
────────────────
★6月 17 日（日）18 時 15 分─20 時 45 分
（18 時受付け開始）
◎技アリ企画「韓氏意拳入門～方法がない
と不安でたまらんわたしたち。」●講師：駒
井雅和／日本韓氏意拳学会教練●会場：月
島社会教育会館　第二和室／東京都中央区
月島4丁目1番1号（月島区民センター4階、
5 階）／電話 03-3531-6367●定員：10 名
●参加費：2500 円【ひとこと】未定
────────────────
★6月 20 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「正
中面を育てる」●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：
6 名ぐらい●参加費：2000 円【ひとこと】
中心感覚を育て、しっかりした体幹を作り、
なおかつ相手を崩すための位置取りを誘導
してくれる「正中面」感覚を稽古します。
────────────────
★6月 21 日（木）
半身動作研究会＠恵比寿はお休みです。
────────────────
★6 月 22 日（金）18 時 30 分─20 時（18
時受付け開始）
◎技アリ企画「構造動作・股割り More★
チャレンジ」●講師：中村考宏／治療士（え
にし治療院院長／スポーツ＆股割り研究所
所長）●会場：月島社会教育会館　第二和
室／東京都中央区月島 4 丁目 1 番 1 号（月
島 区 民 セ ン タ ー 4 階、5 階）／ 電 話 
03-3531-6367●定員：15 名（股割りチャ
レンジセミナー参加経験者のみ）●参加費：
3000 円【ひとこと】股割りチャレンジセ
ミナー参加経験者で、さらに股割りを追求
したい人の「特訓」セミナー。
────────────────
★6 月 23 日（土）16 時─17 時 30 分（15

時 45 分受付け開始）
◎技アリ企画「構造動作・『趾（あしゆび）』
Level Up セミナー」●講師：中村考宏／治
療士（えにし治療院院長／スポーツ＆股割
り研究所所長）●会場：明石町区民館　6 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（構造
動作トレーニングセミナー参加経験者の
み）●参加費：3000 円
【ひとこと】立位を支えている「趾（あし
ゆび）」の実力が運動の質を決定するとい
えます。趾を徹底的に鍛えたい人向けのセ
ミナー。
────────────────
★6月 23 日（土）18 時 15 分─20 時 45 分
（18 時 00 分受付け開始）
◎技アリ企画「構造動作・『割りメソッド』
セミナー」●講師：中村考宏／治療士（え
にし治療院院長／スポーツ＆股割り研究所
所長）●会場：明石町区民館　6＋7 号和室
／東京都中央区明石町 14 番 2 号／電話 
03-3546-9125●定 員：25 名●参 加 費：
3000 円【ひとこと】「腰割り」「股割り」「胸
割り」などの『割りメソッド』を中心に、「骨
盤おこし」「立位体前屈」「趾（あしゆび）」
など、構造動作理論のトレーニングを行い
ます。
────────────────
★6 月 24 日（日）14 時─16 時 30 分（13
時 30 分受付け開始）
◎技アリ企画「構造動作・股割りチャレン
ジセミナー」●講師：中村考宏／治療士（え
にし治療院院長／スポーツ＆股割り研究所
所長）●会場：新川区民館　1＋2 号室／東
京都中央区新川一丁目 26 番 1 号／電話 
03-3551-7000●定 員：25 名●参 加 費：
3000 円【ひとこと】キング・オブ・構造
動作トレーニングである「股割り」。補助
トレーニング、準備動作、効果的な股割り
のやり方まで。

────────────────
★6 月 26 日（火）19 時─21 時（18 時 30
受付け開始）
◎【特別稽古】半身動作研究会＠水天宮　
ワンテーマ「八方打ち技法」●講師：中島
章夫●会場：水天宮、門前仲町、茅場町各
駅から 10 分ほどの会場　※申し込んだ方
に詳細をお知らせします。●定員：3 名程度
●参加費：2000 円
【ひとこと】正中面はやがて中心軸へと収
めるために「八方打ち技法」を稽古します。
八方打ちは 94 年頃に中島が編み出した技
法で、公開で稽古するのははじめてです。
────────────────
★6月 27 日（水）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「体
幹の技法」●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：6
名ぐらい●参加費：3000 円【ひとこと】
動けるからだのための「体幹」のつくり方
と、体幹を使った技法の稽古をします。
────────────────
★6 月 28 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「離陸をかける」●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 B1●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。
────────────────
★6月 29 日（金）18 時 30 分─20 時 30 分
（18 時受付け開始）
◎半身動作研究会＠月島　ワンテーマ「武
の構造動作トレーニング●講師：中島章夫
●会場：月島社会教育会館　第三和室／東
京都中央区月島 4 丁目 1 番 1 号（月島区民
センター 4 階、5 階）／電話 03-3531-6367

●定員：6 名ぐらい●参加費：2000 円【ひ
とこと】骨盤、股関節、趾（あしゆび）、
胸割り、腕、指など構造動作トレーニング
理論を武術にどう応用するかを稽古しま
す。
────────────────
★6 月 30 日（土）14 時─16 時（13 時 30
分受付け開始）
◎半身動作研究会＠月島　ワンテーマ「骨
盤おこしトレーニング」●講師：中島章夫
●会場：月島社会教育会館　第一和室／東
京都中央区月島 4 丁目 1 番 1 号（月島区民
センター 4 階、5 階）／電話 03-3531-6367
●定員：6 名ぐらい●参加費：2000 円【ひ
とこと】「骨盤おこし運動」と「胸割り運動」
などの基本トレーニングをじっくり行いま
す。
────────────────
★6月 30 日（土）18 時 30 分─20 時 30 分
（18 時受付け開始）
◎特別講座「甲野善紀の術理史～最初期の
術理［不安定の使いこなし］等～」●講師：
中島章夫●会場：日本橋社会教育会館　第
一和室／東京都中央区日本橋人形町 1丁目
1番 17 号（日本橋小学校等複合施設 7～ 9
階）／電話 03-3669-2102●定員：20 名●
参加費：2000 円●主催：原理武術・甲章
研究室 http://hojos.blog135.fc2.com/●申
し込み：houjoushunkoku@gmail.com　方
条瞬刻（ほうじょうとものり）まで【ひと
こと】「教えない」を標榜する甲野善紀先
生の元で長年稽古してきた中島先生の経験
を通じ、両先生の稽古法の秘密に迫ります。
詳しくは→ 
http://hojos.blog135.fc2.com/blog-entry-1
39.html
────────────────


