
筑波みんなのヨーガ ニュース 2021/4 
I AM LIFE….. 

 

「私は、夜帰宅する。そして、考える。 
私のしていることは正しいだろうか。私は、

よい夫だろうか。よい父親だろうか。よい息

子だろうか。－答えは、直ちには返ってこ

ない…。なのに、私は朝起きると、またそ

の日の仕事に取り掛かる。できる限りの義

務を果たす。これでいいのかもしれないし、

よくないかもしれない。－ 私は、よくやって

いるときも、そうでないときもある。 
日々疲れているけれども、あまり考えず、

ネガティブな考えで時間を無駄にしないよ

うにしながら、日本の内外の日本人や留学

生の面倒を見ている。－教えること、メンタ

リングすること、管理すること、そして、少し

ばかりの研究と執筆、－ 私の人生に伴う

すべての義務を…。 
私は熱望する、今生でのすべての行い

を何時までも続けることを。働くこと、私の

最善を尽くして家族の世話をすること、人を

気遣い共に生きること、一歩ずつ自分を向

上させること、生きていることのすべてを、

…。私は、正しいのか、間違っているのか、

－私は知らない－しかし、私は生きている。

私は、全てのものと交流している。私は人

生の証…。」 
              （Randeep RAKWAL） 

3 月の記録  

 

3 月の講座では参加者の方々から、質問とお

考えを沢山いただき、それはとても有意義な、デ

ィスカッションとなりました。今、これをまとめてス

ライド、Q&A,D を作成しています。一人一人の言

葉には、その人の体験からくる想いが込められ

ています。その想いは合流し、やがて新しい流れ

を作りつつある、そんなイメージが湧いてきま

す。 

ヨーガウッド スタジオ発 1 : つくばみんなのヨーガが生まれるまで 

https://youtu.be/LyMIYY8jZuw 

ヨーガウッド スタジオ発 2 : ヨーガの理解と実践 

https://youtu.be/wtAIkflh5D0 
ヨーガウッド スタジオ発 3 : ゲスト葉山さんから玄朴先生への質問 

https://youtu.be/wfSVNnVMUfI 

4 月筑波みんなのヨーガ講座  

4/24（土） YfA19 強いストレスを受けている人のヨーガ 3  高橋玄朴 
4/25（日） YfA20 強いストレスを受けている人のヨーガ 4  高橋玄朴 
４月も、オンラインの継続となります。 
講座の申込ページは、https://teamyoga21042425.peatix.com/ です。 
 
ご質問・お問い合わせ: 高橋玄朴 tgenboku@gmail.com 

RAKWAL Randeep plantproteomics@gmail.com 
ヨーガ教育・研究・実技・文化振興協会（TYfA） 
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ひらめき 
「ヨーガをするなら、大切な腕時計でも、そ

っと外して傍に置いておくでしょう。 

おなじように、自分の中に湧いてくる色々な

想いも、今はそっと傍に置いておこう。 

それは、ゴミ箱に葬り捨ててしまうのとは違う。 

ちょっとしたらまたその想いに取り合うから、

待っててね。 

その時の僕は、少しだけ、今とは別人になっ

ているだろう。」               （悠人） 

 

～時間を旅するわたしたち～ 

コラボレーターの允莉です。コロナ禍で移動が自

由に行えず、鬱々とした気分になりがちですね、

みなさんいかがお過ごしでしょうか。 

今月からしばらくの間「じかん」をテーマに、バー

チャルツアーを行います。想像力を働かせ、リラ

ックスして一緒に旅を楽しみましょう。例えばご自

分自身が、穏やかな海の上をのんびりと漂って

いるかのように、ゆったりとした気持ちでお読み

いただけたらと思います。 

それでは旅を始めていきましょう！さっそくです

が、質問です。「仕事や学校、お金のこと、生活

のことなどは一切気にせず、自由に旅行が出来

るとしたら、どこへ行きたいですか？」 

私は、子供の頃に行きたいところがありました。

ただそれは、言ってはいけない・相手を困らせる

ことになる気がして、ほとんど誰にも話すことは

ありませんでした。それはどこかというと、「時間

のない国・時計がいらない場所」です。 

さて、それはどこにあるのでしょうか？子供なが

らに、「そんな場所はあるわけがない」と自問自

答し、悲しい気持ちになったことを覚えています。

ただ、その欲求はずーっと心の中から消えること

はありませんでした。更に言うと、“ 「時間」は、

わたしたちを苦しめるものなのかな？” そんな

漠然とした疑いがあったのかもしれません。 

さてその後、私は「時間のない国・時計がいらな

い場所」へ行くことが出来たのでしょうか。もしか

すると、みなさんは行ったことがありますか？ 

（次号へつづく）                    （允莉） 

 

みなさんは“引き寄せ”を信じていますか？ 

私はヨガをはじめて、ツイテル！と思う出来事に

遭遇することが増えました。 

先日その“ツイテル＝運”というのは誰もが持っ

ていて引き寄せられる 

ということが確信にかわりました。息子が卓球ク

ラブで練習をしていた時です。 

その日は卓球台の反対コートに置かれた数か所

の的にボールを当てる練習がありました。 

しばらくしてコーチが  

『みんな卓球強くなりたいか？これからマジックを

みせたる！今からその実験をします。』  

と言い実験のポイントを２つ説明しました。 

・打つ前に大きな声で狙う的を宣言する。 

・順番を待っている間はチームメイトを全力で応

援する。 

するとミラクルが連発！その的中率の高さに全

員が驚きました。 

実験の後コーチは 『トップアスリートで運が悪い

人はいない。強くなりたいエネルギーが運を引き

寄せる。そして運は使えば使うほどよくなる。エネ

ルギー値を上げていいものをひきよせなあかん！』 

と言いました。子供たちの目はキラキラ輝いていま

した。ヨガを行うと気持ちよくて元気になる。 

すなわちエネルギー値が上がり、その結果いい

ものを引き寄せる。引き寄せ上手な５月になりま

すように！                        （頼子） 

 

私は、 
本当に、マジで、 
何も知らない、 
何も分からない、 
何も理解できていない、 
この世の組み立て、この世が何者か、宇宙など、 
そのすべてのことを何も知らないことに気づき

ました。 
 
なのに、 
理解しようとしている、 



この先に何が待っているのかを考えすぎてい
たり、 
今、目の前に起きていることを分かるように言

葉で定義に包んだり、 
体に出てくる感情や考えを分析しようとして、

出てくる原因を探したり、 
私は何も分からないくせに、神様の役割を背

負うとしている。 
 
繋がり、出会い、ご縁、向き合い、流れ、 
幸せ、悲しみ、苦しみ、喜び、 
病気、結婚、出産、お祭り、お葬式、 
など、人間は想像もつかないこと。 
私がそのすべてを理解しようとしたら、 
狂ってしまい、自分が作った城壁の中に腐っ

てしまう。 
 
ほっといたら、どうなるの？ 
 
理解しようとせず、ただ前に進めば、 
歩ける道が必ずある。 
絶望しても、怖がっても、止まらない。 

止まらなければならないときは息抜きして、 
また旅に出る。 
何でもいいから、自分を押し付けないで。 
何でもいい所では、責任もあることを忘れず。 
 
何も自分の目で見えなくてもいい。 
自分の頭を悩ませなくてもいい。 
知らない方が 
楽しいし、 
知らない方が 
前の扉が広く空いている。 
知らない方が、 
    自分を制限せず、いい機会への道を開

いてくれる。 
知らない方が、 
    存在している事実やそのための気づき

を迫らない。 
 
実は、 
何も知らない！ 
知らない方でいいんで！       （Klsvdija） 

新型コロナ感染者がいまだに増えていますが，筑波大学の入学式も無事に行われたようですね．また，ある大学で

は，昨年度の新入生に対しても，同日に開催するなど，明るいニュースも聞こえてきましたね． 

まだまだオンラインでの活動をせざるを得ない状況が続きそうですが，これからの明るい話題が楽しみ

ですね．                                                                      （義隆） 

5・6 月のスケジュール 

５月１５日から、６月２０日までの間は、毎週、土日に講座を開催します。 
時間は、いつもの通り、午前 9-12 時です。 
5/15（土） YfA 21 ヨーガと香り: 強力なコンビネーション 
5/16（日） YfA 22 大事な場面を見据えた長期トレーニング 
5/22（土） YfA 23 いざという時のために 
5/23（日） YfA 24 健康管理は野菜とヨーガで 
5/29（土） YfA 25 継続のコツとは 
5/30（日） YfD 26 東洋的身体技法の特徴 1 
6/05（土） YfD 27 東洋的身体技法の特徴 2  
6/06（日） YfD 28 東洋的身体技法の特徴 3 
6/12（土） YfD 29 生活のヨーガ 癒し⇒決断⇒実行 
                   （バガヴァッドギーターに学ぶ） 
6/13（日） YfD 30 相手を変える? - 種子をまく    
6/19（土） YfD 31 直感を磨く! 幼木を大切に見守る     
6/20（日） YfD 32 自分を自由に! 柔軟で強靭な幹を創る   
この間３回以上の受講を希望される方 : peatix からの申し込みと支払いは煩雑になる場合がある

と思われます。そこで、メールで一括して申し込んでいただき、受講料はヨーガ教育・研究・実技・文化
振興協会（TYfA）の口座に振り込んでいただくことにしたいと考えています。詳しくは、後日お知らせい
たします。 

高橋玄朴 tgenboku@gmail.com ; RAKWAL Randeep plantproteomics@gmail.com 
ヨーガ教育・研究・実技・文化振興協会（TYfA） 



TSUKUBA YOGA FOR ALL NEWS 2021/4 
 

I AM LIFE…..

"I go home in the evening/night 
and think about what am I doing 
right, am I a good husband, a good 
father, a good son - I am not is the 
answer at first...  

But then I wake up and start my 
day again, doing my duty as well as 
I can, maybe yes maybe not - I try 
well sometimes good, sometimes 
not so well, tired daily but 
continue to do without thinking 
much, not wasting time on 
negative thoughts - but to 
continue taking care of the 
students, Japanese and 

International, within Japan, 
outside Japan - teaching, 
mentoring, administration, and 
some research and writings - all 
the duties that come with life I 
live... I continue to desire to do to 
be here in this world, to work, to 
take care of my family as best as I 
can, to care and share with others, 
to improve myself one step at a 
time, to be alive... Am I right, am I 
wrong - I do not know - I am alive, I 
am communicating, I am life..." 

（Randeep RAKWAL） 

RECORD OF MARCH 
In the March course, we received 

many questions and thoughts from the 
participants. It was very meaningful 
discussion. Now, we are putting these 
together and making slides-Q&A, D. We 
realize that each person’s statement is 
filled with thoughts and feelings that 
come from their own experiences. And 
then, “these thoughts are merging and 
eventually creating a new flow,” such an 
image comes to us. 

YOGAWOOD Studio presents TYfA 2020 
Part1 Background to Tsukuba Yoga for 
All 2020-Post GGEC 
https://youtu.be/LyMIYY8jZuw 
YOGAWOOD Studio No II 10 THINGS 
about YOGA Understanding and Practice 
Mari san talks to Genboku Sensei 
https://youtu.be/wtAIkflh5D0 
YOGAWOOD Studio No III QUESTIONS 
from a GUEST Hayama san talks to 
Genboku Sensei Tsukuba TYfA  
https://youtu.be/wfSVNnVMUfI 

2021/4 – TSUKUBA YOGA FOR ALL 
4/24（Sat）  YfA 17 Yoga for Those Who are Undergoing Strong Stress 3 Genboku Takahashi 
4/25（Sun） YfA 18 Yoga for Those Who are Undergoing Strong Stress 4 Genboku Takahashi 
The course application page. https://teamyoga21032728.peatix.com/ 
 
Questions and Inquires: TAKAHASHI Genboku： tgenboku@gmail.com 

RAKWAL Randeep： plantproteomics@gmail.com 
Society for the Advancement of Yoga Education Teaching Research Culture and Practice（TYfA） 
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INSPIRATION 
If you were doing yoga, you would take 

off even your precious watch and gently 

put it aside. 

In the same way, let's gently put aside the 

various feelings that spring up in you for 

now. 

It's not like burying them in the trash. 

You will meet those feelings again 

afterwards, so just tell them to wait a bit. 

By the time you come back, you would 

be a little different person from now.  

(Yuto) 

 
～Traveling to TIME～ 

I am Mari who is a Collaborator for TYfA. We 
cannot move freely due to the corona virus, 
and tend to feel depressed, is not that the 
case?  
I will hold a virtual tour with the theme of 
"TIME" for a while from this month. Use your 
imagination, relax and enjoy your trip 
together. For example, I hope you read it with 
a relaxed feeling as if you were floating on the 
calm sea.  
Well, are you ready for?! I just would like to 
ask you that 「If you can travel freely without 
worrying about work, school, money and life, 
etc., where would you like to go?」 
There was a place I wanted to go to when I was 
in my childhood. However, I didn't talk to 
almost anyone because I felt like I shouldn't 
say it and it would bother the other person.  
It is 【country without TIME, a place where I 
don't need a CLOCK.】 so where is there? Even 
though it's a child I remember asking myself 
「There is no such place!」 and became sad. But 
that desire never disappeared from my heart. 
Moreover, Is “TIME” distressing us? It may 
have been such a vague suspicion. After that, 

could I go to【country without TIME, a place 
where I don't need a CLOCK】? Might be have 
you been there? (to be continued)     (Mari) 
 
Do you believe in the "law of attraction"? Since 
I started practicing yoga, I have been 
experiencing more and more events that I 
think are lucky! The other day I realized that 
luck is something that everyone has and can 
attract. The other day I became convinced 
that everyone has luck and can magnetize it. 
My son was practicing with his table tennis 
club. They were practicing hitting a few 
targets on the opposite court of the table 
tennis table. After a while, the coach said, "Do 
you guys want to become strong player? I'm 
going to show you a magic trick! We're going 
to do an experiment now. She explained two 
points of the experiment. Before you hit the 
ball, declare the target in a loud voice. Cheer 
your teammates as hard as you can while 
waiting for your turn. Then, miracles 
happened one after another! Everyone was 
amazed at the high rate of success. After the 
experiment, the coach said, "There is no such 
thing as a top athlete who has bad luck. The 
energy to be strong attracts luck. The more 
you use it, the better your luck will be. You 
have to raise your energy level to attract good 
things! I said. Their eyes are shining. Yoga 
makes you feel good and energetic, which 
raises your energy level, which in turn attracts 
good things to you. I hope you have a great 
May!        (Yoriko) 
 
I, 
Really, truly, 
do not know anything, 
I do not understand anything, 
I do not comprehending anything. 
The mechanism of this world, what this world is, 
the universe, etc. 
I realized that I didn't know anything about it. 
 



Nevertheless, 
trying to understand,  
I'm thinking too much about what's waiting for me, 
Wrapping it in a definition so that I can understand 
what is happening around of me, 
trying to analyze the emotions and thoughts that 
appear in the body, looking for the cause of them 
appearing, 
even though I don't understand anything, I am 
burdening myself with the role of God. 
 

Connecting, encounters, fate, confrontation, flow, 
happiness, sadness, suffering, joy, 
illness, marriage, childbirth, festivals, funerals, etc. 
Things humans cannot even imagine. 
If I try to understand everything, 
I will go crazy and rot inside the castle wall I made. 
 

What if I just leave it be? 
 

If you just move forward without trying to 
understand,  
there is definitely a path to walk on. 

Even if I fall into despair or become scared, I won't 
stop. 
When I have to stop, I will take a break, 
and go on a trip again. 
I won't push myself, because anything is fine. 
Wherever I am, I will remember that there lies 
certain responsibility. 
I don't have to see everything with my own eyes. 
I don't have to over worry. 
Not knowing 
            is more delightful, 
Not knowing 
            opens the door to the world. 
Not knowing 
            opens the way to good opportunities 
without limiting yourself. 
Not knowing 
            is not pressing for the facts that exist or 
the awareness for that. 
It is a fact, 
I do not know anything! 
It's okay if I don't know!  
（Klavdija）

 
The number of people infected with the COVID-19 is still increasing, but it seems that the 
entrance ceremony of the University of Tsukuba was held. In addition, we heard good news that 
such as holding a ceremony for freshmen last year on the same day at some university. We are 
still going to have to work or class via online, but we are looking forward to the bright future.  

（Yoshitaka） 

SCHEDULE OF MAY, JUNE 
From May 15th to June20th, courses will be held every Saturday and Sunday. 
The time is 9-12 am as usual. 

5/15（Sat.）YfA 21 Yoga and Fragrance: A Powerful Combination 
5/16（Sun.）YfA 22 Long-Term Training Looking at Important Scenes 
5/22（Sat.）YfA 23 For an Emergency 
5/23（Sun.）YfA 24 Health Care with Vegetables and Yoga 
5/29（Sat.）YfA 25 What are the Tips for Continuation? 
5/30（Sun.）YfA 26 Characteristics of Oriental Body Technique 1 
6/05（Sat.）YfD 27 Characteristics of Oriental Body Technique 2 
6/06（Sun.）YfD 28 Characteristics of Oriental Body Technique 3 
6/12（Sat.）YfD 29 Yoga of ‘Daily Life’: Healing⇒Decision 

⇒Execution (Learn from the ‘Bhagavad Gita’) 
6/13（Sun.）YfD 30 Can you Change your Opponent? - Sow the Seeds 
6/19（Sat.）YfD 31 To Hone Your Intuition - Watch the Young Tree Carefully 
6/20（Sun.）YfD 32 To Make Myself Free! - Create a Flexible and Strong Trunk 

Those who wish to take 3 or more times during this period: Application and 
payment from peatix may be complicated. Therefore, we would like you to apply in 
bulk by e-mail and transfer the tuition fee to the account of TYfA. 
Details will be announced at a later date. 

TAKAHASHI Genboku： tgenboku@gmail.com ; RAKWAL Randeep： plantproteomics@gmail.com 
Society for the Advancement of Yoga Education Teaching Research Culture and Practice（TYfA） 
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