
 1 

YOGA BULLETIN 
	 Kripalu yoga teachers association 

	 training inspiration community winter 2012 volume 21 issue 4 【日本語ダイジェスト版】 

 

■ 目 次 
1－ アーユルベーダに焦点をあてた新しい 500 時間クリパルヨガ教師トレーニング 
2－ クリパルと日本：ヨガの国際交流 
3－ 愛の道の巡礼：スワミ・クリパル生誕 100 年祝賀スペシャル R&R リトリート 
4－ ヨガとポジティブ心理学との出会い 

   

 

 
アーユルベーダに焦点をあてた 
新しい 500 時間クリパルヨガ教師トレーニング 
 
 500時間クリパルヨガ教師トレ
ーニングを受けている間に、アー
ユルベーダについて深く掘り下げ
ていくことに関心はありますか？ 
 
Kripalu Schools of Yoga & 
Ayurveda(KSYA)は、新しい 500
時間のアーユルベーダヨガ教師ト
レーニングを立ち上げる予定です。
そのトレーニングでは、アーユル
ベーダの技術と科学をどのように
ティーチングに統合していくかに
焦点をあてています。このトレー
ニ ン グ は 、 Ayurvedic Yoga 
Specialist Training へと拡大して
いきます。 
「私たちは、クリパルやそれ以外
の伝統からトレーニングを受けた
200 時間のヨガ教師達に、500 時
間トレーニングではより多くの選
択肢を提供したいのです。」と
KSYA のマネージャーであるニコ
ール・フィッシャーは言います。
「このトレーニングでは、アーユ

ルベーダの哲学と原理を 500 時
間トレーニングで学ぶすべてのヨ
ガのティーチングの技術と結合さ
せます。」 
 500時間アーユルベーダヨガ教
師トレーニングは 9 日間にわたる
４つのモジュールで提供されてい
ます。そのモジュールは、「アーユ
ルベーダの基礎パート１とパート
2」「ヨガとアーユルベーダ上級」
「ティーチングとアーサナのアシ
ストの技術（上級）」「エネルギー
体の開拓：呼吸法と瞑想のティー
チング」となります。 
 ヨガとアーユルベーダの関係に
ついての知識が深まれば、季節や
一日の時間帯に基づいてカスタマ
イズしたヨガクラスをどのように
作っていくか、そして生徒の状況
や体質に合わせてそれぞれ個別の
練習へと発展させるようなアーユ
ルベーダ的な発想に基づいたヨガ
の個人セッションをどのように提
供していったらよいかを学ぶこと

ができるでしょう。このトレーニ
ングでは、アーユルベーダの解剖
生理、アーユルベーダのライフス
タイルの原理、その哲学と歴史、
アーユルベーダの視点に基づいた
心理学、サンスクリット入門を網
羅しています。 
「私たちは、全てのクリパルトレ
ーニングに、そして一般向けのク
リパルのプログラムにも、もっと
アーユルベーダを取り入れていき
たいと思っています。」とニコール
は言っています。これは、私たち
にとって、生徒たちに何か集中す
る（没頭する）ものを提供する良
い機会といえます。そしてそれは
ここでの教育の柱となり、全国の
生徒たちにとってますます興味が
わくものとなるでしょう。」 
 詳細は、電話：800-848-8702
または email：ksya@kripalu.org
までご連絡ください。 
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クリパルと日本：ヨガの国際交流 
 
 クリパルと東京のクリパルヨガ
スタジオ「Yoga of Life」との長
年にわたる関係が、今年の夏、よ
り強い絆で結ばれました。Kripalu 
Schools of Yoga & Ayurveda の
ディレクターであるアンドリュ
ー・タナーが遠く離れたこのアフ
ィリエイト・スタジオを訪ねたか
らです。 
 アンドリューは、スタジオ創立
者の三浦徒志郎とその妻のまきこ
に招かれ、ヨガ教師向けの週末リ
トリートと毎年 2000 人以上が集
まる恒例の横浜ヨガフェスタで指
導をしました。 
 1970 年代にクリパルヨガを知
り、クリパルヨガ教師認定である
三浦徒志郎は、昨年、ショーバン・

リチャード・フォールズの『クリ
パル・ヨガ~ヨガの実践と人生の
ガイド~』を日本語に翻訳しまし
た。そして「Yoga of Life」で教
師トレーニングを受けた日本人
100人のクリパルヨガ教師のうち
半数以上がアンドリューのワーク
ショップに参加しました。 
 ハンズオンアシストとポーズの
洗練に焦点をあて、さらに目隠し
でパートナーと踊った後に目隠し
を外してお互いに出会う「魂のダ
ンス」のようなハートを開く練習
をしました。 
「みんな涙を流し、お互いに抱き
合いました。伝統的に感情をあま
り表さない文化の中で、クリパル
ヨガは、日本人にそれを表現する

糸口を与えています。彼らが動く
瞑想をしている姿を、私は決して
忘れないでしょう。」とアンドリュ
ーは言っています。 
 
 

 
 
 
 
愛の道の巡礼 
スワミ・クリパル 生誕 100年祝賀スペシャル R&Rリトリート／1月 11－13日 
ヴァンディタ・ケイト・マルチシェロ 
 
 
 愛のみが道、愛のみが神、愛の
みが教典。成長の夢を実現したい
のであれば、この一節を記憶に刻
み常に唱えることです 

̶スワミ・クリパル 
 
 親しみを込めてバプジとして知
られているスワミ・クリパルは、
明らかに人々に対する喜びと愛に
溢れていました。彼は、愛のみが
生きているものを一つにし、分裂
を取り除くことができると説きま
した。彼の人々に対する愛情、そ
して素晴らしい仕事、音楽や詩、
ヨガや瞑想への関心が、今週末の
リトリートを通して、クラスやワ
ークショップ、コミュニティの集
まりに反映されていきます。「愛の
道の巡礼者：スワミ クリパル生誕

100 年祭」が、1月 11 日~13 日
にクリパルセンターにて開催され
ます。 
 このイベントのプレゼンターで
あるヴィディヤ・キャロリン・デ
ルーモ、デヴァラシ・スティーブ
ン・ハートマン、シバナンダ・ト
ーマス・アメリオ、ショーバン・
リチャード・フォールズらは、ス
ワミ・クリパルの教えのエッセン
スを生き、それを体験的学びとし
て指導します。彼らはワークショ
ップ、古典的なクリパルヨガのサ
ーダナ、瞑想クラス、心高ぶる音
楽による祝典などを提供します。 
 また、KYTA と KAPA のメンバ
ーは、1 時から 4 時まで、伝統的
なプージャ（礼拝）の儀式やチャ
ンティング、ダンス、バプジと共

に時を過ごし学んだ人たちからの
話を含めたサットサンに招待され
ています。写真の展示、ビデオ、
そして話を聞くことで、バプジが
米国に来る前の人生、そしてここ
での生活、そして彼のマハ・サマ
ーディについて垣間見ることがで
きるでしょう。 
 私は自分の人生にこれほどまで
の影響を与えてくれたバプジと彼
の教えを讃えるこの週末を企画で
きたことをとても光栄に思ってい
ます。1977 年 5 月 14 日、バプ
ジが米国に到着する 1 週間前に私
はクリパルにやってきました。そ
れ以前は、3 年間アムリット・デ
サイ氏の下で学び、ニューヨーク
のアルバニーでクリパルヨガ教師
となりました。この 30 年以上を
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Interested in delving deeply into Ayurveda while earning your 500-hour yoga teacher certi!ca-
tion? "e Kripalu Schools of Yoga & Ayurveda (KSYA) are launching a new 500-hour Ayurvedic 
Yoga Teacher training that o#ers a special focus on how to integrate the art and science of 

Ayurveda into your teaching. "is training expands on the Ayurvedic Yoga Specialist Training.
“We wanted to give 200-hour teachers—both Kripalu-trained and from other traditions—more 

options for their 500-hour certi!cation,” says Nicole Flisher, KSYA Manager. “"is training combines 
Ayurvedic philosophy and principles with all the additional yoga-teaching skills they’d get in our 
traditional 500-hour training.”

"e 500-hour Ayurvedic Yoga Teacher Training is delivered in four 9-day modules that include 
 Foundations of Ayurveda Parts One and Two,  Advanced Studies in Yoga and Ayurveda, and 

one elective, either  Advanced Techniques for Teaching and Assisting Asana or  Exploring the 
Energy Body: Teaching Pranayama and Meditation.  

As you deepen your knowledge of the relationship between yoga and Ayurveda, you’ll learn how 
to create customized yoga classes based on the season and time of day, and to o#er private Ayurve-
da-inspired yoga sessions to help students develop a personal practice suited to their unique cir-
cumstances and constitutions. "e training covers anatomy and physiology for Ayurveda, Ayurvedic 
lifestyle principles and self-care routines, the history and philosophy of Ayurveda, psychology from 
an Ayurvedic perspective, and an introduction to Sanskrit. 

“We’re bringing more Ayurveda into all our Kripalu trainings, and into Kripalu programming in 
general,” Nicole says. “"is is an opportunity for us to give our students an immersion in something 
that’s a pillar of our education here, and is becoming more and more of interest to students around 
the country.” 

For more information, call 800-848-8702 or e-mail  ksya@kripalu.org. 
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New 500-hour Kripalu Yoga teacher 
training focuses on Ayurveda

The longtime relationship between Kripalu and Yoga for 
Life, a Kripalu Yoga studio in Tokyo, Japan, was further 
strengthened this summer when Andrew Tanner, Direc-

tor of the Kripalu Schools of Yoga & Ayurveda, made a visit to 
this far-$ung a%liate.  

Andrew taught a weekend retreat for yoga teachers at the 
invitation of Toshiro Miura, founder and director of the studio with his wife, Makiko. Andrew also 
taught at the annual Yokohama Yoga Fest, which attracts some 2,000 people. 

Toshiro was introduced to Kripalu Yoga in the 1970s and is a certi!ed Kripalu Yoga teacher; 
last year, he translated into Japanese Shobhan Richard Faulds’ Kripalu Yoga: A Guide to Yoga On 

and O! the Mat. Half of Japan’s 100 Kripalu Yoga teachers, all trained at Yoga for Life, attended 
Andrew’s workshop. "e group focused on hands-on assisting and posture re!nements, and 
also did heart-opening practices like “soul dancing,” in which partners dance together blind-

folded, and then pull o# the blindfolds to greet one another. 
“Everyone cried and hugged,” Andrew said. “Kripalu Yoga has provided an outlet for Japanese 

people in a culture that is traditionally less expressive emotionally. Watching them in meditation-in-
motion was something I’ll never forget.” 

Kripalu and Japan: An in-
ternational yoga exchange
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振り返ると、自滅的な窮地にいた
頃に、これらの師とクリパルのコ
ミュニティと出会えたことを幸せ
に思っています。「永遠の真理」と
いう知恵に繰り返し出会う中、最
終的に自分が探し求めていた自己
実現や神へ導く多くの道があるこ
とを認めるクリパルの道を私は選
んだのです。 
  
 私は皆さんと共に、この親愛な
る師と彼の愛と慈悲の教えについ
て祝福できることを楽しみにして
います。そして、バプジの残した
ものを再確認するのは、この特別
なイベントだけで終わりません。
2013 年を通して、ワークショッ
プ、クラス、出版物の記事におい
て、この組織、教師たち、スタッ
フ、ゲストに与えたバプジの影響
に光をあてていきます。 
 
ヴァンディタ・ケイト・マルチシ
ェロ：Kripalu’s Teaching for 
Diversity プログラムのディレク
ターであり、KYTA の前ディレク
ター。 
 
スワミ・クリパルのヨガ教師のた
めのインスピレーションをお読み
ください。 
http://kripalu.org/pdfs/kyta_q
uotes.pdf 
 
 
 
 

バプジ生誕 100 年祭 
イベントの抜粋 
 
1 月 11 日(金) 
オープニングワークショップ 
バ プ ジ の 人 生 と 教 え 、 特 に
Santana Dharma（ヨガや世界中
の叡智の伝統のすべては 1 つの宇
宙真理から生じていると認識する
こと）に目を向けます。夕方は、
インドの伝統的な力強いダンスで
しめくくられます。 
 
1 月 12 日(土)午前 
ヴィディアとの愛の実験 
スワミ・クリパルが意味する「愛
の科学」、「愛の実験」とは？瞑
想の誘導、パートナーとの対話、
ヨガ、ジャーナリングを通して、
これらの質問を探求し、その答え
を自分たちの人生へあてはめてみ
ます。 
 
1 月 12 日(土)午後 
シバナンダと共に過ごす 
マントラとムドラ 
スワミ・クリパルは、ヨガのポー
ズと呼吸法に加えて恐れや制限か

ら精神と心を浄化するマントラや
ムドラやバンダを教えていました。
これらの練習が、どのように私た
ちの微細体のエネルギーセンター
であるチャクラを目覚め、調整す
るかを見て行きます。 
 
1 月 12 日(土)夜 
シバナンダ、ジョン・デ・カット
とその友人たちによるスワミ・ク
リパルの 100 年生誕祭キルタン 
スワミ・クリパルは、グループで
行うチャンティングはとてもパワ
フルで、その部屋にいる人の数だ
けの効果があるとよく話していま
した。 
 
1 月 13 日(日)午前 
ショーバン、ヴァンディタ、デヴ
ァラシそしてその友人たちによる
クリパルとの絆 
スワミ・クリパルの教えをどのよ
うに将来のクリパルに伝えていく
のかについてお話します。また、
私たちの心を一つにしていくこの
イベント最後の儀式があります。 
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ヨガとポジティブ心理学との出会い 
スサンリー・マスカロ 
 
 
 
 
 

 ヨガ教師として私たちは、細か
なアライメント調整をしながらポ
ーズを学びます。プラーナヤーマ、
瞑想、ヤーマ・ニヤーマ、ヨーガ
ニドラなど、ヨガの様々な面を吸
収することに情熱を注ぎます。私
たちが教える場は神聖な場となり、
そこを静かな畏敬の念で接してい
きます。すべては呼吸と動きを融
合するヨガであるという理解のも
と、私たちはそれぞれの指導スタ
イルと特定の関心を付加していき
ます。私たちは同じ思いを共有す
るコミュニティであり、愛と慈悲
の心を育み、それを外の世界へ広
めているのです。 
 私たちの使命に対する献身によ
って、内面の安らぎが広がった健
全なレベルにまで高められると想
像してください。純粋な受容によ
って、人生の混乱が歓喜の瞬間と
融合し合うところです。スローダ
ウンすることで、より多くを生み
だすところ。幸福を高めるための
エネルギー、バイタリティ、静け
さ、そして決意がより高いレベル
で存在するところ。私はこれらを
タル・ベン・シャハール氏が指導
する「ポジティブ心理学認定プロ
グラム」（CIPP - Certificate in 
Positive Psychology）で発見しま
した。これは実技とオンラインの
カリキュラムを合わせて行われた
クリパル初のプログラムです。昨
年夏にスタートしたこのプログラ
ムは、オンラインの講義と課題を
通して冬まで続き、今年 4 月にク
リパルセンターで行われる集中プ
ログラムで修了します。 
 私は、2001 年に 200 時間教師
トレーニングを受講しましたが、
その体験は歓びとコミュニティと
勤勉に満ち、私の人生を変えるも

のでした。その後 4 年間で私は
500時間のトレーニング修了へと
進みました。CIPP プログラムは、
私がヨガ教師トレーニングで学ん
だすべてを実証し、強化してくれ
ました。タルと彼のスタッフは、
その学びを使い、いかに幸福のレ
ベルを1つか2つ上へと高めるか
を見せてくれ、私たちが勤勉であ
ればさらにレベルを 3 つもアップ
できることを示してくれました。
そのプロセスは、私たちの勤勉さ
をきちんと認めるだけでなく、さ
らにそれを後押ししてくれ、する
ことをする、まさにその時に楽し
むこと、さらに自分たちが愛／精
神性／歓喜／内面の安らぎの実例
となるよう薦めてくれました。タ
ルは、私たちがどうやって今いる
ところにやってきたのかを思い出
させてくれたほか、歓びのレベル
を高めるツールを提供し、健全で
快適でいることを私たちのコミュ
ニティに教えてくれました。プロ
グラムでは、心を打つ言葉、呼吸
への気づき、ヨガの練習、瞑想で
の問いかけ、実証に基
づいた研究結果などが
提供されましたが、い
ずれも私たちのヨガク
ラスで活用できるもの
ばかりです。 
 私の CIPPの旅路はほ
んのわずかな変化から
始まりました。「小さな
変化が大きな違いを生
む」こと、勤勉に継続
すること、私たちが変
えたい事柄に関連した
儀式をすることを教わ
りました。私の最初の
儀式は、毎晩同じ時間
に寝て、もっと休息を

取る努力をすることでした。シン
プルに聞こえませんか？必ずしも
そうではないのです。もっと起き
ていたいという衝動に私はしばし
ば駆られました。しかし、私は誓
いを立て、今も新しい儀式を守る
ワークを続けています。それは完
璧にできているでしょうか？もち
ろんできていません。しかし、タ
ルは私たちに「人間であるという
許可」を私たち自身に与えるよう
に指導します。私にとってこれは、
スワミ・クリパルの信念である「精
神性を探求する者にとって最も崇
高な資質は、判断なく自身を客観
視することである」にぴったり当
てはまるのです。 
 こうした儀式を私のヨガクラス
に導入することで、生徒たちはよ
り楽で、より居心地良いと感じて
くれています。プラーナヤーマか
ら始め、関節をウォームアップし、
ポーズに入り、最後にシャバーサ
ナと瞑想で終わると分かれば誰も
が安心します。健全な習慣は不確
定要素を取り除き、心地よいゾー
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As yoga teachers, we learn the postures with !ne-tuned align-
ment. We are passionate about absorbing all the many facets of 
yoga: pranayama, meditation, yama and niyama, yoga nidra. "e 

space we teach in becomes sacred space, and we treat it with a quiet reverence. We 
each bring our own style of teaching and particular interests, knowing that it is all yoga, the union of 
breath and movement. We are a community of like-minded people who breed love and compassion and bring it out into the world.  

Imagine that dedication to our calling li#ed to an enhanced level of well-being, a place where inner peace prevails. Where the turmoil of 
life is blended with the joyful moments in pure acceptance. Where, by slowing down, we produce more. Where there is a heightened level of 
energy, vitality, serenity, and commitment to increasing our happiness. "is is what I discovered through the Certi!cate in Positive Psychol-
ogy (CIPP) training with Tal Ben-Shahar, Kripalu’s !rst program blending on-site and online components. "e course began last summer, 
continues through the winter with online lectures and assignments, and concludes in April with a weeklong immersion at Kripalu.

When I took the 200-hour Kripalu Yoga Teacher Training in 2001, it was a life-changing experience, !lled with joy, community, 
and hard work. Over the next four years, I progressed through the 500-hour certi!cation. "e CIPP course validates and enhances 
everything I learned during my yoga teacher trainings. Tal and his faculty members show us how to build on that learning to raise 
our happiness level a notch or two—or, if we are really diligent, three. "e process validates our hard work and encourages us to work 
harder, to love what we are doing when we are doing it, and to be examples of love, spirituality, joy, and inner peace. Tal reminds us 
of how we got to where we are, and gives us tools to raise our levels of joy and bring that ease of well-being into our communities. We 
are given poignant quotes, breath-awareness and yoga exercises, meditation inquiries, and statistics on evidence-based research, all of 
which we can bring into our yoga classes.

My CIPP journey started with baby steps of change. We were taught that “small changes make a big di$erence,” and that they 
require consistency in e$ort—creating rituals around the things that we want to change. My !rst ritual was going to sleep at the same 
time every day, making an e$ort to get more rest. Sound simple? Not always—I o#en have to resist the urge to stay up later. Yet I’ve 
made the commitment and am doing the work to keep all my new rituals in place. Is it perfect? Of course not. Tal encourages us to 
grant ourselves “permission to be human,” and, for me, that dovetails with Swami Kripalu’s belief that “the highest quality of a spiritual 
seeker is self-observation without judgment.” 

Bringing rituals into the classroom allows my students to feel more at ease, more at home. It’s comforting to know we are going 
to start with pranayama, warm up the joints, move into postures, and end with Savasana and meditation. Healthy habits take away 
uncertainty, expand comfort zones, and encourage present-moment thought processes.  "ese repetitions give my students con!dence 
to create a practice at home.

CIPP has opened my eyes to the fact that we are all alike; only our situations are di$erent. I already knew this intellectually and 
spiritually, but this training has brought me to a feeling place of knowing. No one escapes pain and su$ering, we all experience joy and 

contentment. It is all part of human nature. My empathy levels have in-
creased—I see myself in my students’ struggles, and in their euphoria in asana. 

Journaling is a key part of the Positive Psychology commitment. Now 
I keep pens and clipboards in my studio and encourage the students in my 
men’s yoga class to journal a#er Savasana. I learned in CIPP that journaling 
releases tension, brings a sense of manageability, meaningfulness, control, and 
predictability. It enhances the immune system and positive mood. "ey are 
intrigued, and I hope to continue this ritual.

"e transformation that I feel at this halfway point in the CIPP training is 
very subtle and very real. My students feel it, too, and are taking steps to incor-
porate small changes in their lives that make a big di$erence. 

Susanlee Mascaro is a 500-hour Kripalu Yoga teacher and a fundraiser for non-
pro!t organizations. Mother of !ve and grandmother of four, she lives in Trooper, 
Pennsylvania, with her husband, Pat.

The second CIPP training at Kripalu begins April 8, 2013.  Find out more.

When yoga meets Positive Psychology
by Susanlee Mascaro 

My empathy levels 
have increased—I see myself in 

my students’ struggles, and in their 
euphoria in asana. 

Men journaling in 
Susanlee’s class
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ンを広げ、プロセスを通して今ま
さにそこにいる瞬間を後押ししま
す。こうした繰り返しが、私の生
徒たちに自宅でも練習する自信を
与えるのです。 
 CIPP は私たちが皆、似た者同士
であることに気づかせてくれまし
た。違っているのはそれぞれの状
況です。それはすでに知的にも精
神的にも分かっていました。しか
し、CIPP のトレーニングはフィー
リングの面でこのことを理解させ
てくれました。痛みや苦しみから
逃れられる人は誰もいません。誰
しもが歓びや満足を感じます。こ
れはすべて人間の本性です。私の
共感できるレベルは以前よりも増
しました。アーサナで苦しんだり、
恍惚感を抱く生徒の中に自分自身
を見出せるようになったからです。 
 ジャーナリングはポジティブ心
理学にコミットする重要な部分で
す。今では私のスタジオではペン
とクリップボードを常に用意し、
男性のヨガクラスではシャバーサ
ナのあとにジャーナリングを勧め
ています。ジャーナリングは、緊
張を解し、管理したり意味を見い
出したり、コントロールしたり、
予測したりする感性を磨いてくれ
ることを、CIPP プログラムで学び

ました。免疫システムや積極性を
より高めてくれます。彼らは興味
を示し、私はこの儀式を続けてい
きたいと願っています。 
 CIPPトレーニングの途中で私が
今感じている変革というのは、非
常に繊細でありながら非常にリア
ルだということです。私の生徒た
ちもそれを感じていて、彼らの生
活においても、大きな違いを生む
小さな変化を取り入れようとして
います。 
 
スサンリー・マスカロ：500 時間
クリパルヨガ教師であり、非営利
団体への資金集めを担当している。
5 人の子供と 4 人の孫を持つ。ペ
ンシルベニア州トゥルーパーに夫
パットと共に暮らしている。 
 
クリパルでの CIPP トレーニング
の第2回目は2013年4月8日か
らスタートします。 
 
                               
 
＜訳者注釈＞ 
ポジティブ心理学 
 これまでの心理学は、精神疾患
を治すための学問であったために、
「どうすればもっと幸福になれる

か」という側面からの研究が欠け
ていました。日常生活で支障をき
たす程ではない一般の人間が、よ
り健全に充実した人生を生きるた
めに、どうしたらいいのかという
観点から人間の心理を研究する学
問が、1998 年にマーチン・セリ
グマンらによってポジティブ心理
学として創設されました。 
 この心理学は、個人や社会をよ
り繁栄させるような強みや長所を
研究することに重点が置かれてい
る点において、このヨガブルテン
でも度々掲載されてきた Kripalu 
Institute for Extraordinary 
Living での研究分野と類似したも
のがあります。人間の本質を肯定
し、今の自分を受容するクリパル
ヨガのセンターで、CIPP トレーニ
ングが始まったことに新たな可能
性を感じさせます。 
 ポジティブ心理学に関しては、
日本語でも関連サイトがあります
ので、興味のある方はご覧くださ
い。 
 
一般社団法人日本ポジティブ心
理学協会 
http://www.jppanetwork.org/i
ndex.html 

 


