

 

吉村：そうですね。また違った面からのアプローチで、お話しいただけるんではないか

と思います。 

 

柳田：ということで第四回目も盛りだくさんとなりました。 

 

吉村：そうですね。 

 

柳田：じゃあまた、第四回でお会いしましょう。皆さんもありがとうございました。 

 

よろしくお願いします。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：ということで長谷スマップ。 

 

吉村：スマップ。 

 

柳田：もうよくわかんなくなってきましたけれども。 

 

吉村：もうね、ラストの回、第五回のご紹介ですからね。 



    

 

 

柳田：第五回もいよいよ来ましたね。 

 

吉村：イケメン。 

 

柳田：そうですね、今回の先生はイケメンの。 

 

吉村：宮野先生です。宮野先生、一言ご挨拶いただけますでしょうか。 

 

宮野：お待たせしました、宮野です。一応最年少ということでやらせていただいてるん

ですけれども、今年で 18 になりまして。頑張っていきたいなと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

柳田：いいですね。 

 

吉村：いいですね。ありがとうございます。 

 

柳田：さすが。 

 

吉村：では第五回目の詳細、見ていきましょう。 

 

柳田：こちらですね。 

 

吉村：第五回目は 12 月 15 日、日曜日、ラストの回となります。この第五回目は、4 つ

のテーマでお送りしたいと思います。 

 

1 つ目、「セルフケアを伝えて周りの家族や友人を健康に」。2 つ目「治療結果を出すた

めに」。3 つ目「内臓治療の発展と応用」。そして 4 つ目「内臓の免疫系（脾臓など）」

ですね。こちら宮野先生、うかがってもよろしいでしょうか。 

 

宮野：まずですね、その「内臓の治療の発展と応用」ということですね。最後ですので、

第五回目ということで、一通りの機能ですとか、流れっていうものをやって、皆さんで

実際にやっていただいたと思うんですけれども。そこから、下にもちょっと書いてある

んですけれども、どんな症状にも対応できるようにするっていうようなことが書いてあ

ると思うんですね。 

 

なので、ちょっと今この映像を見ている方だと、なかなか、どんな症状にも対応できる



    

 

ってどういうことっていうのがあるとは思うんですけれども。それを考え方という部分

にはなってくるんですけど。最初の一回から四回までの中で、その考え方についても結

構学ばれて、「あっ、もしかしたらこういうのもいけるかもしれない」っていうところ

を感じていただいてると思います。その第五回目の当日にはですね、 

 

ただ、今これを見てて、それどういうことなんだろうっていうのがなかなかわからない

と思いますので、ざっくりとご説明すると、体が、コップで例えると、コップの中にお

水がちょっとずつ入ってくるようなイメージですね。その水っていうのが体に負担だと

思っていただいて。で、どんどんどんどんコップがいっぱいになってくるわけですね。 

 

で、最後ちょっとぷっくりしてきて、表面張力で垂れそうで垂れないみたいなところが

あると思うんですけど、そこがちょっと限界点で。そっからちょろっと垂れてきたもの

が、症状だと思っていただけるといいかなと思うんですね。 

 

柳田：ほう、なるほど。 

 

宮野：なので、体の状態と症状っていうのは別物なんだよっていうのを、まずちょっと

認識していただいて。 

 

で、一般的には症状が良くなったら、「あ、治りました」っていう感覚になるとは思う

んですけれども、それってさっきのコップで例えた、垂れたものが無くなったよってい

うだけなので。まだコップの中の水はパンパンだったりするわけですね。 

 

柳田：なるほど、なるほど。 

 

宮野：そこで「ああ、元気になった」って思ってると、またちょっと負担かかるとまた

垂れるみたいな、その繰り返しになっちゃうので、それでセルフケアをすることによっ

て、その水自体をしっかり処理をしていって、体に掛かる負担に対応できるっていうの

をつくってくっていう。 

 

だからそのコップから垂れた水が、腰の痛みかもしれないし、何かの病気かもしれない

しっていう、いろんな出方をすると思うんですけど。だからそこを何とかしましょうっ

ていう考え方で講座を受けていただくと、もしかしたらどんな症状が出ても対応できる

かもしれないなっていうイメージを持っていただけるんじゃないかなと思います。 

 

だからそこが、発展と応用っていうところですね。詳しくは当日お話ししたいなと思い

ます。 



    

 

 

吉村：今ちょっと聞いただけでも、凄く。 

 

柳田：非常にわかりやすいですね。 

 

宮野：わかりやすいですね。 

 

吉村：健康って。 

 

柳田：18 歳に思えないわかりやすさ。 

 

宮野：大丈夫でしたか、今ので。 

 

柳田：さすが先生の秘蔵っ子ですね。 

 

長谷：脾臓なだけに。 

 

宮野：脾臓だけに。先生、上手いですね。（ピンポン）。ありがとうございます。 

 

柳田：さっきからやりたかったんでしょ。 

 

宮野：ずっとこれを見てて、やりたかったんですけれども、いつ触っていいかと思って。 

 

柳田：いやいや、いいんですよ。 

 

吉村：バッチリでした。 

 

柳田：いやでも、本当じゃあここまで来れば、コップの中の水も、自分でコントロール

して、どんどん減らすことができるようになるんでしょうか。 

 

宮野：なります。 

 

柳田：なるんでしょうか。 

 

宮野：ここでそうか。（ピンポン）。すみません、まだ 18 で勉強不足なので、すみませ

ん。 

 



    

 

柳田：いや、凄い言い切っていただきました。 

 

吉村：いいですね、でもなんかこの概要聞いてくだけでも、知識が増えたというか。 

 

柳田：増えましたね。 

 

吉村：本当に考え方の部分で既に私も、見ていただいてる皆さんも進んでるんじゃない

かなと思います。 

 

柳田：HQ 凄いですよ。これだけの知識とスキルと。 

 

で、本当に凄いです。この溢れたものだけじゃなくて、この中をちゃんと対応できるっ

ていうのは、凄いですね。石崎さん、どうですか。 

 

石崎：いや、若いのにね、コップの例え、凄かったですね、本当に。体もね、さっきお

っしゃってたようにどんどん負担かけていくと、水がポロポロッとそれなんの症状にな

るかわからないってとこで、やっぱそこをコントロールしてくっていうのは、本当に必

須じゃないかなと思うんですね。 

 

柳田：いや、そうですね。しかし本当に長谷さん、第五回見ても、全部通して見ても凄

いワクワクするし、凄い。これだけ見ると本当に先生もおっしゃってましたけど、まだ、

今実感沸かない人もたくさんいるとは思うんですが、凄い可能性が開けてる感じはしま

すけれども。 

 

長谷：そうですね。先ほど宮野が言った、例えの話あるじゃないですか。あれってちゃ

んとそういうものを理解してないとなかなか例えられないんですよね。だからうちのス

クールなんかでは、もう専門用語禁止の授業とかあるんですよ。専門用語並べるだけな

ら、誰でもできるじゃないですか、ちょっと勉強すれば。 

 

ただ専門用語じゃなくて、それを言い換えて。例えば背骨っていうキーワード使っちゃ

いけないとか、そういうので徹底的にやっていくんですよね。そうするとだから理解も

できますし、ちゃんとに考え方の部分がやっぱりしっかりしてくるんですよね。今はコ

ップの例えでしたけど、他の人がやるとまた違う例えが出てきて、説明するんですよね。 

 

そういう、他の仕事してる人でも、健康関係の仕事してる人でも、これはたぶん使える

ものだと思うんですよね。分かりやすく説明するっていう。相手の目線に下がって説明

するっていうのも、非常に重要になりますので。そういった部分の考え方とか表現の仕



    

 

方とか、そういうものも健康師に必要なスキルになってくると思いますけどね。 

 

吉村：分かることも伝えることも、どちらも大事ですからね。 

 

柳田：もう本当にプロから。プロの方もそうですし、ちょっとジャンルが違う方も含め

て、人に携わる、人の健康とか心の問題とかに携わる方も、これ身に付けておくと、本

当にいろいろ応用ききますよね。 

 

長谷：そうですね、仕事でも応用きくでしょうし、子供で、何か説明する時も、分かり

やすく説明する。自分がやっぱりちゃんと理解できないと説明できないので。 

 

柳田：ですね。あとはこの流れで出てきましたけれども、3 歳から 80 歳、90 歳まで、

みんなセルフケアできてるっていう話になりましたので。 

 

吉村：凄いことですよ。 

 

柳田：凄い幅広いですよ。 

 

吉村：お医者さんに行かないと駄目だというふうに私みたいに、調子悪くなったらお医

者さん行かなきゃみたいな方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、違うよと。自

分である程度の所までコントロールできるんだよっていうのは、凄い可能性があるお話

だなと思ってうかがっておりました。 

 

柳田：いや、本当ですね。 

 

吉村：五回目なんかもういよいよ。 

 

柳田：いよいよ。 

 

吉村：周りの人も幸せにしていくっていうような回になると思うので。 

 

柳田：令和元年の本当に最後の月にね。 

 

吉村：本当ですね。 

 

柳田：こうして卒業できる回になりますので。 

 



    

 

宮野：そうですね。 

 

柳田：最後、宮野先生、皆さんにとっておきの一言をお願いしたいと。 

 

宮野：とっておきの一言ですね。最終回ということでですね、先ほどお話ししたように、

その結果を出すための応用という部分と。あとはテーマの最後にありましたけれども、

その免疫系ということで。免疫力ってよく言うと思うんですけども、やっぱり体を守る

上で、読んで字のごとくなんですけけれども、病から免れるための力っていうことで、

凄く大切な部分になってくると思います。 

 

で、その免疫力って言ってもいろいろあると思うんですけれども、簡単に言うと攻撃力

と防衛力っていう部分だと思うんですね。何かが入ってこないようにするためっていう

部分もありますし、もし仮に入ってきてしまった時に、それに対して戦う力っていう部

分になってきますので。要は体の軍隊のような役割をしてますので。 

 

それが足軽兵ばっかりだと、なかなか戦うものも戦えないっていう部分ですので、そこ

を騎馬隊から戦車隊まで使えるような感じで、疫力を高めていければ、皆さんも今後病

気にかかりにくくなるのもそうですし、かかった時にも戦う力ができてくるというとこ

ろで、最高に楽しい第五回、僕がお伝えしたいと思います。 

 

こんな感じで、またお待ちしております。よろしくお願いいたします。 

 

柳田：いや、素晴らしい。説明王ですね。 

 

吉村：軍隊の例えも凄くわかりやすかったし。凄いですね。 

 

石崎：皆さん、足軽兵ばっかだと駄目だってことだね。 

 

柳田：わかりやすいですね。 

 

長谷：昔の俺らみたいに戦闘一種類だけじゃ駄目。ディフェンスも。 

 

柳田：ということで全五回、盛りだくさんでお届けしてきましたけれども、本当に楽し

みになってきましたね、これは。 

 

吉村：凄いですね。 

 



    

 

柳田：もう僕も、受けたくて受けたくて、仕方がなくなってきましたので、ぜひ身に付

けたいと思います。ということで、宮野先生もありがとうございました。 

 

宮野：ありがとうございました。 

 

吉村：ありがとうございました。 

 

柳田：ということで非常に濃い、5 ヶ月のプログラムをお伝えしてきましたけれども。 

 

吉村：内容もそうですけど、インストラクターの先生方がなんか魅力的で。 

 

柳田：やっぱりね、1 人 1 人もうプロですから、素晴らしいですね。 

 

吉村：凄かったですね。 

 

柳田：しかもその先生方が、基本的には毎回、ほぼ皆さん来てくれるっていうことで。 

 

長谷：そうですね。あと私も、当日はサポートで周りにいますので、当然。 

 

柳田：ちょっとさっきまでの話を聞くと、「長谷さんは？」って思うかもしれませんが、

基本的にはメインで長谷先生が毎回しっかり講義も全部やってくれた上で。 

 

吉村：ご安心ください。 

 

柳田：先ほどのインスタラクターの先生も話していただけるということです。 

 

吉村：贅沢なプロジェクトですね。 

 

柳田：もの凄い贅沢です。ということで、これだけではありません。さらにサービスが

あります。 

 

吉村：そうです、さっきのサービス＆サポート 1 でございました。 

 

柳田：1 で 1 時間以上話しましたけど。2 がこちらです。 

 

吉村：サービス＆サポート 2、「講義動画のオンライン配信（全 5 回）」。 

 



    

 

柳田：ということなので、これは当然全部収録をして、どうしても来れない方、来れな

い回がある方もいらっしゃると思うんですけれども、全て完璧に収録をして配信をさせ

ていただく。 

 

吉村：復習したい方もね、復習していただけます。 

 

柳田：そしてこれは基本的には我々の会社が続いている限り、半永久的に配信をしてい

くということなので。 

 

いつもこれ聞かれるんですけど、どれぐらい見れますかって。これ基本的には半永久的

に配信させていただくので。これも貴重ですよね。 

 

長谷：そうですね。何回も見直せますもんね。 

 

吉村：不変の内容をお伝えするんですもんね。 

 

柳田：当然お一人だけが、ご家族で参加されて、あとは家族でシェアとか、そういった

形で見ていただくのも大丈夫です。 

 

さあそして、これだけではありません。そして 3 つ目がこちらです。 

 

吉村：サービス＆サポート 3「長谷先生・インストラクターによるご質問への回答」。

動画でお答えする予定です。 

 

柳田：ということで、これ毎回の講座の後に、やっぱり実践をしていろんな質問あると

思うんですけれども、あるいはその場で聞けなかったこととか。それも当然その場でい

ろんなインストラクターの先生に聞いていただけたりもするんですが、やっていただい

た上での疑問とか質問、これどんどん事務局にお寄せいただいて、それを。 

 

吉村：そうですね。ある程度まとめてお渡しして、長谷先生の方、もしくはインストラ

クターの先生の方で動画で。動画の方が分かりやすいということですので、動画でお答

えいただけるというサービスを付けております。 

 

長谷：そうですね。できれば回が最初のうちの場合は質問いただいて、いい質問でシェ

アしたい場合とかは、次の回の時にちょっと答えたりとかします。なるべく動画とか、

動きのあるもので回答したいと思いますけどね。 

 



    

 

柳田：ありがとうございます。長谷先生、どうしても忙しいとかそういう場合は、先ほ

どの皆さんが。 

 

長谷：そうですね。 

 

石崎：軍団がね。 

 

柳田：全て答えます。飛車角。 

 

吉村：もう、本当に人材が豊かなので。 

 

長谷：部隊が。 

 

柳田：飛車角部隊がいますからね。答えていただけますので、安心していただきたいと

思います。これも大きいですね。 

 

吉村：安心ですね。やっぱり自分でやり始めっていうのはね、これでいいのかなってい

うのがあると思いますので、サポートしていきます。 

 

柳田：そして次も本当に凄いんです。ここまでやっていただいて、ありがとうございま

す。こちらです。 

 

吉村：サービス＆サポート 4 です。「フォローセミナー＆治療体験」ということで直接

受講していただいた方は、サポートの先生方、インストラクターの先生から、治療も受

けられるようなサポート体制をとりたいと思います。 

 

で、内容は収録して配信予定で、実際に受講して治療を受けるっていう方は、別途費用

をいただいて。ただこれもね、破格のご用意です。 

 

長谷：それで治療体験プラスフォローセミナーと。あとはスクールの体験授業みたいな

のも計画してるので、たぶん相当安いと思いますよね。 

 

柳田：これは毎回の後に、やっていただけるということで。なので一回目を受けて、し

っかりと受けてその上でまたこのフォローセミナーも受けられる。で、ついでに先生方

の治療も受けられる。で、どうしても来れない方も収録を見ればいいと。 

 

吉村：3 段階にも 4 段階にもフォローして。あとは自分でやってみる治療と、先生方の。 



    

 

 

柳田：そうですね。 

 

吉村：プロの治療っていうのも、もしかしたら自分で頑張っていると、感じ方も敏感に

感じられるんじゃないかと思うので、ぜひご活用いただきたい、サービス＆サポートに

なります。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

―――――― 

さらに追加！！サービス&サポート 5「theHQ 健康師通信」 

サポート講師として登壇するインストラクターの先生方によるコラムを週 1 回お届

けします。それぞれの先生方が実際の治療の場で感じていることを含めて、理論派、

感覚派、男性、女性、様々な視点からお伝えしていきます。 

また、事務局からのご案内のメールも随時配信させていただきます。 

※こちらのサービスは撮影後、新たに追加されました 

―――――― 

 

 

柳田：ということで、もう凄い盛りだくさんなんですけれども、「the HQ」のいよいよ

参加方法についてお伝えしていきたいと思います。 

 

まずはね、受講のスタイル 2 つあるんですけれども、こちらご説明、お願いします。 

 

吉村：受講スタイルは 2 つ。1 つ目、「リアル受講コース」、2 つ目「オンライン受講コ

ース」。名前の通りですが、実際に会場に来ていただくリアル受講。それから遠方で会

場に向かうのは難しいという方のため。もしくは海外でこの動画に出会った方のために、

オンラインの受講というのもご用意したいと思います。 

 

この受講スタイル 2 つあって、フォローセミナーもリアルコースの方が優先ではあるん

ですが、お席が空いている場合などは、オンラインの方もフォローアップにぜひお越し

いただけるような形で、受付したいなと思っております。 

 

柳田：ただやっぱりメインはリアル受講なので、ぜひできれば直接、ゴッドハンズたち

に。 

 

吉村：ゴッドハンズたちに。 



    

 

 

柳田：アートハンズたちに会いに来て欲しいなというふうに思っております。 

 

そしてこんな方にご参加いただきたいということなんですけれども。 

 

吉村：「こんな方に参加してほしい」。 

セルフケアにより現在と未来の自分の体を健康にすることができ、健康を害するあらゆ

る問題から防衛できるようになりたい方。 

自分自身だけではなく家族や友人などにも施術することにより、健康にすることができ

るスキルを身に付けたい方。人生 100 年時代において最大の資産である“健倖”の正

しい知識を得たい方。「the HQ」のビジョンに共感し、社会全体の HQ を向上させたい

方。治療家として対応できる症状、病気を増やし、多くの人を救えるようになりたいと

考えている方。 

こんな方に参加してほしいですね。 

 

柳田：本当にね、ここまで見て、学びたい、身に付けたいという方もぜひ全員。いや、

我々もちょっとね、なってしまいましたね。出たいなというふうに。 

 

吉村：これは本当に楽しみです。 

 

柳田：そして一応こういう方は NG ですっていうのもあります。 

 

吉村：一応作りましたので、ご紹介します。こんな方はご参加をご遠慮ください。 

 

私利私欲のためだけにこの知識、手技、スキル、情報を使う方、お断りしたいと思いま

す。 

 

宗教、反社会的勢力、マルチ、ネットワークビジネス等の活動目的に使う方、ご遠慮く

ださい。 

 

そして精神疾患をお持ちの方。まずはそういった専門の病院に行っていただいてという

のを優先いただきたいと思います。 

 

柳田：こちらよろしいですかね。ただやっぱり受けたいっていう意思がある方は、基本

的には大丈夫ということですね。 

 

長谷：そうですね。 



    

 

 

柳田：さあいよいよ、気になる参加料なんですけれども。これ我々もね、非常に。 

 

吉村：悩ましい。 

 

柳田：お得だというのも言ってきましたし。ただやっぱりインストラクターの先生たち

からすると、これほどお得なことはないというのも言ってきましたけれども。 

 

まずその前に、一般的なこういった、もし学ぶ場合の専門的スクールに通った場合の費

用なんですけれども、大体こういった形になります。 

 

吉村：「専門的なスクールの費用」としましては、例えば医療系専門学校。3 年間でお

よそ 450 万円。カイロプラクティック、1 年から 4 年間で 100 万円から 650 万円くら

い。エステティシャン、1 年で 100 万から 150 万円、スクールで費用がかかるというこ

とです。 

 

柳田：やっぱりこれぐらい、専門的スクールだとかかるんですね。 

 

長谷：そうですね。エステなんか自信がある所なんかは、もっと、この倍ぐらい取りま

すよね。 

 

吉村：強気の価格設定。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：やっぱり期間は長い期間やってますけれども、やっぱりそれは 100 万以上かけ

てやってるということです。 

 

吉村：でも人を触ったり、施術したりする方なんで、それくらいかかるのかなというふ

うに、数字を見ても思うところではあります。 

 

柳田：そうですね。そしてそれだけではなくて、先ほどまで出ていただいた先生方だけ

が、長谷先生の認定したインストラクターの方だけが講師を務める「和整體学院」の方

でも、実際通うとこれぐらいの費用がかかります。 

 

吉村：認定インストラクターが講師を務める和整體学院でも、およそ 5 ヶ月もしくは 2

年で、費用が 160 万円かかります。 



    

 

 

柳田：これは。 

 

長谷：そうですね。高くはないと思うんですけどね。いきなりここに入るというのも、

やっぱりちょっと勇気が要るというかリスクが大きいので、まずはこの健康師とか、プ

レセミナーもそうですけど体験とかね、そこで来ていただいて、この良さを知ってもら

った上で納得してスクールに行くなり、健康師として活動するなりして。 

 

健康師として活動して、今スクールには行けないからという人は、何か後々、何年か後

に来る人もいらっしゃいますので。ぜひ入口として健康師とか、治療体験とかいろいろ

ありますので、ちょっとうちのアナログの方でね、できれば良さをちょっと知ってもら

いたいなと思いますよね。 

 

柳田：こちらも本当に、プロ向けというか。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：プロになりたい方も含めて、やれると。 

 

長谷：あとご家族が病気とかいう人は、やっぱりこっちの方に。本気で学ぶって感じで

いらっしゃる方が多いですよね。 

 

柳田：なるほど。こちらもちろん、素晴らしい学院なんですけれども、ただ今回、本当

に一般向けにということで。しかもですよ、こちらは、基本的にはインストラクターの

先生たちが講師を務めるんですけど、長谷さん出ないということなんですけれども。 

 

吉村：そうなんですね。 

 

長谷：出ないですね。 

 

柳田：出ないですよね。 

 

長谷：出るコース、セミナーもあるんですよ。基本的には学院の本科の方は、インスト

ラクターだけがやってます。 

 

柳田：その中でということなんですが、今回の我々の「the HQ」健康師養成プログラ

ムに関しては、出ていただけるんです。 



    

 

 

で、これちょっといやらしい話ですけれども、先生方も言ってましたけれども、先生、

長谷さんほとんどセミナー行わずに、やっても 2 日半で 300 万。 

 

吉村：そうですね。インストラクターの方々は、それぞれ地元で行列のできる治療院を

開業していながら、長谷先生に直接学ぶということで、毎回数百万円という受講料で教

えを受けているという事実があります。 

 

柳田：それだけの価値があるっていうのはやっぱ、これまでの動画をご覧になった方も

う分かってると思うんですけれども。 

 

吉村：私たちの HQ は、今回は長谷先生ご自身も登壇し、認定インストラクターの方の

サポートが付き、さらにはフォローアップという補講も行います。 

 

長谷先生が持つ健康哲学、知識、手技を広く一般の方にも伝授し、ご自身と家族を守る

ために必要な、人生 100 年時代に必須の知識とスキルを身つけていただく初めての機

会となります。それだけ価値がある、貴重な講座だとご認識ください。 

 

ただし、今回は一般の方向けということもありますので、柳田さん。 

 

柳田：できるだけリーズナブルでご参加いただけるように。ちょっとこれ、押しつけが

ましいですけれども。でもそれだけの価値があるというのを。 

 

吉村：そうですね、お伝えしたいですね。 

 

柳田：お伝えしたいですね。やっぱり先生方の思いもありますから。 

 

ということでですね。もう本当にしつこいんですが、あらために気になる参加料。 

 

吉村：なかなかね。 

 

柳田：もう本当、すいません。早く言えよと、感じなんですが。こちら。 

 

まだ出てこない。 

 

吉村：ざわつきますね。 

 



    

 

柳田：そして何と！ 

 

吉村：インストラクターの先生方もざわざわしております。 

 

柳田：この受講料にびっくりしているということで。 

 

吉村：先生方のお顔…。 

 

柳田：何とこちらは。すみません。 

 

長谷：よく作りましたね。 

 

吉村：気になる参加料は、7 月 31 日、水曜日に発表したいと思います。 

 

柳田：これでも「えっ！」っていう、なると思います。僕自身、もっと本当に上げよう

かなと思うぐらいな感じですけれども。大変お得なので、それを信じてぜひ、7 月 31

日、お待ちいただきたいと思います。 

 

そして最後、優先枠お願いします。 

 

吉村：第 1 話目からご紹介しておりますが、通常募集よりも早く申し込める「優先案内

枠」もご用意しております。リアルコースには定員があります。ちょっと会場の関係や

サポートの関係でですね。 

 

リアルコースには申し訳ないんですが定員を設けておりますので、既に体験セミナー＆

説明会で先行申し込みをいただいている方、たくさんお声をいただいております。ご興

味のある方は WEB 通常募集より早く申し込める「優先案内枠」にぜひご登録をお願い

いたします。いち早く、お得にお申込みいただくことが可能です。 

 

―――――― 

さらに！！追加特典：優先案内枠・早期お申し込みの方限定 

「『フォローセミナー＆治療体験会』1 回無料権」 

本講座各回の後に行われる｢フォローセミナー＆治療体験会｣ 

(費用別途・リアルコース 5,000 円/オンラインコース 7,000 円) 

に無料でご参加いただける権利をプレゼントいたします。 

―――――― 

 



    

 

 

柳田：ということでもうね、早く知りたいという方もいると思うんですが、募集当日ま

でちょっと待っていただきたいと思います。まずは我々のビジョンとか内容をしっかり

理解していただく回にしたかったので、こういった形にしております。 

 

ということで、第 4 回に渡ってお伝えしてきましたけれども、まずはこのきっかけとな

った出会いを作ってくれたアンバサダーの石崎さんから、皆さんに向けてのラストメッ

セージをいただけますでしょうか。 

 

石崎：そうですね、健康っていうのが、自分があんまり病気とか不調じゃない時ってい

うのは、あまり関心がないことですよね。若い方とか結構体調いい方が多いと思うんで

すけれど。ただ本当にある年齢、人それぞれ違うかもしれませんけど、どこかで体痛め

始めますよね。 

 

そこを予め防衛しとく、予防しとく、その知識を持つっていうのは、いろんなこういう

講座ありますけれど、例えば稼ぐ講座とか心の講座だとかいろんな講座があるんですけ

れども、一番土台となるのはやはり肉体で私たち生まれてきてしまっている以上、やっ

ぱりこの健康なんじゃないかなっていうふうに改めて思いますので。 

 

決してこれは損にはならない。本当に人生ずっと使えるスキルになると思うので、ぜひ

アンバサダーとしても受けていただきたいなと思っております。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：吉村さんどうですか。 

 

吉村：本当にですね、ご紹介していくこの 4 回。そして今講座をご紹介していく中でも、

私自身も学びが凄くありましたし、たくさんの方にぜひご参加いただきたいなという、

ワクワクするプログラムだなと思っております。 

 

柳田：私からも一言。僕も本当に今回のプロジェクト、いろんなきっかけで、また石崎

さんとのご縁からいろいろ始まりましたけれども。 

 

やっぱり進めていくうちに、本当に自分自身が受けたいし身に付けたいなと思いました

し、やっぱり家族を守るとか、あるいは周りの人にやってあげられるっていうのは、や



    

 

っぱり素晴らしいスキルだし知識だなと思うんですね。 

 

やっぱり長谷さんの言う健康の定義っていうのが、その、常に変わる。生きている以上

はいろんなものを受けて変わっていきますから、それを常に最新の状態に、最高の状態

に保っていくっていうのが、やっぱり健康だというのは本当に終わりないものだと思い

ますので、このタイミングでぜひ身に付けていただいて、ぜひ多くの健康師が生まれる

といいなと思っております。 

 

吉村：ありがとうございます。はい、それではですね、最後に長谷先生からお話をいた

だければと思います。皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。 

 

長谷：第 4 回のところで、石崎さんががんと酸素の関係についておっしゃったんですけ

ど。酸素摂取能力がやっぱ下がってるんですよね、現代人って。その原因となってるの

は、実際肺ってガス交換だけで、実際の呼吸って横隔膜がやってるんですよ。 

 

で、1 回目の説明の時に佐藤先生が、「肝になるのは横隔膜だ」って何回も言ってまし

たけど、実際そうで。酸素摂取能力が下がっているので、がんになりやすくなると思い

ます。 

 

で、健康師として内臓のやつをやって、予防になるんですよ。ただそれはわからないん

ですね。それが予防になってるかどうなのかってわからないんですけど、必ずやった結

果っていうのは出てきますので、目に見える結果だけを追い求めるんじゃなくて、実際、

自分の体、相手の体、家族の体の治る力を信じて。あと自分の手技を信じてやっていた

だきたいと思います。 

 

で、皆さんも楽しみだ楽しみだって言ってましたけど、私自身も凄く楽しみでですね。

いろんな方とご縁をもって、インストラクターたちってのも、皆楽しみにしてますので、

ぜひ。どうしても来れない人はオンラインでもいいと思うんですけど、ぜひアナログの

方で来ていただいて、ぜひ交流を持っていきたいと思いますので、ぜひ参加してくださ

い。 

 

吉村：ありがとうございます。もう。 

 

柳田：普段はクールなゴッドハンドが。 

 

吉村：本当ですね。 

 



    

 

柳田：熱く。 

 

石崎：酒の席から始まった。 

 

柳田：アンバサダーも最後戻ってきていただいて。またこのメンバーでお伝えできたこ

とを嬉しく思いますけれども。 

 

いや、本当に締まりましたけど、最後。最後の最後までコメント特典、ご用意させてい

ただいております。 

 

吉村：ぜひね、今回のコメントでもいいですし、4 回トータルのコメントでも結構です。

もしくはもうやってみて何かあったというコメントも、とても嬉しいです。 

 

今回コメント特典としましては、「インストラクター特別収録動画 Part2 長谷式セル

フケアの可能性」。画像はイメージです。こちらは、本当にこちらもですね、大いに語

っていただいておりますので、ぜひ一言でもコメントいただきまして、こちらも合わせ

てお楽しみいただければと思います。 

 

柳田：ということで本当にユニークな先生方で。 

 

吉村：本当ですね、もう。 

 

柳田：ということで、もうね、全て受け取っていただきたいなと思います。そしてぜひ

ね、ご縁ある方は健康師として。 

 

吉村：HQ で。 

 

柳田：お会いしたいですね。 

 

ということで全 4 回に渡ってお届けしてきましたけれども、先生方、皆さん、ありがと

うございました。 

 

一同：ありがとうございました。 

 



    

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。  

セッションをご覧いただいたら、一言でも結構ですのでコメントをお教えください。 

 

セルフケアの技術を身につけたら、何にチャレンジしてみたいですか？ 

もしくは誰にケアをしてあげたいでしょうか？ 

プレ講座 4 本を通しての感想、長谷先生や治療家の先生方に 

メッセージがあれば、お寄せください。 

 

コメントを頂いた方には、その行動に感謝して特典を用意しております。 

 

コメントいただいた方には、 

長谷先生が指導した全国で活躍する治療家による特別収録動画 

「長谷式セルフケアの可能性 part2」 

をプレゼントいたします。 

テーマは「長谷式セルフケア」についてですが、 

前回からさらに深いところまで触れたり、 

別の角度から解説をしてくださっています。 

 

「the HQ 健康師」プログラムの根底に流れる 

健康哲学をこの動画からも学ぶことができます。、 

ぜひ、コメントをして、ご覧ください。 

 

★コメント、コメント特典のご請求はこちらから★  

⇒ https://the-hq.jp/session/jsdco/#coment 
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