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2012 年 KYTAカンファレンスへのお誘い： 
西洋におけるクリパルヨガ 40 周年記念： 
10 月 9 日-10 月 12 日 
アンドリューとヴァンディタよりヨガ友達の皆様へ 

 
 クリパルヨガがアメリカに渡っ
て 40 周年の記念を私たちと共に
祝いませんか？祝典に参加して、
私たちを育ててくれた恩師らを讃
え、古き友たちと再会したり、新
しい友たちと繋がったり、自分自
身をリフレッシュさせ、再度、イ
ンスピレーションの泉を満たす時
間を過ごしてください。 
 
毎年恒例のクリパルヨガ教師カン
ファレンス、第 21 回の日程 10
月９日~12 日をカレンダーにチ
ェックしてください。今年のカン
ファレンスは私たちクリパル教師
たちの豊かさとその系譜がテーマ
です。幅広い体験と知識を得て、
あなたの人生が滋養と豊かさで満
たされるように、素晴らしいスタ
ッフを招き、ユニークなサンガの
セッションを計画しています。 
 
充実したセッションの中には、デ
ヴァラシによる 5つのプラーナ・

ヴァーユの講義、エイミー・ウェ
イントラウブによるムード・マネ
ージメントのためのヨガ瞑想（→
彼女の新刊本に関する今号の最新
記事もチェックしてください）、
ブラーマニ・リーブマンとジョシ
ョダ・エドモンズによる瞑想とプ
ラーナヤーマの持つ変容のパワー、
ジョン・バグヌーロによる健康と
ヒーリングのためのデトックス、
といったテーマのセッションがあ
ります。ステファン・コープはバ
ガヴァドギータのヨガについての
講義を、ショバーン・リチャード・
フォールズとダナ・フォールズは
クリパルヨガの本質的な教えを探
求する講義を担当してくれます。 
 
40 周年を祝うため、最初の夜はク
リパルコミュニティで最も愛され
ている人々、ブラマナンダとアン
バ・ステイプルトン、イラとディ
ナバンドゥ・サーリー、ケヴィン”
ムース”フォーラン、ヴァンディ

タ・ケイト・マルチェシーロらの
これまでの活動や奉仕やエピソー
ドを讃える会を予定しています。
きっと忘れられない夜になるでし
ょう！ 
 
今年はスケジュールに変更を加え
ますが皆さんに気に入ってもらえ
ることを願っています。過去のカ
ンファレンス参加者からのフィー
ドバックに応え、ランチとディナ
ーの時間を長めにしました。食事、
散歩やハイキング、仮眠、久しぶ
りの友人との時間を十分楽しんだ
り、マッサージやサウナなど他の
サービスを利用してもらえるよう
になります。 
 
カンファレンスの早朝ヨガクラス
は、ジェントル、モデレート、ヴ
ィゴラスにチャンティングや瞑想
を加えたものまで幅広く用意して
います。沈黙、内省、リニューア
ルのための個人的な練習といった
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神聖な活動時間と場所も用意され
ます。 
 
今年新たに加わるのはYESトーク
のシリーズで、ヨガ、教育、セル
フトレーニングの分野における斬
新な先駆者たちを招きます。私た
ちや地球に多大な影響を与える力
強く新しい発展に関して、彼らの
情報や洞察をシェアしてくれるで

しょう。また、ヨガビジネスをテ
ーマにしたワークショップも開催
します。あなたのウェブサイトを
さらに良く見せ、オンラインでも
っと目を引くようにするための無
料のツールなどを勉強します。 
 
スワミ・クリパルと彼の普遍的な
教えにあるヴェーダとヨガ文化に
根ざした上で、今日の社会やすべ

ての世代に通用するクリパル・サ
ンガの記念祝典へぜひご参加くだ
さい。 
 
アンドリュー・タナー（Andrew 
Tanner）：Director of the Kripalu Schools 

of Yoga & Ayurveda 
ヴァンディタ・ケイト（Vandita Kate 
Marchesiello）： KYTA Director

 
 

 
 

カパの季節に最適な春の浄化 
ハイディ・A・スピア 

 
 

 一年のうちでカパが優勢になる
のは春です。冬の乾燥と寒さが溶
けて液体になり始める時期だから
です。雨が降り、湿り気が増して
重い泥が出来ます。母なる自然が
花盛りの時期を迎え、鳥たちの甘
いさえずりがカパの朝の時間に響
き、春の到来を告げます。カパの
季節であるため、人は風邪をひき
やすく、鼻炎など鼻まわりの炎症
を起こしやすく、またインフルエ
ンザにかかる人も出ます。健康で
いるために春の浄化をしましょう。
長い冬の間、体に溜まった老廃物
を体外に出しましょう。春の浄化
のためにはアーユルヴェーダ専門
家の指導を受ける事をお勧めしま
す。もしも徹底的な浄化が出来な
い場合、体に溜まった毒素の排出
に役立ついくつかの方法を以下に
示します。 
 
1週間で出来るやさしい春の浄
化 
 
1. 感覚を浄化するための朝の習
慣を毎日行う。（別途参照） 
どのドーシャタイプ（体質）でも、
この習慣は年間を通して行うこと
をお勧めします。 
 

2. 爽快な朝の散歩をする。新しい
季節の新鮮な空気を体に吸い込む。 
 
3. 一週間、食事は軽めで特に混ぜ
物のないクリーンなものを摂るよ
うに。全粒粉など精製されていな
い食物を自分のドーシャに合わせ
て食べましょう。一日を通して白
湯を飲み、排出を促しましょう。
間食、アルコール、コーヒー、甘
いものは避けましょう。 
 
4. クミン、コリアンダー、生姜の
お茶を朝か夜のカパの時間帯に飲
みましょう。（クミン-小さじ 1/4、
コリアンダー-小さじ 1/4、生姜-
小さじ1/4を入れたティーポット
に熱湯を注ぎ 5分間蒸らす。漉し
てから飲む。） 
 
5. 寝る前、食べてから最低 1時間
経ってからトリファラ（triphala）
を摂る。（ティーポットに小さじ
半分を入れ、熱湯を注ぎ 10 分蒸
らしてから漉して飲む。）トリフ
ァラはマイルドで効果的なお通じ
薬です。自然食品なので習慣癖に
なることはありません。 
 
6. 寝る前に日記を書く。引っかか
っている感情やわだかまりを解放
しましょう。 
 

7. 良い時間に眠りにつきましょ
う。眠い、疲れた、と感じなかっ
たら寝床に就く前にゆったりとし
たオイルマッサージを自分にして
あげましょう。それからベッドに
入りリラックスします。思ってい
る以上に疲れているかもしれませ
ん。ヴァータの人は 10pm までに
は寝ましょう。ピッタの人は
11pm までに、カパの人は深夜 12
時までには床に就くようにしまし
ょう。 
 
8. 毎朝起きてから最初に飲むも
のはコップ一杯の白湯にしてくだ
さい。排出を促してくれます。 
 
 クレンジングをスタートする前、
もしくは後に家全体を大掃除して
下さい。ここ 1、2年着ていなか
った服は捨て、家の中をしっかり
掃除しましょう。重い冬服はクロ
ーゼットの奥へ、軽く明るい春の
服を出して衣替えをしましょう。 
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[アーユルヴェーダ的 朝の
習慣] 
 
●舌みがきをする 
舌磨きスクレーパーで消化されず
に残った物を口の中からキレイに
みがき落としましょう。 
 
●ネティポット 
鼻の中、鼻腔をきれいにしましょ
う。 
 
●鼻にオイルを使う 
鼻腔、鼻の通り道に適度な湿り気
を与え、バクテリアやアレルゲン
が付着するのを防ぎます。 
 
●耳の中をオイルで洗浄する 
耳を健康に保ちます。 
 

●目にローズウォーターをスプレ
イする 
目を潤し、目の疲れやかゆみを和
らげます。 
 
●全身をオイルでマッサージする 
肌や関節、内蔵に潤滑油を与え、
リンパと血液の流れを良くするこ
とで免疫力を高めます。また心と
体を安定させる効果もあります。 
 
●白湯を飲む 
コップ 1杯の白湯を朝飲む事で体
に溜まった老廃物を排出する助け
になります。 
 
●関節のウォームアップとヨガ 
活動を始める前に体の準備をしま
す。 
 

●外に出て散歩する 
自然とのつながりを持ち、肺に新
鮮な空気を送り、体を元気にしま
す。 
 
●プラナヤーマ 
集中する練習になり、一日をスタ
ートする前の良い準備になるでし
ょう。 
 
上記の要点はハイディ・A・スピ
ア著『Everything Guide to 
Ayuveda』からの引用。（当著の
前書きはクリパル・スクール・オ
ブ・アーユルヴェーダの学長ヒラ
リー・ガリヴァルティスによる）
★ 
 
 

 
 
KYTA の「ダイバーシティー指導*」と「レイチェル・
グリーン記念基金*」助成金受給者の体験談 
手引書「ダイナミック言語とハートを開くテーマ」からの抜粋 
 
ベス・A・ジョーンズ 
 

 トラウマ・センシティブ・ヨガ
（TSY*）を教える教師として、私
は常にクラスの生徒たちを見極め
ています。しかし、それは生徒の
間を歩きながら必要なところでア
ジャストしたり虎視眈々とクラス
を見渡す、といったヨガクラスで
よく行われる方法ではありません。
むしろ、私の体全体を使いながら、
生徒と共に練習し、呼吸に耳を傾
け、部屋の中を感じとるようにし
ています。教えながら、時には目
を閉じたり、視線を下ろしたりし
て、私が何をして、その瞬間にど
う留まるのかを見ている生徒の視
線を感じます。呼吸の練習の後に
彼らを見て、どう感じたかを尋ね、
練習をそのまま続けるよう指示し
ます。それは、私の側と彼らへの
信頼による行動なのです。これは
非常に重要な体全身を使ったティ
ーチングのメソッドだと私は確信

しています。 
 私が教えるのは心的外傷後スト
レス障害（PTSD）やトラウマを抱
えた人たちです。自分から来る人
もいますが、多くはセラピストか
らの紹介で来ます。私が発見した
ことは、彼らは見られたり、評価
されたり、分析されたり、触られ
たりすることを好まないことです。
人からの判断を恐れているのです。
過去において彼らは屈辱感を味わ
った傾向があります。さもなけれ
ば、自分の意志に反する行為を強
いられた経験があるのです。触ら
れることがきっかけとなり、彼ら
を自分たちの体から離してしまい、
途端に、内面に向かう難しい作業
を妨げてしまいます。 
 TSY に来る多くの生徒は、あま
りに深いレベルで恐怖心を抱いて
いて、クラスまで運転して、駐車
した車の中で座り、それからクラ

スに参加するだけでも彼らにとっ
てはギリギリに立たされるプロセ
スなのです。彼らは神経を尖らせ
たサバイバルモードにあって、自
分の外の世界、車のドアが閉まる
音や犬の鳴き声など、部屋の中の
動きや音に過剰に注意が行きます。
途中で止めて部屋から飛び出す理
由を何 
でもいいから探しているのです。
私は彼らに何が起きていて、何が
起きたのか、何が起こりうるのか
に気づいてもらい、私なりのアプ
ローチでクラスに滞在する理由を
与えるようにします。紹介者であ
るセラピストと生徒の協力関係が
良好なら、生徒が自分のエッジを
探ったり、マットの外でも慢性的
緊張を解放するヨガ的アプローチ
を学ぶサポートとなるでしょう。 
 教師という権威的な立場上、そ
の役割自体がTSYクラスの目的を
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台無しにしてしまうことがありま
す。生徒の自己認識を促し、肉体
と親密な関係を持つことが目的で
あるのなら、まず、生徒は呼吸に
気づき、それから、肉体感覚が招
く世界を感じとり、選択を通して
自身の可能性を探求しなくてはな
りません。それによって初めて、
違いを区別し、好みを知り、そし
て、ポーズするかしないかという
選択の自由を得ることができます。
性的虐待、長期の児童虐待、いじ
めによって選択の自由を奪われた
被害者らにとって、この新たな理
解は、自分自身でいること、成長
すること、そして人間として感じ
始めるための黄金のチケットにな
るでしょう。 
 昨年、私はダイバーシティー指
導から助成金を受け取り、男性向
けの TSY クラスを始め、さらにリ
バースタジオでの女性向けTSYク
ラスで奨学金枠を増やすことがで
きました。これらの助成金で成り
立っているクラスに参加している
生徒の中には、イラク、アフガニ
スタン、ベトナムで戦闘に加わっ
ていた人、幼少時代に長期にわた
って虐待やいじめに苦しんだ人、
性的な虐待、喪失感や悲しみに苛
まされている人、仕事からの長期

的なストレスに苦しむ人も含まれ
ています。彼らが自らの肉体を認
識し、肉体と繋がりを持てるよう
に指導を続けています。 
 TSY の素晴らしいところは、パ
ニックに陥る人へ感情的な脳を落
ち着かせるよう促せる点、自身を
うまくマネージメントする力をつ
けられる点にあります。ある生徒
は「最初にベスが私たちの両手を
ハートの上に置きましょうと言っ
たとき、私は泣き始めてました。
それまで自分がいかに優しい気持
ちで自分の肉体に触れていなかっ
たか、自分の心にどれだけ注意を
払ってこなかったか、ということ
に気づかされたからです」と語っ
てくれました。私が指導する生徒
の皆さんは、不安をやわらげ、寛
容であること、さらには楽しんだ
り、今この瞬間を静かに内面で感
じるツールを受け取ってくれまし
た。最終的には、彼らは自分たち
の体験をコントロールする力を得
るでしょう。たとえそれが意識的
な呼吸をするだけだったとしても
です。このような活動を通して、
自分自身に目覚めていくのを目撃
するのは美しく奇跡的なことです。 
 
 

ベス・A・ジョーンズ：クリパル
ヨガ、トラウマ・センシティブ・
ヨガ講習を修了。メイン州ハロウ
ェルのリバースタジオでヨガ指導 
 
ダイバーシティー指導（Teaching 
for Diversity）* 
ダイバーシティ指導は、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。 
 
レイチェル・グリーン記念基金
（the Rachel Greene Memorial 
Fund）* 
ヨガ教師であったレイチェル・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。 
 
TSY*＝Trauma Sensitive Yoga 

 
 
 
 
ヨガとトラウマ - 何を勧めるべきか？ 
『セラピストのためのヨガスキル』からの引用 
エイミー・ウェイントラウブ 
 
  

 W.W.ノートンから出版された
『セラピストのためのヨガスキ
ル』（Yoga Skills for Therapists）
は、実用的で実際に使える詳細な
方法を記したガイド本です。ヒー
リング分野で活躍するセラピスト
のために、時代を超えたヨガの教
えを医療現場においてマットなし
でも使える応用法を紹介していま
す。ヨガのやり方でセラピスト自
身やクライエントに基本的なムー

ド・マネージメントやトラウマ解
消をサポートするための深い理解
をヨガ教師やヨガセラピスト、ま
た臨床医に与えてくれます。 
 
もしある人が深刻な心的外傷後ス
トレス障害（PTSD）の症状を訴え
ていたらどんなクラスが最適でし
ょうか？ヨガマット上で PTSD に
苦しむ人をガイドするときは、「ゆ
っくり」がキーワードです。性的
な要因であってもなくても、トラ

ウマは肉体に記憶や緊張を残しま
す。性的トラウマを負う人々は、
肉体の中に生きることを安全と感
じないことがあります。このよう
なクライアントたちは、自分を守
るために首から上だけで生きよう
としていることがよくあります。
こうしたクライアントに、再度、
自分の肉体を取り戻してもらうた
めには、ジェントルなヨガが役立
ちます。感覚と呼吸にマインドフ
ルに注意を向け、肉体に気づきを
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向けたり、肉体をスキャンするエ
クササイズや、肉体を感じるヨガ
が、PTSD で悩む人たちにとって
は極めて重要な練習となります。
肉体の中で再度生きることは不安
を伴うこともありますが、ヨガは
心と体を繋げる癒しを始める一つ
の安全な方法です。 
 
●ファースト・ステップ 
 PTSD で悩む人々へのファース
ト・ステップとして向いている肉
体を感じるヨガでは、ゆっくりし
た瞑想的な動きを入れ、グラウン
ディングに重きをおきましょう。
クラスの最中には、生徒たちに肉
体の感覚に注意を向けるよう促し
ましょう。効果的な方法は、たく
さんの神経が集まっている唇や指、
手のひら、足などの部位や、それ
までに動かしていた関連部位に注
意を向けるようガイドすることで
す。肉体を感じるヨガではゴール
はありません。安全確保する基本
的なルールを除いて、ポーズを取
る正しい方法や間違った方法とい
うものはありません。生徒は間違
った動きなどないと感じるように
促されます。自分に合わせた調整
や自由に動くことが完全に許可さ
れています。肉体を感じるヨガを
グループとして体験する場合、生
徒は教師のガイドをそれぞれに合
うように解釈してもいいのです。
クラスの最中、教師が感覚を深く
探求するように勇気づけることで、
生徒は自分の肉体の中で、今に留
まるように促されていきます。こ
の肉体を中心とした瞬間を体感す
ることで、肉体を安全な場として
いられるようになるのです。ジャ
ン・クラインによって開発された
このヨガスタイルのシニア教師は、
心理学者のリチャード・ミラーと
カナダのジョアン・ルヴィンスキ
ーです。アライメントを中心とす
るヨガでも、起こってくる感覚に
注意を向けるように指導すること
で、肉体を感じるヨガのアプロー
チは可能です。さまざまなヨガス
クールでは実際、優れた教師たち

がこの方法を採用しています。 
 臨床社会福祉士のシェリー・ル
ービンは、フィラデルフィア近郊
でヨガセラピーと 30 年以上心理
療法を施してきました。34 歳のリ
ンダが彼女を訪れたとき、リンダ
のトラウマと喪失の経験があまり
に辛く話すだけでも恐怖を引き起
こすほどでした。リンダは 7 歳の
時、祖父から性的虐待を受け、14
歳でレイプされ、17 歳の時にはボ
ーイフレンドを交通事故で亡くし
ました。ボーイフレンドに泊まる
ことを拒否した帰り道に起こった
事故だったので、彼女は自分を責
めました。一人で娘を育てながら
も、もう 1 人の子供は養子縁組に
出したので、その喪失感に苦しん
でいました。シェリーを訪れた時
のリンダは、最後の数ヶ月を看病
した姉がガンで亡くなった後のこ
とでした。 
 シェリーが彼女の過去を知る前
からリンダは長い期間セラピーを
受けていました。最初のセッショ
ンで、リンダは亡くなって間もな
い姉のことを口にすることさえ出
来ない状態でした。その続きのセ
ッションでリンダは過去の出来事
を話そうとしましたが、シェリー
はリンダの息が非常に浅く、息を
止めようとしており、その動揺は
パニックを伴うような過去の出来
事の話をするときに最もひどく起
こりました。シェリー曰く「私の
アプローチに関係なく、私が彼女
の PTSD の症状を引き起こしてい
たのです。」のちにパニックや
PTSD の症状は、オフィスという
環境、リンダの持つ恐怖感、また、
話さないと治らないとリンダが思
い込んでいたことなどが総合して
起こっていたことがわかりました。 
「リンダの神経系統は落ち着きを
必要としていて、重荷にアプロー
チするタイミングや、それらから
あえて離れて置いておくタイミン
グを彼女がわからないうちは、終
わりのないトラウマ再体験を繰り
返すだけだと感じました。特に彼
女が自分を落ち着ける術を知らな

いことも深刻でした」とシェリー
は言います。「EMDR や EFT も薦
めましたが、聞き慣れない名称に
リンダはかえって緊張してしまっ
たのです。私がすべてのトラウマ
は話すことによってのみ癒される
わけではない、と伝えると彼女は
驚き、同時にほっとしたようでし
た。神経を落ち着かせる方法がわ
からないうちは、つらいトラウマ
の話をするのはかえって良くない、
と彼女に伝えました。」 
 シェリーはまず呼吸からアプロ
ーチし始めました。吸う息に合う
ように、もっとたくさん息を吐く
ように指導し、息を吐く時間を長
く持つようにガイドしました。そ
して想像力（バーバナ）を使って
心の中で落ち着く神聖な場所を作
るよう薦めました。平穏で美しく、
心地の良い場所です。リンダを少
しは楽にさせることが出来ました
が、それでもオフィスという環境
でのセッションは、回復というよ
り難航を意味するとシェリーは感
じました。「リンダは散歩をする
など自然の中で時間を過ごすよう
にしていたので、近くにある木が
生い茂った湖を薦め、それ以降は
そこが私の”湖オフィス”となっ
たのです。」 
 公園でシェリーはタダーサナ
（山のポーズ）をリンダに教えま
した。多くのセラピストがクライ
アントをグラウンディングさせる
ためにオフィスでよく使うポーズ
です。シェリーは「自分の足を感
じ」、地面＝母なる大地と繋がっ
ている感覚に気づくようガイドす
ることから始め、数センチ単位で
細かくタダーサナを指導し、大地
に支えられエネルギーが彼女の肉
体を流れていることに意識を向け
させました。「リンダの持つすべ
ての痛みを抱えても、まだ余裕の
ある湖の水や周りの木に助けられ、
彼女はパニックに陥ることなく少
しずつ言葉を発するようになりま
した。そして彼女の過去が浮かび
上がりました。」シェリーはリン
ダにやりたいことや意図（サンカ
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ルパ）を見つけるように促し、人
生の大きな絵を描くよう勧めまし
た。これらがはっきりすれば、リ
ンダがどのような選択を取るべき
なのかを教えてくれるコンパスに
なります。リンダは破壊的な行動
や危害を加える人たちに引き寄せ
られていましたが、「これは自分
の人生で実現したいことに近づけ
るのか、遠ざかるのか、それとも
ここに留まらせるのか」と、自分
自身に問いかけることも出来るの
です。 
 「リンダはいつも頑張って努力
を怠らないのですが、シンプルな
ヨガの手法を通じて自分の肉体に
波長を合わせ、耳を傾けることで、
統合的で癒された自分自身へ戻れ
ると信じられるようになっていま
す。共に私たちは、より少ないこ
とでより多くを得ることを学んで
いるのです」とシェリーは言いま
す。 
 
 
●セカンド・ステップの可能性 
 教師と生徒の信頼度が高まった
らヨガを違った治療法として活用
できます。資格あるヨガ教師やセ
ラピストが安全性を確保したクラ
スや個人セッションを行う場合は、
長くホールドすることで肉体に閉
じ込められたトラウマや喪失感を
解放させることが出来ます。ひと
つのポーズを長くホールドするこ
とは最初のセッションでは良くな
いですし、深刻な PTSD を抱える
人がいるクラスや個人セッション
ではやらないほうがいいでしょう。
もちろん生徒に準備が出来ていて、
トラウマ治療に長けた精神科医の
プロがその場にいるなら話は別で
す。 
 ポーズを長くホールドすること
で、緊張や肉体に閉じ込められた
トラウマを深いレベルで解放する
ことを促すことがあります。その
体験は物語としての「ストーリー」
ではありません。むしろ、肉体的、
感情的、精神的な体（ボディ）か
らの解放であり、ストーリーが含

まれないようにすることです。そ
のために、ファシリテーターは生
徒が言葉や分析に捕われないよう
に、そして、何も感じないという
ことがないように、肉体感覚と共
にいるように伝えることが重要で
す。治癒的な長いホールディング
は、古くから癖になっている肉体
のパターンを解放すること、特に
骨盤や腰筋などのコアに滞ってい
る緊張を解放するには最適といえ
るでしょう。腰筋は、唯一、腰の
周りで前にも後ろにも、上にも下
にも伸びる筋肉です。驚く私たち
の腰筋は固くなることがよくあり
ます。長期のトラウマによって、
この部位の筋肉が締めつける癖が
つくこともあり、それが横隔膜や
ヒップ、骨盤、そして、生殖器に
まで影響を与えることがあります。
特に何の感情も感じなくても、こ
の部分で震えが実際に起きると、
コアに留まっていた緊張を揺すぶ
り解放していくことがあります。 
 
●ゴール 
 ヨガのテクニックを心理療法や
ヨガセラピーに活用するとき、そ
の目標は問題を解決することでは
ありません。受け入れ、認め、そ
して学ぶことがそのゴールです。
私たちは生徒やクライアントに、
時代を超越したヨガの知恵をツー
ルとして提供し、純粋で、自然で、
常に完璧で、常に安全な彼らの本
来の状態を実現する障害となるも
のを取り除く手助けをしているの
です。ヨガに根ざしたスキルをセ
ラピーに応用することで、悩み苦
しむ人々を教育しているのです。
生涯に渡って使えるセルフケアの
方法を提供するだけでなく、同様
に重要なのは、自分自身の全存在
を察する実感を曇らす障害物を取
り除くツールを与えることで、彼
らの真の姿を思い出させているの
です。 
 
エイミー・ウェイントラウブ： 
MFA / E-RYT 500 修了。「ライ
フ・フォース・ヨガ」ヒーリング・

インスティテュートの創始者。ム
ード・マネージメントのためのラ
イフ・フォース・ヨガのプロを養
成する研修を指導。エイミーの指
導する「証拠をベースにしたヨガ」
の方法は DVD シリーズ「Life 
Force Yoga to Beat the Blues」
に収録されている。 
 
 
 
 
 
 
 


