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New！ 
500 時間クリパル・アユールベーダヨガ教師認定 
ヨガ教師、クリパルで５００時間認定に２つのオプション 
 
by Laura Hudson, Business Manager, Professional Training Programs 

  
 2009 年 9 月より、世界的に優
れたアユールベーダ教師たちの知
恵と技術を合わせ、その知識をク
リパルヨガのメソッドに組み入れ
ていきます。現在、アユールベー
ダの原理に基でき、治癒的なアプ
ローチで行う 500 時間クリパ
ル・アユールベーダヨガ教師認定
トレーニングをヨガアライアンス
に登録申請中です。 
 
 このトレーニングは、アユール
ベーダの基本（12 日間のセッショ
ンを 2 回）とヨガとアユールベー

ダのアドバンス・スタディ（7 日
間の集中）から成り立っています。
さらに、現在の 500 時間のモデュ
ール 2（プラーナヤーマと実践）
かモデュール 3（セルフとスピリ
ット）のどちらかを履修しなくて
はなりません。 
 
 このトレーニング中には、アユ
ールベーダの基本原理であるドー
シャ、サブドーシャ、ヴァーユ、
アユーベーダ的ライフスタイル、
歴史、哲学、サンスクリット、そ
して、アユールベーダとヨガの関
係を学びます。さらに、応用練習

として、栄光額、料理、心理学も
学んでいきます。担当講師は、デ
ヴィッド・フラウレイ、クラウデ
ィア・ウェルチ、ロージー・マン、
ジョン・ドウリラード、ヒラリー・
ガリヴァルチス、スーダ・キャロ
リン・ロウディーン、サティヤ・
ナラヤン・ダス、デヴァラシ・ハ
ートマン、スコット・ブロッソム
です。 
 
■詳細はこちらでご確認ください。 
kripalu.org./ Ayurvedaschool

 
 
クリック一つでコミュニティー 
KYTA オンライン・ヨガ・フォーラム新規開設 
 
ショーン・ラフラムボイス（特別プロジェクト担当） 
 
 

 KYTA は、デジタルの世界に入
っています。ヨガの教師も愛好家
もそろってヨガについて何でも語

り合える場となる新しいオンライ
ンフォーラムにご参加ください。
まだ、利用してなければ、きっと

この新しいコミュニティーのフォ
ーラムが気に入ってくれるでしょ
う。E メールのように簡単、グー
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 Each question posted by a user 
is followed by responses from other com-

munity members, so you can easily track the 
thread of conversation—and add to it.

KYTA is diving deeper into the digital realm! Come join our new online forum, where yoga 
teachers and enthusiasts alike have a place to talk about all things yoga. If you haven’t yet 
used a forum, you’ll love this new form of community. It’s as simple as e-mail, as handy as 

Google—and better than both of them. 
!e intention of the KYTA forum 

is to create a place where yoga 
teachers and practitioners 
can ask questions, share 
insights, tell stories, etc., all 
within a receptive and edu-
cational environment—and 
on your own time. If you’ve 
ever organized a conference call 
or a workshop, you know how di"cult 
it can be to bring everyone together in order to 
relay information e"ciently and e#ectively. !e computer has quickly become the easiest way to 
communicate with a large group of people, all of whom have di#erent and busy schedules. 

Have a question about a student with special needs but you’re not sure whom to ask, or you 

Community is just a click away
KYTA launches new online yoga forum
by Shaun Laframboise, Special Projects Administrator

Beginning in September 2009, we will be bringing together the wisdom and skills of 
some of the world’s greatest Ayurvedic teachers and combining their knowledge with 
Kripalu Yoga methodology. We are currently in the process of applying for Yoga Alli-

ance registration for a new 500-hour Kripalu Ayurvedic Yoga Teacher Training track with a 
therapeutic approach based on the principles of Ayurveda. 

!is training will be comprised of Foundations of Ayurveda (two 12-day sessions 
scheduled for September 13–25, 2009, and November 29–December 11, 2009) and Advanced 
Studies in Yoga and Ayurveda (a seven-day immersion scheduled for March 21–28, 2010). 
Teachers will also need to complete either Module Two: Pranayama and Practice or Module 
!ree: Self and Spirit, from the current 500-hour Kripalu Yoga Teacher Training.

In this training you’ll study the basic principles of Ayurveda: the doshas, subdoshas, and vay-
us; Ayurvedic lifestyle, history, and philosophy; Sanskrit; and the relationship between yoga and 
Ayurveda. You’ll also learn about practical applications, nutrition and cooking, and psychology. 
Faculty will include David Frawley, Claudia Welch, Rosy Mann, John Douillard, Hilary Garivaltis, 
Sudha Carolyn Lundeen, Satya Narayan Das, Devarshi Steven Hartman, and Scott Blossom.

For more information, visit kripalu.org/Ayurvedaschool. !

continued on page 2

New! 500-hour Kripalu Ayurvedic 
Yoga Teacher certi$cation
Yoga teachers will now have two options for  
pursuing 500-hour certi!cation at Kripalu
by Laura Hudson, Business Manager, Professional Training Programs
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グルのように便利、それでいてど
ちらよりもベターです。 
 
 KYTA オンライン・ヨガ・ファ
ーラムの意図は、受け入れ学び合
える環境の中で、ヨガの教師や生
徒が、自分の自由な時間に、質問
したり、洞察をシェアしたり、ス
トーリーを伝えたりなどができる
場を作ることです。特別なケアが
必要な生徒について誰に聞いたら
いいか分からないことはありませ
んか、または、もっとたくさんの
人の意見を聞きたいと思ったこと
はありませんか？新しいスタジオ
をオープンしたいけど、すでに開
設している人と話してみたくなり
ませんか？ヨガ用品の購入先を探
していませんか？あるポーズにつ
いて問題があったり、または、あ
るポーズを指導していて、さらに
ガイダンスを探していたりしませ
んか？人生に大きな転機となりそ
うなクラスを指導したとして、そ
の体験をグループとシェアしてみ
たいと思ったり、そのことで、た
くさんの人の役に立つだろうと思

われることはありませんか？ 
 
 あらゆる質問（そして、答え）
をフォーラムに持ち寄ってくださ
い。フォーラムのホームページか
らどんなトピックでも、クリック
してログインするだけです。誰か
が返答するとすぐに自分に E メー
ルの通知が届きます。自分が興味
あるトピックを購読することもで
きます。そうすると、これらの分
野で誰かが質問やコメントを投稿
すると、自分のところに E メール
の通知が届き、新しい情報をチェ
ックしたり、他の人の質問に返答
できます。 
 
 直接、自分に関心のあるトピッ
クに限定することはなく、フォー
ラムではいろいろな興味深い会話
の交流が進んでいますから、自由
に他のディスカッションも読んで
みてください。あるユーザーが投
稿した質問の後には、他のコミュ
ニティーメンバーからの返答が続
いているので、会話の流れを辿る
のも加わるのも簡単です。 

 もう一つ、このオンラインフォ
ーラムでワクワクすることは、ヨ
ガの実践の詳細からヨガ・ビジネ
スのコツにいたるまで、ヨガのあ
らゆることについての膨大な情報
のデータベースが、いずれでき上
がることです。そして、すべてが
数秒内に検索可能で無数のウェブ
サイトをスキャンする必要がなく
なることです。 
 
 私たちのコミュニティーが繋が
り成長するこの新しい機会にとて
もワクワクします。私たちは、こ
のフォーラムのために資料を提供
してくれた KIN-yoga E メールリ
ストのメンバーに、ここに深く感
謝させていただきます。どうぞ皆
さんも参加してみてください！ 
kripalu.org/forumsから KYTAフ
ォーラムにサインアップしてくだ
さい。自己紹介して、チェックし
て、面白そうなトピックを購読し
てください。そこで会いましょ
う！

 
 

 

マットの上でー呼吸の仕組み 
 クリスタ・ライピンズ 
 

 

 ヨガでは、呼吸を使って身体と
人生に刺激を与えるよう教えられ
ています。しかし、呼吸をすると
きには実際に何が起こっているの
でしょうか？呼吸をするというこ
とはどういうことなのでしょう
か？私は、クリパルヨガとピラテ
スの他にフランクリン・メソッド
と呼ばれるイメージ法を学習し教
えています。フランクリン・メソ
ッドでは「機能に対する気づきが
そのものが機能を改善」させます。
改善された呼吸の機能とは、より
少ない労力でより多くの息を吸い

込むということです。より少ない
労働時間でより多くの収入を得る
ことと同じですね！ 

 呼吸には様々な要素が含まれて
います。横隔膜の上下運動や肋骨
と肺のローテーション、呼吸が体
内、そして体外へと押し出される
螺旋状の動き等々。その中でも最
も重要な役目を果たす筋肉は、呼
吸の運転手ともいえる横隔膜であ
り、横隔膜なくしては私たちは生
きることができません。 

  進化的な観点から、私たち人類
が海から陸に遷移した際に横隔膜
が発達したと言われています。空
気中に比べ、水中は酸素が多く含
まれているため、私たちの体はそ
の飛躍的な才能と生命力から横隔
膜を生み出しました。その横隔膜
は、収縮して押下げられることで、
空気を肺へと取り入れ、肺と心臓
を消化に関係した他の器官から区
別し、そして、体のすべての臓器
と筋肉を動かすことで、健康で正
常な機能を保っています。つまり、
横隔膜の効率を改善することは、
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体全体の機能を改善し、さらに深
いリラクセーションとエネルギー、
そして、健全さの向上につながり
ます。 
 横隔膜は筋肉でありながら、骨
格筋のように神経末端がないため、
私たちはその動きをハムストリン
グスや三頭筋のように「感じる」
ことができません。それでも、意
識を傾けることによって、感覚的
に感じる能力を発達させることは
できます。人生の多くのものと同
様、横隔膜も意識されることによ
ってやりがいを感じ、そのような
関係を保つことで、意識する側と
される側の双方の利点が私たちに
とってプラスになります。 

--- 

 練習の準備はできましたか？座
っていても、立っていても良いの
で、心地よい体勢になってくださ
い。これからの練習と実験を通し
て身体構造の情報を経験し、頭で
の理解も深めていきましょう。 

 まず、肋骨の前で両手をドーム
のように組みます。息を吸い込む
ときに両手を下へ押し出し、息を
吐くときに再度もとの位置に戻し
ます。あなたの手は今、横隔膜と
同じ動きをしています。また、両
手を下に押すときに、肘が上に上
がるということに気がつきました
か？ここでは、手が横隔膜であり、
肘が肋骨だと想像しましょう。 

 横隔膜の前側よりも後ろ側の方
が下に動いているのが分かるでし
ょうか？両手で横隔膜の動きを真
似しながら肋骨の手前にもってい
きましょう。吸気するときは下へ
動かし、呼気するときは上へもっ
ていきます。次に、息を吸い込む
ときに、手根部（手掌の手首に近
い部分）が横隔膜の後ろの部分だ
とイメージして指よりも下におろ
すようにします。こうして頭の中
のイメージを変えることによって、
呼吸をするときの気持ちに何か変
化はありましたか？私たちの頭の
中のイメージが実際に体内で起こ
っている働きに近づくことで、身
体への負担が減り、よりリラック

 

スできることでしょう。何がどう
なっているのかはっきりしないと
きは、頭の中で２通りを想像しま
しょう。呼吸や身体への負担が少
ない方が正しいイメージです。 

 最後の横隔膜のイメージは、「螺
旋状（スパイラル）の動き」です。
皆さんの中にも、ヨガをする際に
骨の螺旋状の回転を手がかりにし

ている方もいると思いますが、実
は私たちの内臓も螺旋状に回転し
ているのです！それでは、体内で
の動きを実際にイメージして練習
してみましょう。まず、息を吸い
込み、指先を体の外側へ、手根部
が互いに向き合うように回転させ
ます。息を吐くときには、逆に指
が互いに向き合うように回転させ、
手根部は外側へ向かうように動か

します。両方向の回転をイメージ
しながら数回これを繰り返してみ
ましょう。どちらの回転の方が楽
だと感じますか？ 

 何度かこの動きを繰り返した後、
少し歩き回り、自分の身体を改め
て感じてみてください。どこか軽
くなった感じがしますか？呼吸が
深く、スムーズになった感じがし
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ますか？やる気が湧いてきたよう
に感じますか？ 
  
 次に、肺に注目してみましょう。
彼らは何をしているのでしょう？
肺は横隔膜の上部分に付属し、掃
除機のような役割を果たしていま
す。息を吸うときに横隔膜が下方
向に下がるため、肺も同様に下に
下がり、陰圧の状態で作られたス
ペースに空気が入っていきます。
吐くときには横隔膜が上へ上がり、
肺が上方向に圧縮され、空気が体
外へ押し出されます。両手を静か
に上下させながら肺の前にもって
いきます。体内にある横隔膜や肺
の動きを想像しながら数分間これ
を繰り返しましょう。 
  
 肺は横隔膜の上部に付属されて
いるため、横隔膜が螺旋状に回転
すると、肺も同様に回転しなくて
はなりません。吸入するときに親
指が前へ押し出されるように両手
を外側へ回転させ、発散するとき
には逆向きに回転し、元の位置に
戻します。それぞれの回転方向を
頭の中でイメージし、呼吸にどの
ような変化があるかを感じてくだ
さい。呼吸や身体に負担の少ない
方のイメージを選び、数分間繰り
返し練習しましょう。 

 最後に、息が鼻を通り、肺に入っ
ていくところを頭の中で描きます。
息は真っ直ぐな線上に動いていま
すか？それとも、螺旋状に回転し

ていますか？息の動きをイメージ
しながら呼吸をすることでその答
えが分かってきます。最も呼吸が
しやすいイメージが体内で起こっ
ている動きに
一番近いわけ
ですから。 
  
 「Inspire」
とは、「吸気す
る」というこ
とです。呼吸
をより多く体
内へ送り入れ
ることは、人
生そのものの
選択が広まる
ということで
す。私は、皆
さんの体験や
発見、質問な
ど、大歓迎で
す。是非、
crypinski@goldrush.comにメー
ルを送ってください。 

 --- 

 クリスティーナ・ライピンズは、
元プロアイススケート選手で、慢
性の痛みを抱えながら生活し、演
技をしていました。しかし、クリ
パルヨガ、レジスタンス・ストレ
ッチイング、 ピラテス、フラン
クリン・メゾッドのイメージ法な
ど、様々なツールとテクニックを
学び、痛みを克服し、再び強く、

限度を感じさせない身体を手に入
れることができました。彼女は今、
カリフォルニア州マーフィーズの
スタジオで、これらのテクニック

を教えており、2009年には、クリ
パルで「Yoga for a Better Back: 
Five Secrets for a Healthy 
Spine」、「Flat Abs, Glorious 
Glutes: Defying Gravity through 
Your Perfect Posture」「The Yoga 
of Compassionate Awareness 
with Cheri Huber」 の３つのプロ
グラムを指導します。クリスティ
ーナは、「Yoga for Meditators」、
「Yoga for a Better Back」、
「Yummy Yoga: Gentle Stress 
Relief for the Hips, Back & neck」
でも特集されています。
www.intelligentbody.net
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■KYTA メンバーシップの特典 

 
◎補助金＆奨学金 
♦ティーチング・フォー・ダイ
バーシティー・プログラム 
KYTAのメンバーやInternational 
Association of Black Yoga 
Teachers (IABYT)のメンバーに
補助金や奨学金を与え、少数民族
の多い学校や社会的、経済的、身
体的に恵まれない人々にヨガを教
えるためのプログラムです。 

♦レイチャル・グリーン・メモ
リアル・ファンド 
ヨガ教師のレイチャル・グリーン
氏を記念して設立された奨学資金
制度であり、ヨガ教師と小学校の
教員がトレーニングを受け、恵ま
れない公立小学校にヨガを導入す
ることを目的に奨学金が受けられ
るものです。 

♦メンバーシップ奨学金 
クリパルでは、経済的問題を抱え
るKYTAメンバーを援助するため、
メンバーシップ奨学金（限定人数）
を与えています。お申し込みは、
メールまたはお電話にてご連絡く
ださい。
Email: kyta@kripalu.org / Tel: 
413-448-3202 

♦KYTAカンファレンス奨学金 
クリパルでは、経済的問題を抱え
るKYTAメンバーもヨガ・ティーチ
ャーズ・カンファレンスに参加で
きるよう、奨学金（限定人数）を
与えています。お申し込みは、
kripalu.orgのサイトから “About 
us” メニュー内の“Financial Aid”
を選択し、Kripalu Yoga teachers 
Association Conference 
Applicationを用いてお申し込み
ください。詳細は、Shaun 
laframboise宛メールにてお問い
合わせください。
Email: shaunl@kripalu.org 

♦継続教育奨学金 
継続教育プログラムのうち、以下
の何れかを受講されるメンバーの
方は、クリパル・センターを通し
て学資援助に申し込まれることを
お勧めします。クリパルは、全プ
ログラムにおいて奨学金制度を設
けています。奨学金を受ける際の
収入規定はありますが、継続して
プロフェッショナル・トレーニン
グを受けるにはより多くの投資が
必要であることを理解しています
ので、経済面以外の要因なども幅
広く考慮しています。 

対象プログラム： 
-The 500-Hour Kripalu Yoga 
teacher training Certification 
-Trainings for teaching yoga to 
specific populations 
-Kripalu School of Massage 
trainings 
-Kripalu School of Ayurveda 
trainings 
-Kripalu YogaDance＊ teacher 
training 
  
◎ 割引制度 
♦クリパルショップ・ディスカ
ウント 
KYTAメンバーは、クリパルショッ
プにてメンバー価格表示のある商
品に限り、20-40%のメンバー限
定割引を受けることできます。シ
ョップで商品を購入される際に
KYTAメンバーであることを申し
出てください（名札も忘れずに着
用してください）。また、現在スタ
ジオ経営者で、既に卸売り販売許
可を保持している方には、小売り
目的で購入される全ての商品にお
いて20-40%の割引が適応されま
す（販売許可書のコピーの提出が
必要です）。kripalu.orgの“Shop”
サイトからご注文ください。質問

のある方は、888-399-1332まで
ご連絡ください。 

 ♦Kripalu Healing Artsの全
サービスより5ドル割引（割引対
象：日曜日~金曜日） 
Kripalu Healing Artsの全サービ
スにおいて5ドル割引いたします。
サービスに申し込まれる際に
KYTAメンバーであることを申し
出ていただいたくか、名札をご提
示ください。 

 ♦Yoga Journalの購読料が年
間12ドルに 
KYTAメンバーは、Yoga Journal
を年間わずか12ドル（全9部）で
購読することができます。購読申
し込み用紙はKYTA初回案内パッ
ケージ、ならびに、メンバーシッ
プ更新用紙にも同封されています。
カナダ国内のメンバーは、年間9
ドルの送料が加算されます。その
他の国に在住の方は上記購読料に
年間22ドルの送料が加算されま
す。 

♦Yoga+Joyful Livingの購読
料が年間14.99ドルに 
Yoga+Joyful Livingの年間購読料
（通常17.99ドル）が年間14.99
ドル（全6部）になります。購読申
し込み用紙はKYTA初回案内パッ
ケージ、ならびに、メンバーシッ
プ更新用紙にも同封されています。
カナダ国内のメンバーは、年間9
ドルの送料が加算されます。その
他の国に在住の方は上記購読料に
年間22ドルの送料が加算されま
す。 

♦YogaSite.comからのご注文
が10% オフ    
Yogasite.comから商品を注文さ
れる際に10%の割引が適応され
ます。ネット上でご購入される際
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に割引コード：KYTA07を
“Customer Code”へ入力してく
ださい。お電話でご注文される場
合は、その旨を係員にお伝えくだ
さい。 

♦International Association 
of Yoga Therapists 
(IAYT) の会費が10% オフ 
International Association of 
Yoga Therapists (IAYT) の会費
を10%割引いたします。IAYTとは、
非営利会員協会であり、ヨガに関
するリサーチや教育をサポートし、
心理療法におけるヨガの理解と活
用を促進することを目的としてい
ます。メンバーは、Yoga Therapy 
in Practice (YTIP) の雑誌や
International Journal of Yoga 
Therapy（年刊）を購読ができま
す。International Journal of Yoga 
Therapyは、IAYT独自のオンライ
ン・プロフィールで専門家の名簿
を閲覧できる他、ヨガや健康に関
連した著作や目録へのアクセス、
毎年行われるヨガセラピー討論会
などに割引価格で参加することが
可能です。KYTAメンバーの割引会
員費は、米国在住の方は年間
67.50ドル、国外の方は年間81ド
ルです。iayt.orgからお申し込み
いただくことも可能ですし、電話
またはメールでお申し込みいただ
いても結構です。Tel: 
928-541-0004 / 
Email: mail@iayt.org 

Phoenix Rising Yoga Therapy 
(PRYT) トレーニング レベル I & 
II 10% オフ 
生徒に教えながらプロのスキルを
のばしたいと思っている方には、
PRYT (Phoenix Rising Yoga 
Therapy) を受けられることをお
勧めします。PRYTは、クリパル・
ヨガの信条に基づいているため、
私たちの方法論とも統合しやすい
です。プログラムによっては、割
引が適応されない場合もあります。
詳細については、フィネックス・

ライジングまで直接お問い合わせ
ください。 
Tel: 800-288-9642 / Web: 
pryt.com 

♦Battery Operated 
Candles.net からのご注文が
全て15% オフ 
batteryoperatedcandles.netから
ご注文される商品が全て15%割
引になります。また、一度に24商
品以上をご購入された方には更に
6%の割引が適応されます。現在は、
インターネット上で割引を反映さ
せるシステムが整っていないため、
お手数ですが、当面はインターネ
ットからご注文された後、
800-879-0537までご連絡いた
だき、お名前、ご注文番号、そし
て、KYTAのメンバーであることを
お伝えください。営業時間外にご
注文された場合は、翌日にご連絡
いただくか、上記の情報をメール
にてお知らせください。 
Email: earl@batteryoperatedca
ndles.net 

♦PrasadaSpirit.comでのご
注が20% オフ ＆ 最安卸売り
価格も適応 
ヨガからインスピレーションを受
けたスピリチュアルなジュエリー
を扱っているPrasadaSpirit.com
の全商品が20%割引になります。
Prasadaの商品は、シンボルであ
りながら、主張性もあり、また、
大切な人への貴重なギフトにもな
ります。割引を受けるには、
allison@prasadapsirit.comにメ
ールを送り、Prasadaのメールリ
ストに登録する必要があります。
ヨガティーチャーID番号をメール
に記すことによって、ネットでの
ご注文から20%の割引を受けら
れるようになります。小売り目的
で商品をご購入される場合は、
617-852-2514へご連絡いただ
くか、最安卸売り価格について上
記アドレスのアリソン宛にお問い
合わせください。 

♦White Swan Recordsから
の特別オファー 
whiteswanrecords.com/kyta/で
特集されているCDを5枚・60ドル
でご購入いただくことができます
（30%相当の割引）。6枚目以降の
ご注文は、各12ドルです。KYTA
メンバー用にWhite Swanが特別
にセレクトした音楽は、アップビ
ートなドラム演奏からサバナーサ
ナにぴったりな心を開かせるチャ
ントなど、幅広く集められていま
す。Deva Premal, Jai uttal, 
Krishna Das, Snatam Kaur 
Khalsa, and Wah!などのアーティ
ストも取り揃えています。詳細は、
800-840-5056にご連絡いただ
くか、
whiteswanrecords.com/kyta/の
サイトをご覧ください。 

♦Healing Rhythms 
biofeedbackシステム割引 
Healing Rhythms biofeedbackシ
ステムを割引価格の195ドルでご
購入いただけます（通常は295ド
ル）。複数ご購入いただく場合は、
各162.50ドル。ヒーリングリズム
に関する詳細は、
wilddivine.com/HealingRhythm
s/をご参照ください。ご注文され
る際は、クーポンコードに“KYTA”
と入力してください。卸売りに関
する情報は、Elleまで電話またはメ
ールにてお問い合わせください。
Tel: 303-499-3680 内線159 / 
Email: elle@wilddivine.com 

◎ リソース 
KYTA公式ウェブサイト 
クリパルのKYTA公式ウェブサイ
トから最新のメンバー特典情報や
継続教育に関する情報ご確認いた
だけます。 

 Yoga Bulletin 
クリパル・センターのプロフェッ
ショナル・トレーニング・デパー
トメント、KYTAからヨガ教師を対
象とした情報やニュース、特集記
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事や継続コラムを満載した季刊誌
が発行されます。 

CD 
体験やインスピレーション、教育
材料などを集めた季刊CDが刊行
されます。過去に刊行されたCDは
クリパルショップで購入すること
ができます。ご購入の際にお支払
いいただいた金額の一部はダイバ
ーシティー奨学金の資金に充てら
れます。 

♦KYTAオンラインニュースレ
ター 
月刊のオンラインニュースレター
で最新の情報を得ることができま
す。 

♦Puranam 
春と秋の年2回、クリパルの任務や
先駆けを特集した記事やインタビ
ューが満載されています。秋号に
は、年次報告が含まれます。 

  
＊ウェブサイト名簿̶あなたを見
つけやすくします！ 
現在教師をされているクリパルヨ
ガ教師の方は、クリパルのウェブ
サイトkripalu.orgに氏名、市、州、
郵便番号、仕事の電話番号、Eメー
ルまたはウェブサイトアドレスの
情報を載せることができます。ご
自分のスタジオをお持ちの方や2
つの場所で教師をされている方は
追加情報も掲載できます。ご自分
のウェブサイトをお持ちの方はリ
ンクすることが可能です。 

＊個別紹介 
KYTAのオフィスには、毎週、個人
やセンター、協議企画者からヨガ
教師委託の依頼が多数寄せられて
きます。KYTAメンバーとして、あ
なたも紹介教師リストに載せられ
ます。 

♦KYTAメンバーロゴ 

宣伝資料や出版物、ウェブサイト
やチラシなどにKYTAメンバーの
高画質ロゴを使用していただけま
す。 

Kin-yoga グループリスト 
ヨガ教師同士が自由に質問をし、
体験を分かち合い、教師として、
また、ヨガ信仰者として互いに成
長できるためのフォーラムを設け
ています。 

♦ヨガ関連記事 
kyta.orgサイト内のYoga Bulletin
のアーカイブにアクセスすると、
キーワードや筆者、カテゴリーな
どで全ての関連記事を検索するこ
とができます。 
  
♦マインドフル・マーケティン
グ 
ヨガをビジネスとして展開する上
で役に立つ情報や実例集、記事を
はじめ、ヨガ信仰の意識と価値を
高く持ち続けるための情報が多く
集められています。
mindfulmarketing.net 
  
◎割引価格でクリパルへ 
♦クリパル・センター滞在費割
引 
クリパル・センターに滞在される
ときにスタンダードルームシェア
と寮での滞在費用から10%の割
引が適応されます。この機会を是
非ご活用ください。予約の際に
KYTAメンバーであることを申し
出てください。（利用制限が適用さ
れる場合もあります。） 

♦生徒紹介抽選会 
クリパルヨガセンターに生徒を紹
介するとあなたに500ドルのクレ
ジットが当たるチャンスが高くな
ります。このクレジットは、クリ
パルセンターでの滞在費や受講料、
Healing Arts  サービスなどに充
てることができます。抽選は年に4
回行われ、一回につき3名にクレジ
ットが与えられます。クレジット

は3年間有効で、他人に譲渡するこ
とも可能です。抽選に参加するに
は、紹介した生徒が予約する際に、
あなたの名前とクリパルティーチ
ャーID番号をクリパル・センター
に伝えていただいてください。 

♦グループ割引プログラム 
自分を含めて5-9名のゲストをク
リパル・センターへ連れてくると、
あなたの滞在費*は無料になり、他
のゲストの方の滞在費にも20%
の割引が適応されます。自分を含
めて10名以上のゲストを連れて
くると、あなたの滞在費に加え、
受講料も無料になります。ゲスト
の滞在費には20%の割引が適応
されます。 

*寮とスタンダードルームシェア
のみ対象。KYTA会議や子供プログ
ラム、ヒーリング・レトリートは
対象外。他の割引との不可。（利用
制限が適用される場合もありま
す。） 

 ◎マーケティング＆プロフェ
ッショナルサポート 
♦Register.comによるプロフ
ェッショナル・ウェブサイトサ
ービス 
既にウェブサイトをお持ちの方、
これから持ちたいと考えている全
ての方にRegister.comは力強い
味方です。自らウェブページを作
成できるテンプレートを使用する
ことはもちろん、あなただけのウ
ェブサイトも作成することができ
ます。ウェブサイトの作成から完
成まで、スタッフが24時間体制で
あなたをサポートします。既にウ
ェブサイトをお持ちの方には、
Register.comのサーチエンジン
サポートツールをご検討いただく
と良いでしょう。現在活動中の
KYTAメンバーなら、これらのサー
ビスが格安で受けられる上に1年
間のドメインとウェブページ（1
ページまで）を無料で提供しま
す！ 
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♦＊ クリパル・ヨガミニポスタ
ー／特大サイズポストカード 
クリパルヨガクラスの生徒集めに
フルカラーペーパーメディアを使
ってみませんか？限られた掲示ス
ペースに人目を引くミニポスター
を使ったり、特大ポストカードと
して郵送したり、使い道は様々で
す。ポスターのスタイルは2通りあ
ります。これであなたのクラスや
ワークショップの宣伝もプロフェ
ッショナルで印象に残るものにな
ることでしょう。ポスターには、
クリパルヨガの良さやクリパルヨ
ガのクラスがどういったものなの
かが説明されています。また、裏
面には、自分のクラススケジュー
ルやプロフィール、特典などを記
載するスペースが十分に設けられ
ています。クリパルショップにて
ご注文ください（価格：ポストカ
ード10枚＝10ドル+送料）。 

＊クリパル・ヨガパンフレット 

高品質の仕上がりで低価格なクリ
パル・ヨガ宣伝用カタログは、上
記で説明されているミニポスター
と統一性のあるデザインになって
いるので一緒に使うことができま
す。50部セットを初回特別価格の
12ドルでご購入いただけます（１
部25セント以下）。クリパルショ
ップにてご注文ください。 

＊クリパル・メーリングリスト 
あなたの地域に特定したメーリン
グリストを注文することで、既に
クリパルを知っている生徒に効率
良くあなたのクラスを宣伝するこ
とができるでしょう。使用契約書
への署名とコピー許可が必要です。
郵送用ラベルをお送りします。最
小価格が35ドルから、計1,000ラ
ベルまで注文できます（送料無料）。 

KYTAカンファレンス 
毎年行われるKYTAカンファレン
スでは、クリパルや他のヨガを行

う教師が互いにインスピレーショ
ンを与え合ったり、トレーニング
を受けたり、交流を深めることを
目的に集います。KYTAメンバーは
これらの受講料に割引が適応され
ます。 

損害保険 
米国在住のKYTAメンバーを対象
に、教師と生徒の双方を守るため
の損害保険を提供している2つの
保険会社を紹介します。また、カ
ナダ在住の方には、登録会社リス
トもあります。 

  
上記特典に関する詳細については
kyta.orgをご覧ください。 

＊印 クリパル認定教師のみ対象 
♦印 2001 年より追加された特
典

 


