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 お車でお越しの方
中央自動車道岡谷JCT経由で長野自動
車道の安曇野I.C.で降りる（約5分）
 飛行機でお越しの場合

　  （前日にお越しください）
【札幌方面から】　
新千歳空港発 14：15 －松本空港着 16：00
【福岡方面から】　
福岡空港発 11：10 －松本空港着 12：30
松本空港からシャトル便にて穂高駅まで
（800円）
【行き】
松本空港 16：20発 － 穂高駅 17：20着
松本空港 12：50発 － 穂高駅 13：50着

TRAIN  電車でお越しの方
【長野新幹線でお越しの方】
東京駅（6：28発） － 長野駅（8：06着）
JR篠ノ井線 
長野駅（8：18発） － 田沢駅（9：24着）
安曇野までタクシーで約10分
（約2000円）
【東京方面からの場合】
新宿発 7：00（特急あずさ） － 松本着 9：39
大糸線に乗り換え
松本発 9：54 － 10：17 柏矢町着
柏矢町駅から送迎バスあり
タクシーの場合は柏矢町駅より安曇野ビ
レッジまで約5分（約1000円）
【名古屋・大阪方面からの場合】
新大阪発 6：03 － 名古屋着 6：51
名古屋発 7：00（特急しなの）－ 松本着 9：08
大糸線に乗り換え　
松本発 9：22 － 柏矢町着 9：48
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〒399-8201　長野県安曇野市豊科南穂高6780　電話：0263-72-8568

※正会員の早期申込割引は4月4日 （木）まで

公営宿泊施設　ビレッジ安曇野

2019年５月4日（土・祝）～6日（月・祝）

ご予約・
お問合せ

送迎バス

南安タクシー有限会社　
電話：0263-72-2857
（受付時間9：00～17：00）
ご予約は2ヶ月前より可能

柏矢町駅  9時50分発
　　　　 10時20分発

タクシーでお越しの方は豊科駅もしくは穂高駅をご利用ください。
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7th Dec. ‒ 9th Dec., 2018

2018年12月7日～9日真氣光研修講座    安曇野in

＊詳しくは最寄りのセンターにお問い合わせ
　ください。
＊研修期間中のエス・エー・エス
　直通電話:050-3637-9796

　ボストンの桑原浩榮先生とテキサス州オース
ティン在住のメアリー・ニコシアさんの主催で初
めての真氣光＆沖ヨガセミナーを２泊３日で開
催することができました。参加者のほとんどは
地元の方で、カナダからも参加してくださり、総
勢十数名でした。
　日本から会長、龍村修先生、ボストンから桑原
先生と通訳のお手伝いをしてくれる先生の娘さ
ん・杏奈さん、ニューヨークからは龍村和子先生
がセミナー前日夜に到着し、７日の朝10時から
セミナーが始まりました。初日は地元でも滅多
にない豪雨で注意予報がでるほどでした。
　参加者の多くが鍼灸師やカイロプラクター、
気功家、そして病院勤務の方など、医療に携わっ
ている方でした。真氣光についての知識はない
皆さんは、会長の講義を興味深く聞かれ、熱心に
質問をしていました。真氣光の時間には自然に
涙を流されたり、身体が動き始めてびっくりし

た方も、とても気持ちが楽になったと、発表して
くださっていました。
　翌日には寒さと曇り空の中でご来光行法とヨ
ガを行いました。少人数の参加者でしたが、先
生方の講義と実習を通して、真氣光と沖ヨガの
エッセンス満載の２泊３日のセミナーにみなさ
ん喜んでいらっしゃいました。主催してくださっ
たメアリーさん、桑原先生に感謝申し上げます。
 （東京センター　高橋）

Shinkiko Energy & Oki-So Yoga Retreat was held in 
Austin, Texas for 3 days.  Mr. Kuwahara from Boston 
and Mary Nicosia in Texas organized this seminar. Most 
of participants were from local but one from Canada.
Kaicho, Master Osamu Tatsumura from Japan, 
Mr.Kuwahara and his daughter who helped translation 
from Boston and Dr. Kazuko Tatsumura from New York 
gathered one day before seminar.  Seminar was started 
at 10 a.m. in the morning on 7th. It was heavy rain 
and lightning but we had class inside of beautiful yoga 

center, so there were nothing worried about the weather.  
Occupations of participants were mostly related with 
medical care as acupuncturists and practitioners of 
medical Chi-Gong.  It was first time for them to 
experience Shinkiko so that they were very interested 
in Kaicho’s lecture and had many questions about 
Shinkiko.  In Shinkiko harmonizing time, they had teas 
and their body was moved spontaneously.  They talked 
about they were surprised but felt good with these 
reactions.  
On next day, we went out for Sun-rising Gyoho.  It was 
a bit cold but we felt the energy from the sun in the 
cloud, even we were small group, but it was so powerful 
and joyful seminar we could lean a lot of essences of 
Shinkiko and Oki-Do Yoga.  With special thanks to 
Mary and Mr.Kuwahara. (Masumi Takahashi)

真氣光＆沖ヨガセミナー
テキサス州オースティンで開催

Shinkiko Energy & 
Oki-Do Yoga Retreat 

I really enjoyed the retreat! It was amazing 

watching myself as well as each participant grow 

energetically lighter and lighter as the weekend went 

on. The teachers had so much helpful and inspiring 

information for us and I cannot wait until next year!
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