南
南国
国
国教
教
教室
室
室
南
南
国
教
室
ヒ
ヒー
ーリ
リン
ング
グ・
・ヨ
ヨー
ーガ
ガ

川の せせらぎ・鳥のさ えずり・
風のさ さやき・ ・・・心 地よい
自然の 音と癒し の音楽に つつま
れてヨ ーガを行 っていま す︒毎
週月曜 日十時か ら十一時 半迄で
す︒
先 生の指導 に従う呼 吸法で︑ ストレ スを受け ると︑心 身共に
人と比 べず︑自 分ができ る精一 緊張状 態になり ︑
肩こり・腰痛・
杯のポ ーズをと っていま す︒又 自律神 経失調症 ・高血圧 ・糖尿
自分の 身体︑周 りの人々 にも感 病・肥 満・うつ 病などの いわゆ
謝しな がら︑心 穏やかな 時間を る﹁心 身症﹂が 起きやす い状況
過ごし ています ︒毎回二 十人前 になり ます︒私 がこの三 年間ヨ
後の生 徒が学ん でいます が入会 ーガ療 法で学ん だのは︑ ﹁スト
は何時 でもでき ます︒是 非一度 レス・ マネージ メント﹂ として
参加し てみませ んか︒
のヨー ガです︒ 心身に影 響を及
日本 ヴィヴェ ーカナン ダ・
ぼすス トレスを どう受け 止める
ヨー ガ財団所 属
か？ヨ ーガは呼 吸法から ︑アー
ヨ ーガ講師 久保田 千秋
サナ︵ ゆっくり としたヨ ーガの
私が このヨー ガ教室を 先輩の ポーズ ︶︑瞑想 といった 動きの
安岡先 生からお 預かりし て︑早 中で暴 走する心 を鎮めて ︑自分
い も の で 九 月 に 一 年 を 迎えま と向き 合い︑自 分の心を 知り︑
す︒熱 心な会員 の皆様の お力添 それを 学び︑成 長してい く過程
えを頂 き︑未熟 者ながら 教室を を体験 できます ︒
ヨーガ とは
﹁心
続ける ことがで きて︑毎 週穏や と身体 を結ぶも の﹂であ るので
かな風 景の中︑ 皆様と共 にヨー す︒
ガを学 べること に感謝し ており
汗を たくさん かいて美 容に目
ます︒
を向け たヨーガ も世間に は大変
私達 は日常の 生活で何 らかの 広く親 しまれて おります が︑私
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の
﹁ヒ ーリング・ヨーガ﹂ では︑
ヨ
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法と
との
の出
出会
会い
い
ゆった りとした 動きと︑呼吸法︑
イメー ジワーク で︑自分 で自分
を癒し ながら︑ 共に成長 するこ
とを目 指してい ます︒
九月 の﹁ヨー ガ療法士 ﹂の卒
業試験 を受験し ︑改めて 皆様に
ヨーガ ・セラピ ストとし て多く
の方の お力にな れるよう 精進し
たいと 思います ︒毎週教 室に通
っ て く だ さ る 皆 様 と の 出会い
と︑日 々の学び に感謝い たしま
す︒今 後ともよ ろしくお 願いい
たしま す︒

私は ︑子ども の頃から ︑気管
支が弱 く︑風邪 を引きや すくて
特に八 月から九 月の台風 発生時
期には ︑気圧の 変動が大 きく呼
吸が困 難となり 大変苦し い思い
をいた しました ︒成人し てから
この体 質をなん とか変え たいと
思い︑ いろんな 療法を受 けまし
たが︑ なかなか 思うよう な結果
は得ら れません でした︒ 今から
十七年 ぐらい前 になりま すが︑
高知ヨ ーガ研究 会の安岡 芳徳先
生とお 会いする 機会があ りまし
て健康 状態をお 話いたし ました
ところ そういう 状態であ れば︑
ヨーガ 行法の勉 強をして はどう
ですか とのお話 を頂きま して︑
早速安 岡先生の 教室で勉 強さし
て い た だ く こ と に い た しまし
た︒ヨ ーガ行法 の奥は大 変に深
く簡単 に説明で きるよう なこと
ではあ りません が︑先生 から教
えてい ただいた 基本的な ことを
申しま すと一・ 体操︵調 身法︶
二・呼 吸法︵調 気法︶三 ・瞑想
法︵調 心法︶の 三部門か ら成り
立って いるそう です︒私 の場合
は︑呼 吸器に関 係する病 気でし

