GB-03052012

National Maharishi Yagya Programme
Please
Complete this Contribution Fプログラム
国家のためのマハリシ・ヤギャ・プログラム

• A new set of National Maharishi Yagya ・まず最優先される事は、ご自身の健康を守り、人生の
• The first priority is to have your personal Maharishi
・マハリシの国家のための新しいヤギャ・パフォーマ
ンスは、およそ２週間毎に施行されます（約１０日間
performances will begin each fortnight-approximately あらゆる領域での進化を促進するために、定期的に個人
Yagya performances on a regular basis, to help protect
的なマハリシ・ヤギャの実績をお持ち頂くことです。
で１セット）。セットごとにお申し込み頂けます。
every two weeks. You can choose to contribute for any 詳細につきましては、マハリシ・ジョーティシュ・アド
your health and promote progress in all areas of your
set
of
performances.
life. Please contact your national Jyotish coordinator
・かつてない規模と目的による、この特別なパフォー ミニストレーションまでお問い合わせ下さい。
•
Many
large
contributions
are
needed
to
sponsor
these
マンスを支援するために、多くのご寄付が必要とされ for more details.
• Thank you for your generosity and support for the
special performances due to their unprecedented size and ・国家のためのマハリシ・ヤギャ・パフォーマンスに対
ています。1,250US$以上ご寄付いただいた場合には、
する皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
寄付者の方のお名前は、マハリシ・ヤギャ・パフォー
National Maharishi Yagya Programme. When you
purpose. With a contribution of 1’250 US$ or more, your 皆様がこのプログラムを通して国家における自然法の活
マンスの中で承認されます。またこのパフォーマンス
support the enlivenment of Natural Law for the nation
name will be acknowledged in the Maharishi Yagya 性化を支援するとき、自然法はその見返りとして、あな
の期間中、次のガイドラインを推奨いたします。
through this programme, Natural Law will nourish and
performance and we will provide you with suggested たとあなたのご家族に滋養を与え育むでしょう。
guidelines to follow during the days of the performance.
support you and your family in return.
★申込書は、郵送にてマハリシ・ジョーティシュ・アドミニストレーションまでご郵送下さい。
電話 0287‑68‑1103 ファックス 0287‑68‑7117
For fast〒325‑0116
processing of栃木県那須塩原市木綿畑２２６３−３
this application please fill out this form legibly

Mr./Mrs.
Ms./Miss____________________________________________________________________________
１つを○で囲む

First name 名 アルファベットブロック体

Family name 姓 アルファベット ブロック体

Birth Date: _____ _____ _______
誕生日

Day日

Month 月

Year 年

Mailing Address: _______________________________________________________________________
住所（郵便物宛先） Street and No.

番地、町村

国名
会社電話番号: ______________________________ ご自宅電話番号: ________________________________
City/Town 市・区

Zip Code 郵便番号

（連絡可・不可）

携帯電話:

State/Province 都道府県

Country

（連絡可・不可）

__________________ Fax: ____________________ E-Mail: ____________________________

Modes of payment
 USD 1’000’000  USD 500’000
 USD 250’000
 USD 100’000
 USD 50’000
 USD 25’000
 USD 10’000
 USD 5’000
（ご寄付頂く金額にチェック入れてください）
 USD 2’500
 USD 1’250
 USD ________other
I am contributing
the amount of:

その他

by bank transfer. Please transfer in US Dollars to:

Maharishi Vedic Technology Trust
銀行窓口にて以下の口座に直接お振込みください
P.O. Box 606, St. Helier, Jersey JE4 8YZ Channel Islands, Great Britain
US Dollars Account No: 9541-30357982 USD; reference: “National Maharishi Yagya Programme”
IBAN: GB66RBOS60954130357982; SWIFTBIC: RBOSJESH(orRBOSGB2L); Sort Code:609541
ゆうちょ銀行からはこの送金が出来ませんのでご注意下さい。
Bank: Nat West
P.O. Box 11, 16 Library Place, Jersey JE4 8NH, Channel Islands
Jersey JE4 8NE, Channel Islands
※外国送金をなさった方は、申込書と一緒に必ず送金のお控え（コピーで結構です）をお送りください。

As confirmation, please send us a copy of the bank transfer slip certified by the bank.

Important: We cannot accept postal money orders, postal cheques or cash.
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現金はお取り扱い出来ません

Purpose for the National Maharishi Yagya
If your contribution is a minimum of US$ 1’250, your name will be included in the Sankalpa of the National
Maharishi Yagya. In this case you may select one of the following purposes: 1,250US$以上ご寄付頂く方は、以下のヤギャ
のサンカルパから１つをお選び下さい。

 1) Promoting coherence in national consciousness of your nation
 2) Promoting affluence for your nation
 3) Promoting invincibility for your nation
 4) Radiating harmony and nourishing influences from your nation to every other nation in the world
 5) Promoting peace and harmony in your nation
 6) Helping to eliminate negativity and disharmony in your nation
 7) Promoting Heaven on Earth in your nation
 8) Promoting peace and prosperity in your nation
 9) Helping to establish consciousness based education in your nation
 10) Promoting an ideal system of health in your nation
 11) Promoting Maharishi Vedic organic agriculture in your nation
 12) Promoting buildings according to Maharishi Vedic Architecture in your nation
 13) Helping to create a fulfilling economy for your nation
 14) Promoting an ideal system of defense for protecting your nation
 15) Promoting total knowledge based science and technology for your nation
 16) Promoting a frictionless communication system in your nation
 17) Promoting an ideal system of administration in your nation
 18) Helping to create religious harmony and cultural integrity in your nation
 19) Promoting law and order in your nation
 20) Promoting an ideal system of finance and planning in your nation
 21) Promoting perfect health, fulfilling wealth and infinite wisdom for all people of your nation
 22) Helping to fulfill Maharishi’s desires for your nation
 23) To promote spiritual progress for your nation
 24) Helping to bring the people of your nation in tune with Natural Law (Dharma)

Please enter the name of the country for which the Yagya should be performed (the name of
the country will become part of the purpose): ヤギャ施行目的の一部と_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
したい国名をご記入下さい

＿

You are cordially invited to make use of this opportunity to harness the power of silence and the support of
Natural Law for your country and become the instrument through which the effects of the Maharishi Yagya
programme are channeled to your country.
Jai Guru Dev
Agreement （同意書）
マハリシ・ヤギャに関して私は、マハリシ・ヤギャがあらゆる自然法則にバランスをもたらす行為
understand that a Maharishi Yagya is an action which brings balance to all the laws of nature. For any particular area
であると理解します。人生のどのような領域においても、すべての自然法則との調和がとれていな
of life that is not in tune with Natural Law, Maharishi Jyotish offers Maharishi Yagyas, which are based on the eternal
場合、マハリシ・ジョーティシュは古代の英知と伝統に基づき、自然法則の働きにバランスを取り
Vedic
wisdom and tradition, to restore balance in the functioning of Natural Law. In placing this request I express my
戻すマハリシ・ヤギャを提供します。
appreciation
of Maharishi’s teachings and my respect for the Vedic Pandits who will be performing the Maharishi
この依頼をするにあたり、私はマハリシの教えに対し、感謝の意を表すとともに、マハリシ・ヤ
Yagyas
in
India.
ギャを行なうヴェーダのパンディットに尊敬の意を表します。マハリシ・ヤギャは健康のための治
I療や、医師、法律家、ファイナンシャル・アドバイサーから通常得るアドバイスに取って替わるも
agree that by participating in the Maharishi Yagya programme any knowledge I gain will not be used by me as a
のではないことに同意します。
substitute
for health care treatment, programmes or advice normally received from doctors, lawyers or financial
マハリシ・ヴェーディック・テクノロジー・ファンデーション（MVTF）とその関連機関は、こ
advisors.
Maharishi Vedic Technology Foundation Ltd and its collaborating organizations do not make any warranties
のプログラムの生み出される効果に対して保証をするものではなく、また義務を負うものでもない
or
representations concerning any specific results or effects with respect to the Maharishi Yagyas.
Iということを理解します。
understand that refunds cannot be given.
また、一度振り込まれた費用の返金はないことに同意します。私は申込書のすべての質問に、私
I herewith
certify that I have answered all questions in the Request Form truthfully and to my best knowledge.
の知る限りの真実を正直に答えたことを確認します。
Persons under 18 years of age require the signature of a parent or legal guardian.
印
Date:_______________ Place: _____________________ Signature: _____________________________________________
日／月／年（西暦） 場所 アルファベット ブロック体
ご署名
郵便物送付先ご住所（日本語）
〒

ﾌﾘｶﾞﾅ
お名前（漢字）

ﾌﾘｶﾞﾅ

都道
府県

 2009 Maharishi Ayurveda Foundation

市区
町村
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平成 24 年3 月10 日作成

国家のためのマハリシ・ヤギャ・プログラム 願望（サンカルパ）一覧
１．国家意識に調和を促進する
２．国家の豊かさの促進
３．国家の無敵性の促進
４．調和と滋養の影響を他の全ての
国家に放射する
５．国内の平和と調和の促進
６．国家の否定性と不調和の除去
７．国家の地上の楽園促進
８．国家の平和と繁栄促進
９．国家の意識を基礎とした教育の設立
１０．国家の理想的な健康制度の促進
１１．国家のマハリシ・ヴェーダ農業の促進
１２．国家のマハリシ・スターパティヤ・
ヴェーダに則した建物建築の促進

１３．国家の充足的な経済の創造を助ける
１４．国家を保護する理想的な防衛体制の促進
１５．国家のための総合的知識に基づく
科学技術の促進
１６．国家の摩擦のないコミュニケーション
体制促進
１７．理想的な管理体制促進
１８．国家の宗教的調和と文化統合の創造
１９．国家の法と秩序の促進
２０．国家の理想的な財務計画体制の促進
２１．全国民のための完全な健康、富の成就、
無限の英知の促進
２２．国家のためのマハリシの願望成就を助ける
２３．国家の精神的成長の促進
２４．国民の自然法との調和を促進する（ダルマ）

国家のためのマハリシ・ヤギャ・プログラム
「外国送金依頼書」記入事項
送金のお控えを、必ずお申込書と一緒に郵送にてお送りください
・この送金に関して、ゆうちょ銀行では手続が出来ませんのでご注意ください。
・

ご送金は、必ず US ドルでお願いいたします。

受取人：Maharishi Vedic Technology Trust

受取人住所：P.O. Box 606, St. Helier, Jersey JE4 8YZ Channel Islands
受取人国名：Great Britain
口座番号：9541-30357982 USD
受取人への連絡事項：“National Maharishi Yagya Programme”
銀行名：Nat West
銀行住所：P.O. Box 11, 16 Library Place,

Jersey JE4 8NH, Channel Islands
IBAN:

GB66 RBOS60954130357982

SWIFTBIC: RBOSJESH(or RBOSGB2L)
Sort Cord: 609541
支払銀行手数料： 受取人負担
送金目的： 受講料 または CONSULTATION
依頼人署名（または記名押印）
・住所： 日本語でご記入ください

連絡先・申込書送付先
マハリシ・ジョーティシュ・アドミニストレーション
〒325-0116 栃木県那須塩原市木綿畑２２６３－３
電話 0287-68-1103 ファックス 0287-68-7117
Eメール m-jyoti-info@maharishi.co.jp

