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昨年秋、日本初の「シャーマニックヨガの集中セミナー」が3日間開催されました。 

シャーマニックヨガは「ヨガの原点」と言われる最古の教えを継承し、無意識レベルで変容を起こし、健康増進や霊的な能

力の発揮、願望実現に効果を発揮するのが大きな特徴。 

セミナー開催場所は、高野山の宿坊。聖なる地で行われた、昨年の模様をお届けしましょう。来年、また日本でも開催され

るかも知れない、貴重なヨガの体験リポートです。 

＊セレーネさんについて（昨年のイベント告知記事） 

https://starpeople.jp/wp-admin/post.php?post=255&action=edit

高野山に訪れたことのない人は、この地に訪れたら、一種独特な光景に目を見張るかもしれません。歩いても歩いても、寺、

寺、寺ばかりの街並み。 

約3000人いる住人の半分は僧侶という、山の奥深くに存在する異世界であり、昨日までのことがスーッと記憶の彼方に遠

のいてしまうほど、俗世から隔てられた空気感に満ちています。

日々、5時間程の集中セミナーが行われる宿坊「宝城院」の広間に集まったのは、海外からの参加者も含め、13人。 

シャーマニックヨガを教える創始者のセレーネ・カローニさんは、小柄でエキゾチックで落ち着いた雰囲気のイタリア人でし

た。 

「35年前に、スリランカでシャーマニックヨガに出会いました。今までいろんな国で教えましたが、日本に来たのは初めてで

す」となごやかなあいさつから始まります。

シャーマニックヨガワーク《1日目》
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宿坊「宝城院」。200人近く宿泊できるだけあり、とても広い造りのお寺です。

シャーマニックヨガの創始者・セレーネさん。現在、イタリアとアメリカで最も人気のあるヨガ・ティーチャーの一人。偉大な精神分析者で哲学者のジェ

ームズ・ ヒルマンと、CGチョンの直弟子であり、ベストセラー書籍を多数お持ちです。 2018年に開催されたイベントの告知記事でご紹介した、セレー

ネさんの詳細。https://starpeople.jp/wp-admin/post.php?post=255&action=edit

 

続いて、このヨガについて詳しい説明が。 

「シャーマンは、こちらとあちらの世界を行き来できます。彼らは川の流れに逆らって歩きます。流れのままに歩けば、感覚が

麻痺するからです。 

逆らって歩くことで、辛さや苦しみの感覚が増しますが、それは良いことです。辛さや苦しみがわかって初めて、それらを変容

させられるからです。

このヨガは、ノンデュアリティ（非二元性）です。良いも悪いも、正解も間違いもありません。 

ですので、動き方にしても正しい姿勢はありません。30年このヨガをやっていますが、私自身、毎回多少動作が違います。普

変性意識を体感できる「4つの呼吸法」
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通のヨガには正しい姿勢があり、先生と同じポーズを求められます。 

このヨガはそのようなことはなく、体を使った自己表現と呼吸を重視します。

私はかつてこのヨガを高名な師から教わりましたが、当初は呼吸法がなぜ大切なのかがわかりませんでした。でも、“呼吸

を習得したら何でもできる”ことがわかったのです。 

例えば、意識の力だけで、別の世界へと飛ぶこともできます。 

このヨガを２〜３回行えば、私の言っている意味がわかるでしょう。そのような意識状態や、健康な身体になるための呼吸法

を教えましょう。 

特に、火の呼吸法は、頭の中の不要なマインド（思考）をすべて消し去ることができます」。

教えていただいたのは、次のような「4タイプの呼吸法」で、それぞれ使い分けるのがポイントだそう。

深い意識状態や健康な心身を促す「4タイプの呼吸法」

火の呼吸 

スピーディに鼻から息を2回吸い、口から1回フーッと吐く。息を吸う時はお腹をひっこめて、吸った息が頭の上の方へ

と上がるイメージで。 

バストゥリカ 

口から吸って、口から吐く。ふいご（火の勢いを強める道具）のように、浅く速く呼吸し、呼吸に合わせて、お腹をへこま

せたり膨らませたりする。

気づきの呼吸 

通常より少し深い呼吸で、口から吸って、口から吐く。

“ 
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セレーネさんの指導のもと、30分ほど呼吸法をひたすら行います。かすかに体の末端がビリビリする感覚を覚えました。軽く

電流が走っているかのよう。

皆、真剣に呼吸に集中しました。

 

呼吸の説明の後、いよいよ実践に。 

最初は、「動物のスピリットを感じるワーク」。ハリネズミ、ウサギ、モグラ、イーグル、ピューマ、ワニ、魚など、様々な生き物に

なりきって、どう感じるかを体感してみます。 

動物ごとに呼吸法とポーズ、体の動かし方がどう違うのか、セレーネさんが細かくお手本を見せてくれます。

ウジャイ 

鼻から吸って、その倍の時間をかけて鼻から出す。 

※鼻から出す際、喉の筋肉を意識的に締めながら、喉奥で静かに唸りつつ息を通過させていく。

動物のスピリットを感じ、心身を強めるワーク
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例えば、このような感じです。 

◆ウサギは四つん這いになり、両腕に体重をかけ、せわしない呼吸をしながら、床に着けた両足を空中へとなるべく高く蹴

り上げる。 

◆ワニはうつぶせの姿勢で、のどを締め付け気味で呼吸し、じっとしている。 

◆魚は仰向けに寝て、じっとしたまま、ゆっくり呼吸する、など。 

覚えきれないくらいの呼吸法と動き方を一通り教わりました。しかも、動物によって体感するテーマが切り替わります。 

ピューマになりきっている時なら、セレーネさんがこう問いかけます。 

「一人でいますか？ 仲間といますか？」「何を感じていますか？ お腹が減っていますか？」「それとも、何かを怖がってい

る状態ですか？」。 

その動物になりきっている時は、普段にない独特の感覚が生じたのが、とても新鮮でした。

「動物のワークで、この次元と別の次元に同時に存在できます。彼らの呼吸の仕方や動き方を真似ると、それぞれの動物の

エネルギーを吸収して、心身がもっと強くなります」とセレーネさん。

動物になりきっている参加者とセレーネさん。テーマとなる動物と一体化すべく、感性のおもむくまま、全身で表現。

 

スピリットガイドと一体化するワーク
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その次は、自分のスピリットガイドと一体化するための「特殊なマントラ」を教わりました。 

このマントラを特定の呼吸法を行いながら唱えるのが、このヨガの基本であり、意識が広がり、体感度も増すそうです。 

スピリットガイドと一体化するべく、薄暗くした部屋の中で、3つのワークを教わりました。

1日目のセミナーは、これにて終了。

●スピリットガイドとの聖なる結婚 

あぐらを組んで、胸の前で腕を交差し、手のひらで肩を包む。マントラの呼吸を繰り返し、スピリットガイドを呼び出し、

一体化するイメージをする。

●インナーチャイルドの癒し 

仰向けで「小の字（五芒星を意味）」のポーズになり、静かにマントラを唱えながら呼吸。 

その状態で、お腹の中にいた時から臨終を迎える時までの自分を、10代、20代、と段階的に思い浮かべながら「愛して

いるよ」と伝える。

●敵と思えるものを味方にする 

仰向けで「大の字（五芒星を意味）」のポーズになる。「イヤな相手や辛い状況」を思い浮かべ、それをマントラと呼吸

法＝スピリットガイドと愛のパワーで変容させ、ポジティブな力として自分の中に吸収させるイメージをする。 

※セレーネさんいわく「あなたの意識が変容することで、心の中の敵を味方（力）にすることができます。それにより、願

っていることを絶対に叶えることができます」。

“
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イベントの関連記事

 

 

 

次のページ 

 Facebook  Twitter

【7月3日22時開催！】新月のワンネス瞑想（遠
隔）ヒーリング with ジュリアン・シャムルワ

2019年7月3日

【7月12日〜海外・国内ツアー開催】クラブワー
ルド・大村真吾がナビゲートするスピリチュアル
スポットツアー！＆祈りの楽器とヒーリングヴォ
イスのリサイタル開催！

2019年6月7日

【7月12日〜30日】セドナから来日、クレッグ・ジ
ュンジュラスによるセミナーを開催！

2019年5月31日

7月14日（日）多数の専門家が集結する「第13
回／UFO・オーブシンポジウム」を開催！

2019年5月20日

宇宙人が導いたワンネス体験を綴る注目の書
『ワンネスの扉』出版記念講演会＆パーティを
開催！

2019年5月13日

世界的なエンジェルコンタクター、ローナ・バー
ンさんの初来日イベントが開催されます！【5月
31日まで早割期間中】

2019年5月10日
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 ジュリアン・シャムルワ来日インタビュー〈3〉ワンネス意識を体験したら、人生は大きく変わる

マスターKan.インタビュー〈1〉本物のスピリチュアリティを培いながら現代社会を生きる 

おすすめの記事

 

 

 

 

占いによる未来予測

中国の米鴻賓先生は、目の前の出来事を陰陽五行と易に即座に当て
はめて、ズバズバ当てていく。 昨日まで３日間来日セミナーをしていた
だいた伝統占星...

発行人愚言録

スピリチュアルの哲人が背中を押してくれる人生案内『今だ
からわかること』

『今だからわかること』（I CAN SEE CLEARLY NOW）は、著者ウエイ
ン・ダイアー氏が亡くなる前年の2015年に発行された回想録...

書籍・音楽・映画・DVD

ザラザイエル・ヨヴェル／スピリットに従う人々と集い、旅を
する“宇宙の祝祭”【…
2018年10月下旬に大人気書籍『ライトボディの目覚め 第三版』が発
売になり、ナチュラルスピリットのワークショップで、長年不動の人気を
誇る、...

インタビュー

1人の男性の情熱と信念が世界を動かした！ 9月21日「ピー
スデー」は停戦・非…
9月21日は、「ピースデー」。 日本ではまだ知る人は少ないですが、海
外では毎年、何百万もの人々によって祝われています。ピースデーとい
う語感か...

イベント

人間を取り巻く癒しの音と破壊の音にフォーカス！ 映画『静
寂を求めて』試写会リ…
先日、ご紹介したドキュメンタリー映画『静寂を求めてー癒しのサイレ
ンスー』のプレミアム試写会が、8月23日「銀座ヤマハホール」で行わ
れました。...

イベント

Kan.さん×流奈くん対談／私が楽しいとみんなが楽しい
【『StarPeopl…
Kan.さんの初めての著書『時空を超えて生きる』が出版された頃、取
材の際にKan.さんがこう言いました。「そういえば日木流奈さんは、い
まどう...

インタビュー

高島康司の進化への扉／第12回 増え続ける神秘体験と
意識を進化させる脳内物質…
今回は、プレヤーレン（※）の思想についてはいったんお休みし、今ま
でとはちょっと異なったテーマについて紹介することにしよう。 ※「プレ
ヤーレン...

高島康司

チャネリング本の金字塔『バーソロミュー』

2013年の復刊以来、チャネリング本の金字塔として売れ続けている、
大ロングセラーのこの本。 本書は“バーソロミュー”という高次元意識
体（人類...

ナチュスピ営業マンの名作本
レビュー
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来日間近！奇跡のチベットマントラコンサート＆ワークショップ 9月14日(土)・15日(日)開催！

ドゥルクモ・ジャル  チベタ…

検索

9月9月

1414
土土

9月9月

2020
金金

イベント

6:30 PM ドゥルクモ・ジャル 来日コンサート @ STUDIO TRON 六本木

 マスター・ゲート氏と行くワールド...全日

00:00 00:39
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カレンダーを見る 

1 0月1 0月

55
土土

1 1月1 1月

2222
金金

9:00 AM スターカルーセル @ 南青山 LIGHT BOX STUDIO

6:15 PM セイリオス ライブ「光の龍に乗っ... @ 羽田空港国際線ターミナル4
階

  追加 

プレゼントコーナー

【書籍プレゼント】ナチュラルスピリット＆姉妹出版社、8月の新刊5冊を各1名様に！
2019.08.29

プレゼントコーナー

【書籍プレゼント】人生を変える9つのタイプ活用法『エニアグラム【実践編】』を3名様に！
2019.07.12

プレゼントコーナー

ランキング

舛岡はなゑインタビュー〈1〉一人さんも私も感動した本『喜びから人生を生きる！』の魅力

インタビュー

1

松村潔のアナザーワールド／vol.12 タロットカードの分類法と宇宙人の訪問、光体アルニラム人へのシフト

松村潔

2
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日木流奈さんインタビュー／第1回 「何が起きても大丈夫！」という人が増えてほしい

日木流奈

3

ジャスムヒーン×秋山佳胤×森美智代／プラーナで生きる人たちが活発化して私たちの意識は「倍音のハーモニー」になる【『StarPeople』バックナンバーより】

インタビュー

4

ゲイリー・レナード来日インタビュー〈3〉エゴをやめたら真の自己の愛だけが残る

ゲイリー・レナード

5

ワンネス体験しやすい音楽

発行人愚言録

6

ジュリアン・シャムルワ来日インタビュー〈3〉ワンネス意識を体験したら、人生は大きく変わる

インタビュー

7

ジャスムヒーンが語る不食の世界〈1〉食欲と内的パルスとソースエネルギーについて

インタビュー

8
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