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KYTA カンファレンス 2009： 
トレーニングと 21 世紀へむけたインスピレーション  
トレッサ・ウェインストン 

 初のワークショップづくしの日
が、土曜日の午後、KYTA カンフ
ァレンスにて行われた。人であふ
れた 2階の部屋では、50 人ほど
のヨガ教師が、自らの顔、頭皮、
首を慈しみをこめてマッサージし
ていた。部屋の前方では、ヨガ教
師で歯科衛生士のクリステル・オ
ウトウリが、顎の緊張と圧迫を和
らげるツボ押しのデモの“香りを
感じる”“美顔”と名付けながら
行い、その後、参加者はペアにな
って 2つのテニスボールを靴下で
包んだ簡単な道具を使い、首や肩
の痛みを緩和する方法を習った。 
 下のホールでは、 “クリパルの
実習の伝統”というワークショッ
プが開かれ、ショーバーン・リチ
ャード・ホールズとダナ・ホール
ズがシェアを行っていた。ショー
バーンは、シバ神とビシュヌ神、

ラクリシュミ、そしてパシュパテ
ィから、スワミ・クリパルまで続
くクリパルヨガの系図をたどり、
ダナは、ダナ自身の個人的な気付
きと成長と、“長年クリパルとつ
ながってきた(関わってきた)か、
クリパルと出会ったばかりである
かどうかにかかわらず、あなた方
は、この繋がりの持つ潜在的な変
革のエネルギーはすぐに利用でき
る”というメッセージを強く伝え
ていた。 
 一方、建物の別の場所では、ラ
リッサ・ホール・チャ̶ルソンが、

ステージ 3を教えることについて
の質問に答え、動く瞑想への深い
体験へと参加者をリードしていた。
また、ランダル・ウィリアムはパ
タンジャリが教える「完全なポー
ズ」の 4つの尺度（快適であるこ
と、安定していること、無理がな
いこと、永遠に継続可能であるこ
と）について、生のディスカッシ
ョンを進行していた。 
 

 

今年の KYTA カンファレンスでは、
ヨガ教師の知識と生徒たちの基礎
を広げたいというニーズと、属して
いる社会に広げていきたいという
情熱に答えることをデザインして
います。 
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 今年の 8月 28 日から 31 日の
KYTA カンファレンスは、私達、
ヨガ教師の個人としての、またプ
ロとしての成長への願いと、自ら
の知識と、彼らの生徒たちの基礎
を広げたいというニーズ、そして
所属する地域社会に広げていきた
いという情熱に答えることをもと
に構成しています。 
 
 ワークショップは次の事柄に焦
点を当てています。 
●異なるスタイルのヨガについて
(陰ヨガ、アヌサラヨガ、ACU ヨ
ガ) 
●教える技術について(アシスト
とアライメント) 
●関連する練習と哲学について
（ムドラ・ドーシャ・コーシャ） 
●外傷後ストレス障害を持った人
を含めて、ヨガの恩恵を受けられ
る多くの人々について 
 
 日曜夕方のヴァンディタ・ケイ
ト・マルチェッロと、バークシャ
ー州のヨガ教師であるグレッグ・
ディとセント・ルイスのセッショ
ンでは、様々なグループへヨガを
伝えることの影響力と目的につい
て熱く切々と語った。シバナン
ダ・トーマス・アメディオによる
心を開くキルタンの後、スライド
ショー《多文化プログラムのため
の KYTA ティーチング》が上映さ
れ、グレッグとセンタはバークシ
ャー州での 10 代の母親たちへ教
えたヨガの体験を参加者とシェア
した。もともとは、クリパルセン
ターによる多様性へのヨガ指導の
助成金の支援で教えていたこのク
ラスは、今、釣り合いの取れるい
くつかの助成金によって支えられ
ている。クリパル開発部門を通し
て働きかけて、グレッグは、この
プロジェクトの寄付金３度に渡り
2倍にした。一つは、グレッグが
所属する会社による寄付金、また
ひとつは、バークシャークリパル
コミュニティ（クリパル愛好者と
支持者からなる団体）による寄付

金、もうひとつは、クリパルへの
アルフォンド基金である。 
 ヴァンディタ は言う。“私たち
が自分たちの地域に戻り、ヨガを
必要とする団体と関係を作りはじ
めたとき、同じことが起こるでし
ょう。私たちはその種をまき、種

が育ち広がっていくのを観察し、
今まで見てきたことからは思いも
よらなかったくらい、ヨガがその
土地に根付くのを見ることができ
るでしょう。”	 来年の KYTA カン
ファレンスは、2010 年 6 月 24
日から 27 日です。お見逃しなく！
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ヨガは場所を選ばない。 
KYTAのダイバーシティ向け指導助成金を受け取った人の特集 
ヨガ天使、レイチェル・グリーンへの感謝の手紙 
ケイ・ウィギンズ（児童のためのヨガ教師、アーカンサス州チェロキー村） 
 
親愛なるレイチェルへ 
 
  あなたのお母様が設立された
記念基金が、これほど深く広く、
あなたの名誉とともにヨガの影響
力を広げていること、あなたは想
像できていたのでしょうか。ヨガ
は、とても騒がしく、混乱してい
るこの世界の人々、とくに私たち
のこどもが、恩恵を受けることが
できる数少ないものです。この、
あなたの名前がついた助成金があ
れば、どの地域のこどもたちでも
ヨガの恩恵を受けることができま
す。 
 アーカンサス州の高原にある、
小学校から中学校の全ての体育ク
ラスでヨガを教えて、4年目にな
ります。つまり 1年で、約 25 人
クラスを40クラス教えています。
照明が落とされ、優しい音楽が後
ろで流れる体育館に入ってきたと
きの、子供達の輝く顔を見てもら
いたいです。子供たちは、ヨガを
愛し、毎年楽しみにしているので
す！ 
 彼らとこういった体験を年々重
ねるにつれて、彼らに『ヨガレデ
ィ・ケイ』と認められはじめまし
た。最も信頼をそこないそうな破
壊的な行動でさえ、積極的にヨガ
の体験の静けさにより前向きに受
け止められます。教師達は、ヨガ
セッション後の生徒の変化に気付
き、コメントしています。こうし
た結果、何人かの生徒は、放課後
のヨガクラスに通ってきます。 
 時が過ぎるに従い、ある一つの
ことが明確になってきました。そ
れは、子どもたちはただ、じっと
留まることを本当に求めていると
いうこと。ただ、その機会がなか

ったか、シンプルに座って内観す
ることをしてこなかっただけで。
かれらは、本当にこの時間を喜ん
でいるようです。彼らの必要に応
えるために、私は子どもたちのた
めの 5分間瞑想 CD(静かにクッシ
ョンに座る／子供達の静けさの練
習を助ける)を、子供と関わる教師
や大人たちが使うことを目的とし
て録音しました。あなたの思い出
によるサポートがなければ、これ
らのことは一つも起こらなかった
ことでしょう。 
 レイチェル、私はあなたを知る
チャンスは無かったし、あなたの
お母様にも逢ったことはないけれ
ど、あなたの助成金を通じて子供
たちや若者に与えられた恩恵から、
あなたともお母様とも強く繋がっ
ていると感じます。このプログラ
ムによって感銘を受け、変化した
人々を誇りに思ってください。私
たちの誰も、一人ではけっして、
成し得なかったことです。私は、
自分の人生にあなたがもたらして
くれた偉大な贈り物に心から感謝
をしています。 
 幼稚園から中学 1年までの子供
たちと、特別な何かをシェアでき
る特権を与えられた“ヨガレディ”
であることを誇りに思っています。
小学生は、自分たちが中学生にな
るまでいてくれるかと聞き、中学
生は、自分たちが高校生になって
もヨガを教えているかを知りたが
ります。実際には、この素敵な助
成金を知る前から、私はヨガを教
え始めていましたし、お金を受け
取ろうとなかろうとヨガを続ける
つもりでしたが、かわいらしい生
徒達と過ごすこんなすばらしい仕
事の後押しや、あなたからのお金

によって、子供たちにしてあげら
れることが確実に広がりました。
また、私は自分の瞑想 CD の複製
を、2007 年にクリパルセンター
で受講した YOGA ED 教師トレー
ニングの原則を基に、各クラスに
提供できるようになりたいと考え
ています。これは、子供たちにと
っても(そして大人たちにとって
も！)人生を肯定し変えていくた
めの最高の贈り物の一つだと確信
します。－それは自分たちをより
良く理解し、自分たちが真に誰な
のかを発見するためのツールなの
です。 
 レイチェル、私はあなたのお母
様が設立されたこの記念すべき基
金に感謝しています。これほど多
くの住民が豊かな生活を送れるよ
うになれたのは、この助成金を通
したヨガによる膨大な影響力以外
には方法はなかったでしょう。あ
なた方のヨガへの愛のさざ波は、
遠く広く伝わっていき、これらの
成果としてよりハイレベルな生活
に上がった住民とより深く繋がっ
ていく喜びをあなたに感じて頂け
たらと思います。あなたは、私た
ちの多くに、より意図的に自分の
人生に関わり、私たちがつくる社
会と関わっていくことを教えてく
れました。あなた方の支援と私達
の存在により、私達は、支援を必
要とする私達の町の市民へヨガを
普及する強い力となってきていま
す。私の教える全てのクラスでは、
あなたの存在を深く感じ、大きな
感謝をささげています。 

溢れる感謝とともに。 
ヨガレディ・ケイより 
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 ダイバーシティ向け指導プログ
ラムでは、KYTA ならびに国際黒
人ヨガ教師協会のメンバーへ助成
金と奨学金が授与されています。
貧しい学校や多様な人々、例えば
少数民族や社会的、経済的、身体

的に恵まれない人達にヨガを教え
ることより、メンバーは助成金と
奨学金を受け取ります。 
 ヨガ教師、レイチェル・グリー
ンを偲んで設立された、レイチェ
ル・グリーン記念基金を通して、

奨学金は、貧しい公立学校にヨガ
を取り入れるためのカリキュラム
を行うヨガ教師、もしくは小学校
教師へ授与されます。 

 
 
 

 
プロフェッショナル・トレーニング・オフィスからのニュース   
 
次のレベルへアドバンスト
レーニング企画中 
 デヴァラシ・スティーブン・ハ
ートマン（ヨガ学部長）、ホリィ
（プロフェッショナルトレーニン
グディレクター）、そしてシニア・
クリパル教師ディレクターらは
2011 の開催に向けてクリパルヨ
ガ教師アドバンス・トレーニング
の次のレベルを現在企画中です。
“健康ケア産業は、補完的で予防
的ケアの重要性が高まるにつれ、
その道のプロにとってもトレーニ
ングがさらに重要になっている”
とマコーマックは述べています。 
 
ヨガ実習生制度が進行中 
 クリパルヨガ学部（KSY）をサ
ポートしながら、学びを深めヨガ
ライフを送りたいと願うヨガ教師
は、今、KSY の 2 年間のインター
ンプログラムに登録する方法があ
ります。 
 デヴァラシ・スティーブン・ハ
ートマン（ヨガ学部長）は、“ヨ
ガ認定に必要なものを練り、実施
する上で必要なことすべてに没頭

できる”とインターンシップを説
明しています。 
 
マッサージ学部門は変更の
必要性を検討 
 マサチューセッツ州のマッサー
ジセラピスト免許のための必要要
項について変更があり、エネルギ
ーワークを除いたカリキュラムで
のトレーニングが 500 時間から
650 時間に増加したことに伴い、
クリパル・マッサージ学部門のプ
ログラムは年内に改訂されます。
200 時間と 500 時間のトレーニ
ング内容、KSM は現在、2010 年
へ向けた、週末もしくは一週間単
位のクリパル・ボディワーク・ト
レーニングを予定しており、一般
と同様に CE 認定を求める、ヒー
リングアーツ分野のプロフェッシ
ョナルを対象にしています。 
 
アーユルベーダ学部門では、
第３期生が卒業、第５期目の
KSA を準備中 
 クリパル・アーユルべーダ学部
門(KSA)からは、6月に 32 人のア

ーユルベーダ・ライフスタイルコ
ンサルタントが卒業しました。現
在、4期生として 50 人の生徒が
KSA に登録中であり、KSA 第 5 期
生として50人を募集しています。
アーユルベーダ・ヨガ・スペシャ
リスト・トレーニングには、200
時間以上の認定ヨガ教師であれば
参加可能です。  
 
Institute of 
Extraordinary Living がク
リパルのスタンダード・カリ
キュラムを案出 
 Institute of Extraordinary 
Living (IEL)とシニアのクリパル
学部会は、クリパル標準カリキュ
ラム（KSC）を授けました。これ
により、ヨガの効果に関してより
効率よく正確な科学的研究が進め
られます。この KSC は来年には終
了し、最終的にはクリパル YTT へ
統合され、クリパルセンターでの
レギュラープログラムとなる可能
性があります。 
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FAQ: チェアヨガの指導  
ラクシュミ・フェルカー 
 
 

 
ラクシュミ・フェルカー
E-RYT500 
 フィットネスとエクササイズを
融合させた手法として 1982 年に
ラクシュミ・フェルカー・チェア
ヨガを考案し、加齢や身体的制限
によりこれまでの身体を動かす手
法では効果を得られなかった人々
へのプログラムを行っている。彼
女は、マヨクリニックとニューヨ
ーク市の教育機関でのヘルスケア
プロフェッショナルを含め 350
人以上の生徒を教えてきた。ラク
シュミ・フェルカーは 10 月 12~
16 日、チェアヨガ「座った姿勢に
よる山のポーズシリーズ」をクリ
パルにて指導する予定である。こ
の特集において、チェアヨガを教
えることに関してのよくある質問
に答え、椅子に座った状態での３
段階のツイストポーズの説明をし
てくれた。 
 
最もチェアヨガの効果を得られ
るのはどんな人？ 
 第 1 に高齢者(ベビーブーム時
代の人たちが、特にこの年齢に当
たります)と、全ての年齢の障害者
の人々です。しかし、様々な理由
によって、主流となるエクササイ
ズを行えない多くの人なら誰でも
クラスにくるでしょう。柔軟性や
体重の問題や、いすに座ってのエ
クササイズを必要とする状況にあ
る人たち (会社員、学生、よく飛
行機に乗る人、通勤する人やカウ
チポテトする人など) 
 
どこでチェアヨガを教えること
ができる？ 
 対象にあわせて、個人レッスン
でもグループレッスンでもできま

す。老人ホーム、介護施設、在宅
介護、学校(特に養護学校)、法人
企業はチェアヨガクラスを提供す
るのに、多い施設です。 
 
生徒はチェアヨガクラスに参加
して何を持ち帰る？ 
 生徒は、どこに座っていても、
アーサナを実践できる知識と理解
を持ち帰るでしょう。パイプ椅子、
机に向かって、飛行機内で、車内
で、食卓で、そして映画館のシー
トでも！ 
 
子供達もチェアヨガの恩恵を受
ける？ 
 障害を持つ子供は特に恩恵を受
けるでしょうし、多くの学校で体
育の授業が減り、子供達は、机の
前のいすに一日中座りっぱなしで
すから、健康な子供でさえチェア
ヨガのアーサナを習うメリットは
あるでしょう。 
 
3 段階の柔軟レベルに 
応じた指導 
 ラクシュミ・フェルカーのチェ
アヨガの教え方には 4つのバージ
ョンがある：一人用サイズ、二人
用サイズ、2つをペアにして使う
サイズ、ビッグサイズのチェアヨ
ガである。柔軟性のレベルによっ
てどのバージョンを使うか、生徒
ひとり一人のニーズに合わせた各
アーサナが組み合わせられる。今
回は、ラクシュミ・フェルカーが
椅子に座ってのタダアーサナ(右
参照)と 3 段階の背骨のねじり(次
ページ)を紹介してくれた。 
 
メモ：生徒の柔軟性は、上半身と下半
身で、また右側と左側で、まちまちで
ある。例えば、脚と股関節の柔軟性は

低く、肩と腕の柔軟性は高いとか、肩
や腕の柔軟性は高いが、足腰は中くら
いというように。またラクシュミ・フ
ェルカーは高齢者に対しては医師の
診断を促している。 
 
 
タダアーサナ： 
座った山のポーズ 
 
 肘掛けのない椅子の前の端に座
り、脚を腰幅に並行にし、股関節、
膝、くるぶしを正しい角度で置く。
足裏で床をしっかりと押し、椅子
に座骨を安定させ、頭頂部を天井
の方に持ち上げ、首と背骨を伸ば
す。太ももの内側と腹筋を引き締
め、肩を持ち上げ、後ろに回し、
下に下ろしてリラックスさせる。
胸骨を顎へ引き下げ、床と並行に
し、両手を合わせて、親指を胸骨
の上へ置く。肌と骨を上から押し、
手で小さなゴルフボールサイズの
円を描くように右側から下し、左
側から上げる。これは｢海の静け
さ｣として知られている指圧ポイ
ントで、リンパに働きかけ、免疫
系システムのバランスを整える効
果がある。 
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椅子に座った状態での背骨のねじり：3 段階 
 
マチェンドラアーサナ：柔軟性レベル（低）の背骨のねじり 
 座った山のポーズから始め、右手を右脚の置きやすい場所に下ろす。左手
を右膝の上に置き、胸は胸骨とのアライメントを保ちながら、体を右側へほ
んの少しだけ捻る。左側も同様にねじりを繰り返す。 
 
 柔軟性レベル（低）の背骨のねじりは、多発硬化症や、変性膝関節疾患、
首や腰、ひざの怪我や置換をしている人にいいレベルである。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
マチェンドラアーサナ：柔軟性レベル（中）の背骨のねじり 
 座った山のポーズから始め、左手は右膝の上に置いたまま、右手を椅子
の右側に置く。左脚は山のポーズのアライメントを維持したまま、右足首
を左足首にかける。胴体を右へ少し捻り、右側の壁を見つめる。胸骨を引
き上げ、肩をリラックスさせ、腹筋と太腿の内側を引き締め、足裏をしっ
かりと床に押し付ける。左側も同様にねじりを繰り返す。 
 
 柔軟性レベル（中）の背骨のねじりは、(低)レベルより柔軟性がある人
や、注意、禁忌がより少ない人にいいレベルである。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マチェンドラアーサナ：柔軟性レベル（高）の背骨のねじり 
 座った山のポーズから始め、左脚は山のポーズのアライメントを維持した
まま、右膝を左膝の上に組む。左手は右膝の上に置き、胴体を右へねじりま
す。そして、右肩越しに後ろを見ながら右手を背中の後ろの坐面に置く。胸
骨を引き上げ、肩をリラックスさせ、腹筋と太腿の内側を引き締め、足裏を
しっかりと床に押し付ける。左側も同様にねじりを繰り返す。 
 
 柔軟性レベル（高）の背骨のねじりは、禁忌がない人にいいレベルである。 
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リストラティブヨガ：瞑想のヨガ 
ジュリアン・プランスキーへの質問  
 
 
 
 
 

 
ジュリアン 
E-RYT500 
 Yoga Works リストラティブヨ
ガのディレクターであり、ブライ
ト スピリット TT も指導。エリッ
ク・シッフマン、ジョン・フレン
ド、ペマ・ショーロンの長期トレ
ーニングを受けており、11 月 15
日から 20 日にヨガ教師やボディ
ワーカー、フィジカルセラピスト
のためのリストラティブヨガセラ
ピーTT を、クリパルセンターにて
指導予定。ヨガ報告編集者のトレ
ッサ・ウェインが最近のジュリア
ンの指導方法や、プログラム内容
やリストラティブヨガの実践につ
い話した。 
 
▼あなたが、ヨガティーチャーだ
けで生計をたてる前は、出版社の
マーケティングディレクターとし
てとてもパワフルに仕事をしてい
ましたね。そして、それを片手間
にできないと気づいたのですね。
その変化について教えてもらえま
すか？ 
 私は、パートタイムでヨガを教
えていました。精神的・身体的レ
ベルともに自己啓発による著しい
成長が必要となるこの世界で生き
ると同時に、週刊誌やゴシップ記
事を毎日読んでいました。私は仕
事が好きでしたし、職場を愛して
いました。そして、重要だと感じ
ることが好きでした。しかし、私
にとってヨガがだんだん切り離せ
なくなってきました。それに加え

て、私が 30 歳のとき、34 歳を過
ぎた義理の姉が亡くなり、そして
ある疑問を持つようになったので
す。目一杯予定を詰め込んで、毎
日を送ろうと自分を鼓舞してずっ
とすごしていくの？私は、仕事を
辞めたくはなかったけれど、ヨガ
をフルタイムで教える必要がある
と感じていたし求めていました。
だから、金曜に仕事から離れ、月
曜日に戻ることにしたのです。週
末はとても自由な気持ちでした。
仕事から離れるのに、こんなに不
安を感じたのは初めてで、自分が
どれほど強く仕事に依存していた
のかを知りました。その後、仕事
に戻ってから 1年間は、本当の自
分の存在について思い描き、準備
する時間に当てました。もし、ヨ
ガで生計を立てるという夢がうま
くいかなかった場合、実際にもが
くことになったでしょうから、1
年貸しにしたようなものです。そ
の一年で、必要なものは、私の周
りに集まってくるという、ある種
の確信を得ました。節約生活を送
る必要はないのです！ 
 
▼話を聞いていると、あはなたは
リストラティブヨガの実践とは逆
のタイプ A（几帳面な性格）のよ
うですね。 
 20 年前に、インタビューされた
時、私はまさしくタイプ Aだと思
いました。でも、今はそんな風に
考えていません。ヨガの自主練習
によって明らかになったのは、私

は実現することを強く望んでいる
けれど、必ずしも無理強いする必
要はないということです。受け入
れることは、実現することと同じ
くらい重要です。本来のリストラ
ティブヨガは、受容の練習なので
す。受け入れることは人としてよ
り健康的な状態へと導いてくれま
す。リストラティブヨガは、ハタ
ヨガというよりむしろ、瞑想やリ
ラクゼーション、ヨガニドラに近
いのです。プロップを使って筋肉
の力を手放して受身のポーズをし
たとします。すると、筋肉の締め
付けと内側の緊張を手放すことに
集中し、より寛大で受容的になり
ます。伸ばすことや強くすること
が目的ではありません。習慣的に
抱えているものをゆっくりと手放
していったとき、何がおきている
かを探求しています。－－それら
を手放したあなたには何が残って
いるのでしょう？ 
 
▼練習の効果は？ 
 リラクゼーションの反応が起こ
ってくるにつれて、神経細胞のバ
ランスが取れ、臓器に効果的にエ
ネルギーが送り込まれ、脈拍と血
圧は下がってきます。 
 さらに、習慣的に緊張させてい
る部分を見る機会になります。私
が子どもの頃、歯医者にいくと、
歯垢をあかくする小さなピンクの
噛み薬をくれたものです。歯垢が
残っている所が、ピンク色になり
ました。リストラティブヨガもそ
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のようなもので、身体とマインド
が固まっている場所を強調します。
緊張状態にある部分に、少しずつ
スペースを与え、注意を向けるう
ち、ができてきます。何ヵ月も、
何年も消えることの無かった緊張
が変化し始め、緩み始めるのです。
私たちは安心感を得るために固く
することに慣れているので、初め
て手放し始める時は不安や不快感
を感じるものです。 
 
▼つまり、リストラティブヨガの
体験として一般的に考えている方
法よりももっと強烈なことが起こ
るようですね。 
 リストラティブヨガは、概して
素敵で優雅な練習で、マッサージ
のように手入れが必要な時にいつ
でも出来るものとして知られてい
ます。しかし、リストラティブヨ
ガクラスでは、もっと何かが起き
るかもしれない。本質的には、瞑
想に入るためのより上級の練習と
言えますし、そこに留まり、緊張
を手放すよう、促し続けるのです。
こうした理由から、ポーズを作る
間は真に統合されていることがと
ても大切で、そうすることで、支
えられている感覚や包まれ、くる
まれている感覚に対して開かれて
いきます。 
 ポーズの土台作りの技術は高く
求められます。支えているプロッ
プの触り心地が、固いか柔らかい
かによって結果が変わってくる、
まさに科学的です。もし、大きな
不安を感じるという人がいたら、
しっかりと支えを感じるような固
さのあるプロップが必要でしょう。
私が受けた教師トレーニングでは、
色々なプロップで高さを変え、一
つのポーズに 6つのポジションを
作り、一つのポーズをさまざまな
方法で感じ、エネルギーがどう変
わっていくかを感じました。 
 また、マインドをサポートする
ことも必要です。生徒を優しくポ
ーズへ誘導し彼らが手放し始めた

時、生徒のマインドに仕事を与え
ます。瞑想のテクニックである、
呼吸やアファメーションに集中さ
せるのです。サポートされた状態
でのヨガでは、リラックスする以
外にはすることがないので、マイ
ンドも散らばってゆきます。なぜ
なら、何もすることがない時、何
をしようというのでしょう？マイ
ンドを操ることは、ハタヨガのポ
ーズでは、アライメントを整える
ことと同じくらい重要です。 特に
瞑想に入ったことがない人や、座
り続けることがチャレンジと感じ
ている人には、リストラティブヨ
ガは瞑想への架け橋のようなもの
だと思います。リストラティブヨ
ガは活動的な練習と瞑想的な練習
の間を密接に繋ぐ、入口となり得
ます。1996 年にヨガを教え始め
た時は、大抵の人はジムでヨガを
始めるけれど結局はヨガスタジオ
でヨガをうけていました。なぜな
ら、一度練習を始めると、もっと
深くいきたいという気持ちを抑え
られなくなるからです。ジムのヨ
ガが深いハタヨガの練習の裏口だ
ったのと同じように、リストラテ
ィブヨガは瞑想への裏口なのです。 
 
▼11 月にクリパルセンターで行
うリストラティブヨガティーチャ
ートレーニングについて、少し教
えてください。 
 教師が練習中の多様で微細な段
階を味わい、その複雑さを理解し、
またそのことを体験してもらうよ
うなトレーニングになるでしょう。
床に降りられない高齢者のために
は、椅子に座った状態で行います
し、異なるプロップの使い方や、
最小限のプロップ̶ブロック 1 つ、
ブランケット 1つ、マット 1枚で
リストラクティブのポーズをする
方法や、リネン生地や電話帳、布
巾をプロップにする方法を教える
つもりです。だから、誰かの家で
のプライベートレッスンやハタヨ
ガのクラスで応用してもらえます。

リラクゼーションへ導く教師や、
瞑想指導者、癒す存在になる方法
を説明するつもりです。リストラ
ティブヨガを教えると、とても影
響を受けやすく、大きく開かれた
エネルギーの仕組みを扱うことに
なり、大きな気づきがもたらされ
るでしょう。 
 
▼リストラティブヨガはどのよう
にマットの外で活かせるでしょう
か？ 
 まず教師にとっては、リストラ
ティブヨガを学ぶことで、本当に
力強いハタヨガの教師になれます。
なぜなら、エネルギー体を見るこ
とを学び、その理解をさらに活動
的な練習に組み込んでいけるから
です。人がヨガをするのを見てい
る時、私はエネルギー体がヨガを
しているのを見ています。体は文
字通り、リラックスすると広がり
ます。リストラティブヨガのポー
ズの中で、それはまるで、乾いた
スポンジが湿り、びしょぬれにな
るようです。緊張が緩むとその辺
りで体の部分が広がって見え、体
の大きさや質感も変わって見えま
す。そのビジョンをハタヨガの指
導に持ち込めば、生徒がもっとエ
ネルギーの流れを必要とする所を
調整することができるでしょう。
生徒をエネルギー体として見始め
ると、どのレベルの、どのスタイ
ルの生徒にも、もっと容易にそし
て、有機的に近づくためのツール
が与えられます。 
 そして、リストラティブヨガの
実践者としては、どのように私達
が身を固くしているのか学ぶわけ
ですから、世界の中に出た時にも、
習慣的に固くしている所や、自ら
を守り、保護している所に気づく
ようになるでしょう。そして、オ
ープンでリラックスしている状態
に、もっと豊かな技術を持って、
いられるようになるでしょう。 
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肩を後ろへ、胸を開く  
アマンダ・ウィンティンク博士 
 
 
 
 

 
 今朝、混雑したバスに乗ってき
ました。そのバスには、一人分の
シートが、自分のシート領域をは
み出して座っている二人の間にひ
とつ残っていました。私は彼らの
間に座る時、シートに身体を深く
沈めるには、胸をつぶしながら肩
を前にきつく狭めなければなりま
せんでした。ふいに、不安、恥ず
かしい、何かから防御しているよ
うな気持ちになりました。私はこ
の体験に興味をもちました。つま
り私が伝えたいことから言えば、
このように感じる理由は何もない
のに、と思ったのです。 
 
 実際に何が起きたかというと、
以前不安や恥ずかしさを感じた時
に肩が体の前に来るという体験が
あるので、同じ条件になった体に
対して、私の脳が反応したのです。
心臓を守るために体を前屈みにす
る、これは、一般的に、動物が防
衛する体勢です。人間でも同様に
起こる、一般的な反応です。不安
定で“小さく縮んでいる”ような
時、文字通りもしくは隠喩的に、
心臓かもしくは、真実の自分を隠
し去ろうとしていることに気付く
でしょう。 
 
  この自然な反応(言い換えれば
無条件の反応)に加え、我々の身体
は、不自然な刺激に対する自然な
反応によって、刺激に対しての条
件づけが出来上がってきます。̶
パブロフの犬を覚えていますか？

バスを例に取れば、私の身体は、
以前、不安という否定的感情に繋
がった時の体勢になっていたので
す。脳は私が不安を体験したとみ
なしたか、"不安"な体験であると
定義付けたかしたので、私は不安
を感じたのです。パブロフの犬が
ベルに反応して唾液を出すように、
(別の時よりは)身体が小さく縮ん
だ状態であると感じるにことで、
私は不安になったのです。 
この現象の興味深いところは、安
全で自信があるという新しい感情
を促したり、条件づけたりするの
にも役に立つと言うことです。体
が不安な体勢の時に不安を感じる
としたら、体が反対の体勢なら、
何が起こるだろうと想像してみて
ください。 
 
 私はヨガのクラスで、しばしば、
生徒に肩を背中に引き下げ、両手
を背後で繋ぐように生徒を促し、
胸-そしてハート-を開くようガイ
ドします。自由である感覚を感じ
るとても力強いポーズになり得ま
す。なぜなら、本質的に、ハート
を広げ、そして真実の自分を世界
へ向けて開いている状態になるか
らです。私達は攻撃されやすいと
き、自然界の動物達と同じように、
肉体を動かします。たとえ、すぐ
に自由な気持ちをすぐには感じな
くても、身体は調整され、そして
より開かれ始めます。私達は私達
の自己と共に、自由を感じ、安心
して開かれていきます。このプロ

セスは、体と心の繋がりを表して
います。私達は、古のヨガの教え
と仏教により、その繋がりが真実
であることを知っていますし、さ
らには最近の科学的検証でも明ら
かになってきています（例えば、
条件つけのコンセプトなど）。 
 
 もし、自信を持つことを心から
望むのであれば、ヨガのハートと
胸を開くポーズを試してみてくだ
さい。可能であれば５分間そのポ
ーズに留まり、それからゆっくり
と更に長いホールドへと入ってい
ってください。このプラクティス
を毎日２週間続けて、どんな風に
感じるか見てください。また、そ
のポーズに入っている時に、自由
な気持ちを感じていると想像して
みてもいいかもしれません。一日
を始める時には、自信に満ちて、
大地にしっかり立っていることを
想像してみてください。あなたの
身体は変わり始めます。̶ そして、
あなたのマインドと考え方も身体
従って行くでしょう。 
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