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生命の波動を吹き返して」七福神をめぐる合宿 

●今回の開催地は、火の章でも訪れた伊豆高原で行います。この辺りは火×水

のエレメントが多く、今回は水の章として巡りたいと思います。 

 

●今回は特にリクエストの多かった、ベーシック受講＋合宿を検討してもらい

たい！との声にお応えします。毎回の合宿ではご提供出来ないので、是非とも

この機会にご検討下さい。普段の授業では行わない、月光練気も含まれてのお

得な内容となります。(練気受講費は別途必要です) 

 

●水の理解を深めるために、今回はキャニオニングで「天城山の水源」にあや

かりながら渓谷で半日遊び回る内容としています。 

 

●今回は、火の章で訪れた「大室山の山頂」巡りと、現世で神様の指示に従い

人々を実際にサポートする「七福神が宿る」場所、河津七滝(かわづななだる)

を往復３時間の行程で七つの滝を巡ります。専用色紙を購入(￥200)して、七

つの御朱印を集めるスタンプラリーを行います。 
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ご参加について 

開催日  2017 年 10 月 20 日(金)～22 日(日)  

集合時間 １０：０0 ※時間厳守でお願いします。 

 

募集人数 最小開催人数 12 名  

集合場所 三島 Ｊネットレンタカー ご案内はこちら→地図  

 

 

※三島駅からＪネットレンタカーまでは徒歩 5 分 

 

交通手段について 

往路：品川→三島／ひかり 465 号(岡山行)／9:10 発～9:47 着 

帰路：三島→品川／ひかり４７4 号(東京行)／17:56 発～18:33 着 

 

往路：名古屋→三島／ひかり 510 号(東京行)／8:35 発～9:55 着 

帰路：三島→名古屋／ひかり 481 号(岡山行)／17:48 発～19:08 着 

 

往路：新神戸→三島／ひかり 510 号(東京行)／7:16 発～9:55 

着帰路：三島→名古屋／ひかり 481 号(岡山行)／17:48 発～20:14 着 

http://www.j-netrentacar.co.jp/raiten/mishima/index.html
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キャニオニング 

https://www.adventuresupport.net/ 

渓谷を”歩き““泳ぎ”“スライディング”“ジャンプ”  

ロープを使った”ラペリング”などを駆使して下っていく、 

ヨーロッパが発祥のアウトドアスポーツです。 

伊豆の名湯「高原の湯」 

http://www.suiransou.com/ 

伊豆高原の名湯「高原の湯」 

名物は「泥パック」お肌も心もピカピカに！ 

前回好評だった「うまいもん処」で二日目は宴会予定 

https://www.adventuresupport.net/
http://www.suiransou.com/
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10/20 初日 －静岡 IN 伊豆高原－ 

10:00 三島駅 レンタカー集合 

※集団行動なので遅刻厳禁 東京着９:47 分 神戸・名古屋着 9:55 予定 

11:30 萬城の滝キャンプ場 ※到着予定 

12:00  キャニオニング (180～210 分) 

15:30 シャワー・着替え・軽食スタンドあり※施設案内 ※軽食各自清算 

16:00 体験棟 (同敷地内の体験棟貸し切り、森の中で錬気レッスンします)  

18:00 出発  

18:40 ※レジェンドファイブ鍵預かり ※朝食の買い出しを済ませます 

19:15 うまいもん処 ※刺身付・豪華バージョン＋飲み放題 

21:15 高原の湯 ※大露天風呂(タオル付き・手ぶらセット) 

22:15 出発 

22:30 月光錬気 ※エレメントストーンのある方はお持ちください 

 

 

 

 

 

※早い場所では紅葉シーズンともなりますので、渋滞状況にあわせて臨

機応変に予定が変更される場合がございます。予めご了承ください。 

https://www.adventuresupport.net/
http://schunchi.sakura.ne.jp/wasabi/sisetu.html
http://www.suiransou.com/restaurant.html
http://www.suiransou.com/
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わさび園泣かせ隊食堂 

http://www.nakasetai.com/menu.html 

あの「孤独のグルメ」でも放映された本物のわさび 

本当のわさびは甘い、そして息をしなければ…ひみつ(笑) 

 

孤独のグルメ記事はこちら 

伊豆の七福神めぐり 

http://kankou.town.kawazu.shizuoka.jp/attraction/143/ 

７つの滝それぞれに宿る七福神を巡ります。 

ここの御朱印は、その１枚で押し切れる思い出の札になるでしょう。 

人間界に一番近い神様「七福神の強幸運」を授かりましょう！ 

 

http://www.nakasetai.com/menu.html
http://www.nakasetai.com/menu.html
http://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume3/story/0724.html
http://kankou.town.kawazu.shizuoka.jp/attraction/143/
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10/21 二日目 －静岡 IN 伊豆高原－ 

7:00 朝食 ※パン・コーヒー＋(自炊) 

8:00 練気スクール 2DAY(120 分) ※大広間に集合 

10:00 終了 

10:15  車に集合   

11:30 わさび園泣かせ隊食堂(ランチ) ※孤独のグルメ放映 ※各自清算 

13:00 河津七滝七福神巡り ※各自で七福神色紙・おみやげ購入して下さい 

 

 

 

 

17:00 出発 

18:00 高級イタリアン B-GILL ※貸し切り・ウエルカムドリンク付 

※ワンドリンク以上は、各自清算で別途となります。 

21:00 出発 

親睦会 宿のお風呂(交代制)＆カラオケもあります！自由時間。  

22:30 月光錬気 ※エレメントストーンのある方はお持ちください 

●出合い滝（弁財天） ●カニ滝（布袋） ●初景滝（寿老人）  

●蛇滝（福禄寿）●エビ滝（恵比寿） ●釜滝（毘沙門天）  

●大滝（大黒天） ※御朱印とり 

http://airw.jp/event/renki/
http://www.nakasetai.com/menu.html
http://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume3/story/0724.html
http://izu-np.co.jp/izuhapi/news/20141110iz4005000002000c.html
http://www.b-gill.com/
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かんなみ仏の里美術館 

http://www.kannami-museum.jp/ 

里人の厚い信仰に守られてきた 

全国の貴重な文化財を展示している美術館 

三嶋大社 

http://www.mishimataisha.or.jp/ 

水エレメントに守られている 

武将・源頼朝が深く崇拝した「三嶋」の名、由来の神社 

http://www.kannami-museum.jp/
http://www.mishimataisha.or.jp/
http://www.mishimataisha.or.jp/
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10/22 最終日 －静岡 IN 伊豆高原－ 

7:00 朝食 ※パン・コーヒー+(自炊) 

8:00 座学「水の章について」 ※大広間に集合 

9:30 終了・退出準備 

10:00 退出 ※車に集合 

10:30 大室山ロープウェイ 

12:00 出発 

12:30 和むら総本店 

13:30 出発 

15:00 かんなみ仏の里美術館 

15:40 出発 

16:00 三嶋大社 ※水エレメントの恩恵の地 

17:00 出発 

17:30 三島駅 レンタカー店解散 ※ガソリン満タン返却  

  

 

 

●神戸・名古屋 17:48  ●東京 17：56 

 

※神戸・名古屋戻りの方は、掲載している時間を逃すと、こだましか選

択できません。時間はありませんが、遅れないようにご乗車下さい。 

http://omuroyama.com/
http://www.localplace.jp/t000528740/
http://www.kannami-museum.jp/
http://www.mishimataisha.or.jp/
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地図住所録 (運転手用) 

 日産レンタカー熱海店 

静岡県熱海市春日町 10-8 TEL /0557-82-4123 

 

 キャニオニング 

静岡県伊豆市地蔵堂 776-1 TEL /0558-83-2654 

 

 レジェンドファイブ伊豆高原 

静岡県伊東市八幡野 1105-126/08048403171(担当：鳥沢) 

 

 スーパーナガヤ 

静岡県伊東市八幡野 1184-1-1 

 

 うまいもん処 (高原の湯は併設) 

静岡県伊東市八幡野 1180 TEL/0557-54-5200 

 

 わさび園なかせ隊食堂 

静岡県賀茂郡河津町梨本 379-13 TEL/0558-36-8263 

 

 本家鮪屋 

静岡県伊東市八幡野 1069-4 TEL/0557-54-3088 

 

 大室山ロープウェイ 

静岡県伊東市池 672-2 登山リフト事務所 TEL/0557-51-0258 

 

 和むら総本店 

静岡県伊東市冨戸 1007-27 TEL /0557-51-3338 

 

 かんなみ仏美術館 

静岡県田方郡函南町桑原 89 番地の 1 TEL / 055-948-9330 

 

 河津七滝観光センター 

静岡県賀茂郡河津町梨本 379-13 TEL/0558-36-8263 

 

 三島大社 

静岡県三島市大宮町 2-1-5 TEL/ 055-975-0172 
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主催運営会社 2017/10/20 開催 

 
広尾 カウンセリングオフィス AIR WORKS 

東京都渋谷区広尾 1-5-9 ミドルリバー広尾 202 

お電話 03-3486-5556 (合宿中は桑坂携帯へ転送されます) 

メール mail@airw.jp (担当：桑坂) 

mailto:mail@airw.jp

