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1000人ヨガ
ヨガとは繋がりという意味を持つインドの言葉です。それは、すべての人が一つに繋が
り、世界が繋がる事を意味します。今年の舞台は、1300年前、都があった歴史ある場
所”平城宮跡朱雀門ひろば”。

動きやすい服装（地面に座り、寝転びます）
飲み物、レジャーシートやバスタオル、ヨガ
マットなど敷物、雨具（雨天開催の場合）
1000人ヨガの会場には、日陰がございま
せんので、日除け対策になる物、傘

当日受付テントにて、必要事項を記入し
１０００人ヨガエリアに整列してください。

平城宮跡朱雀門ひろば
受付　9:15 ～ 10:00
開催 10:00 ～ 11:00

世界中が健康と平和を祈り、
ヨガで繋がる日を、一緒にお祝いしましょう。

国際ヨガDAY関西2017in京都

参加
無料

雨天
決行

10:00

10:15

11:00

祝辞・挨拶
在大阪・神戸インド総領事B.Shyam様 来賓様

終了　＊記念撮影があります

16:30～16:45 フィナーレ

1000人ヨガプログラム開始1000人ヨガプログラム開始

宮本京子 皆己雅美ニーラ・スリニディ

Pranada
(gumi&Keigo Tanaka)

1000人ヨガプログラムスケジュール 会場

持ち物

開催時間

参加方法

音楽

※ヨガマットの貸し出しは行なっておりません。※代表者でのグループ受
付はできません。※会場にはクロークはございません。
※更衣スペースは男女とも更衣用のテントがございますが、混雑が予想
されるためヨガができる服装でお越しになられることをお勧めします。
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ヨガワークショップ

熱中症にご注意ください !

チケット販売

のどが渇く前のこまめな水分補給を!

◎11:15～15:45の間で販売　◎先行販売 9:15～9:45 (各エリア 1タイム目のみ)

Anri&Bebe
ヨガマット、ヨガウェア、ヨガグッズの販売

一般社団法人日本シロダーラ協会
ヘッドマッサージ等の施術

Yin Yang 
ヨガウェア、ヨガマットの販売

ココウェル
ココナッツ製品、ココナッツオイルの販売

Natural O-ra Beauty
足裏ヘナの施術

Real Stone
ヨガウェア、ヨガマット、ヨガグッズ販売

YOGA
マルシェ

いざ
ない

D

大久保かれん
DJ、ヨガインストラクター、
SUPヨガインストラクター

司会

「ヨガフロー＆プラナヤマ&マントラ」
Abundance Studio プルビ ジャベリ
11:55 - 12:45 バイリンガル

是非、このクラスを受けて私の愛のエネルギーを感じて下さい。あなたの
エネルギーは、あなたが作り出しています。マントラを唱えることで、良い
エネルギーを作りましょう！

アーサナとプラナヤマとマントラのハタヨガ
をベースにしたフローヨガ。流れるような美
しいアーサナとプラナヤマ、最後はガヤトリ
マントラで締めくくります。

インドのムンバイ生まれ、神戸育ち。24歳から
ヨガを始める。約9年間ゴールドジム神戸で指
導し、現在は、自分のスタジオ「ABUNDANCE」
を運営。ヨガ、ボリウッドダンス、ボランティア

活動、自然の中でのリトリート、ベジタリアン料理教室などを行う。

プロフィール

「ゆるんで広がる自由なヨガ」ぬん（榊原慶祐）
13:10 - 14:00

ヨガを通して、心おだやかなひとときを。

ヨガの形にとらわれない、自由な時間です。
気持ちよく呼吸し、のびのびと体を動かして、
まわりの人や、自然、自分自身と深くつなが
ることを目指していきます。

2018年神戸開催の「国際ヨガDAY関西」実行
委員長。神戸・元町のヨガスタジオ「spaceわに」
主宰。

プロフィール

「みーんなでヨガ」珠数孝
14:25 - 15:15

ヨガの恩恵を自分に向けてプレゼントしましょう。

指先まで思う存分、アウトドアを楽しむヨガ
クラスです。老若男女を問わず、ヨガの習熟
度を問わず、体の柔軟度を問わず、ポーズの
練習ではなく、心地よい流れを心と身体に
感じましょう。

生活ヨガ研究所代表 リバーサイドヨガ主催 ヨガ
アライアンスインディア認定ヨガインストラクター

プロフィール

「カリフォルニア フロー」ダンカン ウォン
15:35 - 16:15 バイリンガル

共に練習し楽しみ、可能性を感じましょう!

全てのレベルのための優しい基本的な流れ
のクラスです。”タイガーポーズ”で、カラダの
自然な力を発見して行きます。心を動きの瞑
想や幸せを感じることへ導いていくでしょう。

カリフォルニア生まれ。ヨガと武道、タイマ
ッサージを融合したヨギックアーツ システ
ムの創始者。

プロフィール

運動量｜★★★

運動量｜★★☆ 運動量｜★☆☆ 運動量｜★★☆

「みんなで羽ばたくバクティフローヨガ」

定員
100名

定員
50名

定員
50名

定員
50名

定員
40名

Hisayo
12:00 - 12:50

ニコニコペースでヨガを楽しみましょう。

胸を開いて、肩甲骨をしっかり動かしていき
ます。呼吸と共に流れるように動くことで愛
のエネルギーセンタ（チャクラ）を活性し、滞
りがちなエネルギーを循環させていきます。

奈良県天理市にヨガ教室を立ち上げ、心と体が健
やかなる方へと導かれるヨガを伝えるべく奈良県
を中心に全国で活動。

プロフィール

「楽健法・サマディタッチ
    トリートメント」

13:30 - 14:20

二人組になり、初めに他力瞑想「サマディタ
ッチトリートメント」で気を静め、後半は他
力ヨーガ「楽健法」の下半身を中心にロー
リングなど、一部の技法をご紹介します。

奈良楽健法研究会は、市内で二人ヨーガ楽健法をご
指導中。毎月2回、創始者の 宥厳先生の講義もあり。

プロフィール

「ヨーガ療法」川上貴清
15:00 - 15:50

皆さんとの平和な時間を楽しみにしています

身体から心へアプローチできるヨーガ療法
の技法をご紹介します。
柔軟性や体力の違い、経験の有無にかかわ
らず、自分にとって心地よいペースと負荷で
実践できます。

ヨーガ療法士としてホスピス・薬物依存回
復施設等でヨーガ療法を指導。
インド中央政府認定ヨーガ指導者。

プロフィール

運動量｜★☆☆～★★☆ 運動量｜★☆☆～★★☆奈良
楽健法研究会

「みんなで骨盤整えヨガ」 佐々木彩乃
12:00 - 12:50

是非お気軽にご参加下さい♪

身体の中心「骨盤」の歪みを整えていきます。
骨盤周りの関節をほぐし、筋肉を鍛えなが
ら身体のさまざまな不調を緩和していきま
しょう。

奈良市、生駒市、大和郡山市でフリーイン
ストラクターとして活動中。

プロフィール

13:30 - 14:20

インドで生まれた伝統的なアシュタンガヨ
ガ。ポーズの順番が決まっている中で、進め
られる所まで伝統的な流れに沿って行いま
す。

アシュタンガヨガ奈良主宰。自身の確かな
実力と美しいアサナと柔らかい語り口で、
人気を博している。

プロフィール

「ヨガムーヴメント
～音楽に合わせてフローヨガ～」

奥田奈実
15:00 - 15:50

のびのび動いて、心と体をオープンにしましょう。

呼吸と連動させながら流れるようにアーサナ
を行います。最後は心地よい曲に合わせてフ
ローを楽しみましょう。周囲と呼吸を合わせ
ることで、一体感や達成感も得られます。

・ヨガ教室 マダム・フキ認定講師
・手のひらセルフケア協会認定インストラクター

プロフィール

荒川慎太郎「AshtangaYoga for every body」

一緒に楽しみましょう! 

「心と体を整えるヨガ」
山本ヨガ研究所
山本正子

12:00 - 13:00

老若男女、誰でもできるヨガです！どうぞ！

心・体・呼吸・食事のバランスを考え感謝心
と敬う心を育てる。肩甲骨・骨盤や膝・股関
節等の歪み修正で、痛みの緩和、体の柔軟
性を養う。深い呼吸でエネルギーが充実。

1975年より関西地区40教室で指導。沖
ヨガ・東洋医学・パワーヨガ・視力向上ヨガ
等。養成講座年４回開催中。

プロフィール

13:30 - 14:30

瞑想ベースのスローな流れの中で、呼吸と動
きを調和させ内側から感じる陽のエネルギ
ー、ポーズをホールドさせ身心を深く解いて
いく陰の静寂、陰陽がミックスされたクラス。

身体と心の繋がりを大切に、瞑想をベース
にしたヨガクラスを開催しています。
nara 京 yoga 主宰 

プロフィール

「ボイス&チャクラワーク
    with Pranada」 

Pranada
(gumi&Keigo Tanaka)

15:00 - 16:00

ありがとう！おかげさま！大好きだよ！愛してる！

International Yoga Fes2019でも大好評
だったヴォイス&チャクラワークをPranada
の自然音いっぱいのサウンドで体験できます！

北インド古典音楽家のgumiと、自然音の採集家で
あり音源作家の田中圭吾の2人の即興アンビエン
トユニット。

プロフィール

宮本京子 「陰陽フローヨガ」

一緒に楽しみましょう! 

「奈良の歴史と
    アーユルヴェーダ」野村真紀

12:00 - 13:00

「奈良の歴史とアーユルヴェーダ」をお楽しみ下さい。

シルクロードの終着点「奈良」に伝わるイン
ドの薬草のご紹介と美味しいスパイスティ
ーの作り方やスパイスの効能ついてご説明
いたします。

日本アーユルヴェーダ学会セルフケア・アド
バイザー 大阪アーユルヴェーダ研究所　
薬学卒 奈良アーユルヴェーダ主催

プロフィール

13:30 - 14:30

「ヨーガとは?」その源流に立ち返り、古典文献に
沿ったスキルの指導と、カイヴァルヤダーマに残
されたヨーガの恩恵と、ハタ·ヨーガの中核を成
すプラーナーヤーマのスキル指導を行います。

教員退職後、世界最古のヨーガ大学カイ
ヴァルヤダーマへ留学。日本に古典ヨーガ
を下ろし、同大学の日本校設立。

プロフィール

「クンダリーニヨガとゴング瞑想 
～ エネルギーの浄化と昇華 ～」

Ren 
(ヨガスタジオTamisa)

15:00 - 16:00

ヨガで世界をよりよい場所に！

誰でもできるシンプルかつパワフルなクンダ
リーニヨガのエクササイズで内面を浄化。そ
の後のゴング瞑想では深い解放感を体験し
ます。

日本では数少ないクンダリーニヨガ講師。
バイリンガルクラスやゴング瞑想などユニ
ークな活動を展開中。

プロフィール

座 学 座 学

代表西守美香 顧問大麻豊
Kaivalyadhama Japan

「古典ヨーガ大学kaivalyadhamaの
恩恵と功績～ヨーガを文献から理解する～」

本来のヨーガとは何か、その恩恵を皆様と。

深い安らぎ、空っぽになりましょう。

1クラス1,000円 お支払いは現金のみ

チケットのご購入は「事前予約なし・当日のみの販売」

フィナーレ　実行委員16:30～16:45

座 学

運動量｜★☆☆

運動量｜★★★運動量｜★★☆

運動量｜★★☆

運動量｜★★☆

運動量｜★☆☆～★★☆

運動量｜★☆☆～★★☆

二人ヨーガで芯からほぐれて深く繋がろう！

見られたら、クラス中でもスタッフに声掛けし、冷房の効いた室内へ移動ください。

手作りワークショップ、手作り雑貨、地元農家さんの野菜販売

めまい　頭痛　手足のしびれ　異常な汗などが熱中症の初期症状

奈良マルシェも開催!!


