Kaivalyadhama

Yoga

Institute

自然
ゲートをくぐると、ヨーガの父パタンジャ
リが私たちを出迎え、広大な敷地には
緑豊かな木々と花々が目を楽しませて
くれます。

ヨーガの故郷
Kaivalyadhama
で
心と身体と魂の浄
化を

施設

ヨーガの原点に
触れる旅
ヨーガの伝統は、1924 年にインド・
ロナウラにカイヴァリヤダーマ・ア
シュラムが設立された時に始まりま
す。当時、インドにおいて誤解の多

インド、デカン高原に位置するロ

広大な敷地内にはスワミジのクティ、大

かったヨーガを創立者の故スワー

ナ

学、病院、アーユルヴェーダセンター、

ミー・クヴァラヤーナンダは、この研

KaivalyadhamaYogaInstitute

ナチュロパシィセンター、図書館、アー

究所を、当時専門のヨーガ修行の

サナホール、瞑想ホール、食堂、学生

みに与えられる特権と見なされて

寮、宿泊棟が点在しています。

いた純粋に主観的な神秘的・精神

衣食住

的体験の本質を、一般人にも役立

世界各地からここを訪れる人が絶えず、

てることが出来るように現代科学

露出のない服を着用し、清潔な部屋で

の方法論で調査・研究し、その原

ゆっくり過ごせます。 食事は、彩もよく、

理を解明しようという意図のもとで

ベジタリアン食です。「生命の科学」と

創立しました。カイヴァリヤダーマ

言われるアーユルヴェーダの自然療法、

は、数千年前に書かれた伝統文献

ヨーガ・プラーナーヤーマ、ナチュロパ

にそった純粋な伝統ヨーガを科学

シィの自然療法で心と身体、魂に安ら

的研究・実践によって、解明し、今

ぎをここカイヴァルヤダーマで・・・

も尚、それを継承し続けています。
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４日目 同上
9 月 18 日（水）
11:00-12:00 レクチャ ー③
「Mental health &Meditation 」

出国
９月１４日（土） 集合
１１：４５ 成田発
１７：４５ ムンバイ着
１９：００ ＮＩＲＡＮＴＡ
ＨＯＴＥＬ
＊空港内に
あるホテルに滞在

9 月 16 日（月）

6:00 ハーブティ
6:30 クリヤ実習

16:15~19:15 Meditation session
19:30~ ディナー

９月 15 日（日）
８：００

朝食

９：３０

ホテル発

1２:００

ランチ（ハイウェイ

３日目

1３:３0 カイヴァ

途中）

ルヤダーマ着
ク

５日目 同上
9 月 19 日（木）
11:00-12:00 レクチャ ー④
「Meditation as in Tradition 」

毎 日の ス ケジ ュー ル

6:45-8:45 Meditation
8:45 朝食
9:00-10:45 トリートメント(希望
者)
10:30-11:00 セレモニー
PUJA
11:00-12:00 レク
チャー①
1２:00 ラ
ンチ 15:00 ハーブティ
14:00-トリートメント(希望者)

１日目

1４:00～

２日目

15:00 ティタイム

17:00 ～１７：３０

説明・ビ

デオ（Ｓｕｂｏｄｈ

Ｔｉｗａ

1９:１５~ ディナー

9 月 17 日（火）

11:00~12:00

レクチャー②

「 メ ンタ ル ヘル スと ヨ ーガ

メディカルチエッ

ｒｉｊｉ）

同上

６日目 同上
9 月 20 日（金）
11:00-12:00 レクチャ ー⑤
「Yoga Meditation skill ①」

8 日目
9 月 22 日（日）
6:00- ハ ー ブ テ ィ / ク リ ヤ
/Asana
8:30 朝食 ９：００発
ムンバイにてショッピング/
お寺
ショート観光をお楽しみくだ
さい
２０：１５ ムンバイ空港発東京
９月 23 日（月）
８：３５ 成田着
お疲れ様でした～各自帰路へ
☆
＜旅行の 案内＞
日時：２０１９年９月 14 日（土）～
23 日１０日間

参加 20 人

参加費：早期２４０、０００

円

予

定

７日目 同上
9 月 21 日（土）
11:00-12:00 レクチャ ー⑥
「Yoga Meditation skill ②」
修了書授与式

通常２５８、００0 円
予定
（航空券代金を含む。時期により燃
料
サーチャージが上がった時は変動す
る場合があります。）

」

１０月６日（土）

フリー

CC Y（指導者 コース）受講者
参加費：

２２８，０００

円

予

アーユルヴェーダ・パンチャカルマの費
用は現地払い、他の施術費用は別途
にかかります。費用表（別紙）
日本人のみのレクチャー内容（別紙）
になっている特別ワークショップです。

