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特集
マハリシ宝石ライトセラピーのすべて
完全な健康を確立するためのマハリシからの贈り物

マハリシ宝石ライトセラピー
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右から中田 肇先生、原田稔久先生、原田季代子先生

から至福の感情が湧いてきて、中田先
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気なくセルフパルスチェック（自分の

影響も改善されるので、受けた方の中

はいろいろなことが起こりますが、そ
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マ ハ リ シ・ ア ー ユ ル

ヴェーダ医療従事者向けコースも受

ーこのライトセラピーの宝石という

改善される、正に一石何鳥もの効果が

のは、ジョーティシュでいう宝石と関
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ピーに、想像以上の素晴らしさを垣間
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付き合い程度の気持ちで受けていた
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本日は、貴重なお話をお伺いさせて

だいて、受けた直後は特に変化を感じ

分はあります。
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いただき、ありがとうございました。

★ライトセラピーの申込・問合せ★ 中田 肇先生：06-6243-1540

osaka@maharishi.or.jp / 原田稔久先生・季代子先生：080-5912-7774
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haradakiyoko@maharishi.or.jp

◆特別インタビュー：日本のマハリシ宝石ライトセラピスト３人に聞く

マハリシ宝石ライトセラピーは
アーユルヴェーダとジョーティシュ
２つの側面からの効果を楽しめる
中田 肇先生・原田稔久先生・原田季代子先生
聞き手 大江一郎（本紙編集長）

ーマハリシ宝石ライトセラピーを学

加することができました。

ばれたきっかけなどをお聞かせくだ
さい。

もらうつもりだったのですが、
「どう
せ行くなら資格を取ったら」と勧めて

原田 季代子先生

私は、中田先生た

いただいて二人で参加しました。

ちがコースを修了されて日本に帰っ
中田 肇先生 鈴木代表からお声がけ
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原田 稔久先生 通訳兼受講者として

いただき、2009 年 6 月にオランダ

ライトセラピーを受ける機会があっ

の参加は正直大変でしたが、教材が充

の国際本部のマハリシハウスの中で、 たのです。今思っても不思議なのです

実していたので助かりました。実習で

マハリシ宝石ライトセラピスト養成

が、受ける前にセットされているライ

何度もライトセラピーを体験したの

コースに世界各国から集まった二十

トセラピーの器具を見たときに『私、 ですが、体の深いレベルでエネルギー

数名の TM 教師たちと参加しました。

これを習いたい！』と思いました。そ

の流れが変わって、それが瞑想の深い

以前よりジョーティシュを学んで

の時担当してくださったセラピスト

体験に繋がっていくような変化を感

おり、宝石に価値があることは理解し

の方に伝えると、
「素晴らしいコース

じて、これは素晴らしいテクニックだ

ていましたが、実際マハリシ宝石ライ

なので是非受講してください」と勧め

なと実感しました。

トセラピー（以下ライトセラピー）を

ていただいてことがきっかけです。

受けてみると自分自身が瞑想をして

それからすぐにではないですが、状

ー他にもご自身がライトセラピーの良

いるような深いリラックスを体験で

況が整った 2014 年 10 月末のコース

さを実感された経験はおありですか？

きたのが印象的でした。もちろん知識
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も深いものがあり、非常に楽しんで参 （原田 稔久先生）には通訳で参加して
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自分のあまり良くない時期でも、それ
に影響される事が少なくなり、悪いこ
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新規登録強化キャンペーン実施中！アンナプルナ通販サイト新規ご登録で…

300 ポイントを新規登録者全員にプレゼント！
マハリシ・アーユルヴェーダ公式ショップ アンナ
プルナでは、みなさまのより良い瞑想の体験を促
し健康の維持にお役立ていただけるマハリシ・アー
ユルヴェーダ製品や各種商品を幅広くご提供させ
ていただいております。
さて、この度一人でも多くの瞑想者・健康に興味
のある方にご利用いただけますよう、通販サイト
新規登録強化キャンペーンといたしまして、新規
でご登録いただいた方にもれなく 300ポイントを
進呈させていただきます。公式ショップサイトに
ご登録いただきますと、パソコンはもちろん、携帯、
スマホからも商品写真をご覧いただきならが手軽
にご注文いただけ、公式サイトだけのオリジナル
ポイントサービスを始め、ネット通販だけのお得
なクーポンコードやポイントアップセールなどの
情報をメールマガジンにてお届けさせて頂きます。
サイト上の「ログイン」ボタンから新規会員登録
に進み必要情報ををご入力ください。
ぜひ、この機会のご利用をお待ちしております。
ご登録は右記 公式サイトアンナプルナで。
→
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