2018 年バット先生アーユルヴェーダ講演会の御案内
日本ヨーガ・ニケタン主催
現代社会にあって西洋医学以外の伝統医学／相補代替医学に対する要望が高まっている
現在、世界の伝統医学の代表格であるインド・アーユルヴェーダ医学への興味も非常に深まっ
ています。そこで、毎年来日されて 20 年近くになるインドを代表するアーユルヴェーダ臨床
医師バット先生を講師にお迎えし、アーユルヴェーダの智慧に触れて頂く絶好の機会である
講演会を全国 8 カ所で開催致します。バット医師はインド大統領顧問や WHO 顧問等の要職を歴
任され、現在も総合病院であるニューデリーの Holy Family Hospital のアーユルヴェーダ部長
として日々臨床治療に励まれる一方、ヨーロッパやブラジルでもアーユルヴェーダ各級の教
育にも毎年携わっておられます。
2017 年 11 月
インド･カルナータカ州政府からの医学分野における最高
の医療サービスに対して大賞を頂いています
(中央椅子に座っている方が、バット先生)

又、本年度より、今までご要望が多かった個別カウンセリングの時間を大幅にもうけました。
バット先生のカウンセリングを受けたい方は、是非お申し込みください。

各地スケジュール
①福島セミナー 2018 年 5 月 9 日(水)10:00～13:30
[セミナー会場] 福島市内
[テーマ] 『アーユルヴェーダの健康習慣』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 9 日(水)15:00～17:00
5 月 10 日（木）10:00～16:00
会場 福島市内
②東京セミナー 2018 年 5 月 11 日(金)10:00～13:30
[セミナー会場] 東京ヨーガ療法研修センター
〒115-0041 東京都北区岩渕町 32-25
[テーマ] 『アーユルヴェーダによるトリートメント－慢性リウマチ、変形性関節症、脊椎症、椎間板ヘルニア』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 11 日(金)15:00～17:00
5 月 12 日（土）10:00～16:00
会場 東京ヨーガ療法研修センター
③金沢セミナー 2018 年 5 月 13 日(日)10:00～13:30
[セミナー会場]
金沢勤労者プラザ(304，305 研修室)

〒920-0022 石川県金沢市北安江３丁目２−２０

[テーマ] 『ヨーガ教師のためのアーユル・ヴェーダ』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 13 日(日)15:00～17:00
会場 金沢勤労者プラザ(304，305 研修室)
5 月 14 日（月）10:00～16:00
会場 石川県女性センター(研修室 2) 〒920-0861 石川県金沢市三社町１−４４
④浜松セミナー 2018 年 5 月 15 日(火)10:00～13:30
[セミナー会場]
クリエート浜松

〒430-0916 静岡県浜松市中区早馬町早馬町 2−1

[テーマ] 『アーユルヴェーダとヨーガ健康と癒しのためのホリスティックなインド伝統医学』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 15 日(火)15:00～17:00
会場 クリエート浜松
5 月 16 日（水）10:00～16:00
会場 あいホール 〒433-8123 静岡県浜松市中区幸三丁目 3 番 1 号
⑤名古屋セミナー 2018 年 5 月 17 日(木)10:00～13:30
[セミナー会場] ウィルあいち(セミナールーム 6)

〒461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町１番地

[テーマ] 『一般的疾患に対するアーユルヴェーダの家庭医学』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 17 日(木)15:00～17:00
5 月 18 日（金）10:00～16:00
会場 ウィルあいち

⑥福岡セミナー 2018 年 5 月 19 日(土)10:00～13:30
[セミナー会場] 日本ヨーガ・ニケタン福岡
住所 〒８１５-００７４ 福岡市南区寺塚２-２-４ TEL０９２-５４２-３９０２
[テーマ] 『アーユルヴェーダのパンチャカルマ療法』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 19 日(土)15:00～17:00
5 月 20 日（日）10:00～16:00
会場 日本ヨーガ・ニケタン福岡
⑦鹿児島セミナー 2018 年 5 月 21 日(月)10:00～13:30
[セミナー会場] 鹿児島市自治会館（５F 和室１・２・３）
住所 〒８９０-００６４ 鹿児島市鴨池新町７-４ TEL０９９-２０６-１０１０
[テーマ] 『老齢疾患－アーユルヴェーダによる予防と治療』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 21 日（月）14:30～16:00
5 月 22 日（火）10:00～16:00
会場 鹿児島市自治会館（５０１）
⑧熊本セミナー 2018 年 5 月２３日(水)10:00～13:30
[セミナー会場] 熊本市国際交流会館（５F 和室 A）
住所 熊本市中央区花畑町 4-18 TEL 096-359-2020
[テーマ]
『アーユルヴェーダの若返り療法』
個人カウンセリング 2018 年 5 月 23 日(水)1４:30～16:00
5 月 24 日（木）10:00～16:00
会場 熊本市国際交流会館（５F 談話室）

【参加資格】

日本ヨーガ・ニケタン主催の YIC/YTIC 卒業生または受講生および一般の方

【参加費】

3,240 円

【申込み方法】 申込書に必要事項をご記入の上、下記口座へ振り込み後、振り込み票半券のコピーを貼付し FAX か
郵送にて、会場別の宛先へお申し込み下さい。申込締切日は各セミナー開催日 1 週間前ですが、定員になり次第申し
込みを締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。
参加費振込先 郵便振替 日本ヨーガ・ニケタン 口座番号 01380-4-100030
ゆうちょ以外から振込の場合 一三九(イチサンキュウ)店 当座 0100030
＊クレジット機能付き日本ヨーガ療法学会会員カードをお持ちの方は、カード支払い可能です。
【個別カウンセリングご希望の方へ（要事前予約）】
バット先生から体質にあった生活習慣等のアドバイスをいただけます。
個別カウンセリングはご予約の申し込み順で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお申し込み順にてカウンセリング
の順番をお取りしますので場合により１～2 時間お待ち頂く事を御了承下さい。
1 枠 15 分間 2,000 円、当日支払い
＊メールにて個別カウンセリングの予約をお取りください。会場別申込先のアドレスへお送りください。
メールには
①個別カウンセリング希望の旨
②参加日、会場名
③氏名
④住所
⑤電話番号
⑥アドレス
⑦何枠希望 (例 2 枠の場合 30 分 4000 円となります)
⑧YIC/YTIC 卒業生・受講生・一般、等の記載をお願いいたします。
カウンセリング料は当日支払いです。

2018 年バット先生アーユルヴェーダ講演会申し込み書
【申込み先】 各宛先へ FAX か郵送でお申し込み下さい。（FAX 番号をお間違いないよう、お願いいたします）
①､②、④の会場にお申し込みの方
日本ヨーガ・ニケタン東京支部 〒194-0035 東京都町田市忠生（ただお）1-12-18
TEL:042-792-3511 FAX:042-792-3531 E-mail:tokyo@yoganiketan.jp
③、⑤にお申し込みの方
日本ヨーガ・ニケタン関西支部 〒663-8125 兵庫県西宮市小松西町 1-3-16
TEL:0798-48-0628 FAX：0798-46-5867 E-mail:kansai@yoganiketan.jp
⑥、⑦、⑧にお申し込みの方
日本ヨーガ・ニケタン
〒683-0842 鳥取県米子市三本松 1-2-24
TEL:0859-22-3503 FAX：0859-22-1446 E-mail：yoganiketan@yoganiketan.jp
フリガナ

氏名
住所
電話番号
第
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期

YIC/YTIC 受講生・卒業生 一般参加 （いずれかを○印で囲む）

①～⑧の該当する項目の□にチェックマーク

をお願いします。

□① 福島セミナー

５月９日(水)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）

□② 東京セミナー

５月 1１日(金)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）

□③ 金沢セミナー

５月１３日(日)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）

□④ 浜松セミナー

５月１５日(火)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）

□⑤ 名古屋セミナー ５月 1７日(木)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）
□⑥ 福岡セミナー

５月 1９日(土)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）

□⑦ 鹿児島セミナー ５月２１日(月)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）
□⑧ 熊本セミナー
□

月

５月２３日(水)開催に参加します。 （参加費 3,240 円）
日

会場の個別カウンセリングの事前予約をしました。

＊個別カウンセリングの事前予約をされた方は個別カウンセリング料
は当日お支払いください。
参加費振込先

ここに郵便振込の半券コピー
を貼付して下さい。

①ゆうちょ銀行振込
郵便振替 日本ヨーガ・ニケタン 口座番号 01380-4-100030
ゆうちょ以外から振込の場合 一三九(イチサンキュウ)店 当座 0100030

半券の通信欄に参加会場をご
記入下さい。

②学会クレジットカード支払い

（記入例）

回

【キャンセルについて】
お申込み後のキャンセルにつきましては返金いたしかねますので慎重にご検討の上、
参加のお申込みをお願いいたします。

① 東京セミナー

