
011 年 5 月半身動作研究会カレンダー
●お問い合せ・お申し込みは
半身動作研究会　 hanmidosa@gmail.com（中
島）まで。
※ブログもご参照ください。
半身動作研究会の「技アリ」ブログ　
http://hanmidosa-waza-ari.cocolog-nifty.com/b
log/

────────────────
★5月 2日（月）18 時 30 分─20 時 30 分（18
時受付け開始）
◎半身動作研究会＠築地　ワンテーマ「離陸を
かける」●講師：中島章夫（武術稽古法研究家、
骨盤おこしトレーナー）●会場：築地社会教育会
館　第二和室／東京都中央区築地 4丁目 15 番 1
号／電話 03-3542-4801・03-3542-4802●定員：
10 名●参加費：2000 円【ひとこと】松聲館の
技法を支えている「足裏の垂直離陸」を中心に、
離陸をかけるという術理を稽古します。
────────────────
★5月 5日（木）19 時─21 時（18 時 30 分受付
け開始）
◎半身動作研究会＠恵比寿　ワンテーマ「皮膚
を操作する」
●講師：中島章夫
●会場：抱一龕道場／東京都渋谷区恵比寿西 
2-11-4 B●参加費：2000 円【ひとこと】皮膚の
接点圧力のコントロールによって、相手を崩す
方法を学びます。
────────────────
★5月 6日（金）18 時 30 分─20 時 30 分（18
時受付け開始）
◎半身動作研究会＠明石町　ワンテーマ「重心
の移動で崩す」●講師：中島章夫●会場：明石町
区民館　7号和室／東京都中央区明石町 14 番 2
号／電話 03-3546-9125●定員：20 名●参加費：
2000 円【ひとこと】「重心移動」という切り口

から、ナンバ歩き、井桁崩しなどを解説し稽古
します。
────────────────
★5月 7日（土）19 時─21 時（18 時 30 分受付
け開始）
◎技アリ企画「ロシア武術システマ～ベーシッ
ク・ナイフワーク 1～」●講師：北川貴英（シス
テマ公認インストラクター）●会場：文京区ス
ポーツセンター　多目的室／東京都文京区大塚
3－29－2／電話 03-3944-2271●定員：30 名ぐ
らい●参加費：2000 円【ひとこと】システマの
ナイフワークにはマーシャルアーツや身体の使
い方、メンタルのコントロールなどをレベルアッ
プさせるエッセンスが詰まっています。※トレー
ニングナイフやそれに代わる木製、もしくは竹
刀の小太刀などを持参のこと。（バターナイフや
刃を潰したナイフなどは不可） 
────────────────
★5月 8日（日）12 時 15 分～14 時 45 分（12
時受付け開始）
◎半身動作研究会＠柏　テーマ「正中面と井桁
崩しの原理」●講師：中島章夫●会場：アミュゼ
柏中央近隣センター二階　和室／千葉県柏市柏
6丁目 2-22 ／電話 04-7164-4552●参加費：
2500 円●主催：野田古武術の会●申し込み：
kikitsu2@gmail.com（ききつ）まで。【ひとこと】
松聲館の技法を根本から変えた「井桁崩し（平
行四辺形の原理）」とはどういものか。それはど
のように形を変えていまの技や動きに働いてい
るのか。大きな動きから小さな動きへと順を追っ
て稽古します。
────────────────
★5月 10 日（火）18 時 30 分─20 時 30 分（18
時受付け開始）
◎半身動作研究会＠明石町　ワンテーマ「井桁
崩しの原理」●講師：中島章夫●会場：明石町区
民館　7号和室／東京都中央区明石町 14 番 2号
／電話 03-3546-9125●定員：10 名●参加費：

2000 円【ひとこと】松聲館の技法を根本から変
えた「井桁崩し（平行四辺形の原理）」とはどう
いものか。「正面の斬り」と「柾目返し」を中心
に稽古します。
────────────────
★5月 11 日（水）18 時 30 分─20 時 30 分（18
時受付け開始）
◎半身動作研究会＠新川　ワンテーマ「離陸を
かける」●講師：中島章夫●会場：新川区民館　
1号室／東京都中央区新川一丁目 26 番 1号／電
話 03-3551-7000●定員：10 名●参加費：2000
円【ひとこと】相手を崩すとは、相手の重心を
動かすことです。自分の重心移動を相手に伝え
て崩す方法を稽古します。
────────────────
★5月 12 日（木）19 時─21 時（18 時 30 分受
付け開始）
◎半身動作研究会＠恵比寿　ワンテーマ「趾（あ
しゆび）トレーニング」●講師：中島章夫●会場：
抱一龕道場／東京都渋谷区恵比寿西 2-11-4 B●
参加費：2000 円【ひとこと】立つ、歩く、走る
の基本となる足裏の実力を高めるべく、趾の役
割と使い方を学びます。趾トレーニングブロッ
ク（当会で用意）による鍛錬も行います。
────────────────
★5月 14 日（土）18 時 30 分─20 時 30 分（18
時受付け開始）
◎半身動作研究会＠新川　ワンテーマ「重心の
移動で崩す」●講師：中島章夫●会場：新川区民
館　1号室／東京都中央区新川一丁目 26 番 1号
／電話 03-3551-7000●定員：10 名●参加費：
2000 円【ひとこと】「重心移動」という切り口
から、ナンバ歩き、井桁崩しなどを解説し稽古
します。
────────────────
★5月 15 日（日）15 時 45 分～17 時 45 分（15
時 30 分受付け開始）
◎技アリ企画「呼吸をして自分になる ─ 現代を

生きる女性のためのシステマクラス」第三回●
講師：渡辺（北川）文（システマ公認インスト
ラクター）●会場：文京区スポーツセンター　柔
道場／東京都文京区大塚 3－29－2／電話 
03-3944-2271●定員：30 名ぐらい（女性限定）
●参加費：2000 円【ひとこと】「呼吸をしてリラッ
クス」することで「強く」なれます。不安を感
じたときは呼吸も止まり、身体もストップして
います。呼吸をしていれば身体は動いています。
日々のなかで、自らの限界を、かる～～く超え
てみませんか？
────────────────
★5月 15 日（日）19 時～21 時分（18 時 30 分
受付け開始）
◎技アリ企画「ロシア武術システマ～ベーシッ
ク・ナイフワーク 2～」●講師：北川貴英（シス
テマ公認インストラクター）●会場：文京区ス
ポーツセンター　柔道場／東京都文京区大塚 3
－29－2／電話 03-3944-2271●定員：30 名ぐ
らい●参加費：2000 円【ひとこと】ナイフワー
クの二回目。全２回のクラスに出れば、トレー
ニングナイフに初めて触れる方でも、ナイフワー
クの基礎を身につけられるでしょう。※トレーニ
ングナイフやそれに代わる木製、もしくは竹刀
の小太刀などを持参のこと。（バターナイフや刃
を潰したナイフなどは不可） 
────────────────
★5月 16 日（月）18 時 30 分～20 時 30 分（18
時受付け開始）
◎半身動作研究会＠築地　ワンテーマ「趾（あ
しゆび）トレーニング」●講師：中島章夫●会場：
築地社会教育会館　第二和室／東京都中央区築
地 4丁目 15 番 1号／電話 03-3542-4801・
03-3542-4802●定員：10 名●参加費：2000 円【ひ
とこと】立つ、歩く、走るの基本となる足裏の
実力を高めるべく、趾の役割と使い方を学びま
す。趾トレーニングブロック（当会で用意）に
よる鍛錬も行います。


