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一日に一度は深く安らげる、
瞑想時間を確保しましょう。
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ヨガの特色のひとつは、ヨガ

が個人健康法であると同時に、

哲学的あるいは宗教的でもあ

ることである。

No.22 No.23 No.24 No.25

No.26 No.27 No.28 No.29 No.30

No.31 No.32 No.33 No.34 No.35

No.36 No.37 No.38 No.39 No.40

⇒ top page  トップページに
藤本ヨガ学院　院長　　　　

千能　千恵美

藤本ヨガ　会報　

                No.21 ～ No.40

 ☜
●各表紙をタップ
またはクリックで
各号に移動します。

●連載の 3 項目も
同様です。

No.21



⇒ top page  トップページに
藤本ヨガ学院　院長　　　　

千能　千恵美

医学博士

日本健康運動指導士会 会長

      神山　五郎

ワンポイントレッスン
No.22 No.23

No.24

No.25

No.26 No.27 No.28

No.29
No.30

No.31

No.32 No.33
No.34 No.35

No.36 No.37 No.38 No.39

No.40

藤本ヨガ　会報　

                No.21 ～ No.40

 ☜
●各表紙をタップ
またはクリックで
各号に移動します。

●連載の 3 項目も
同様です。

呼吸法の基本、完全呼吸法を

最初に体得することが必要で

す。
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