
筑波みんなのヨーガ ニュース 2021/2 

私たちはなにを求めてヨーガをするのでしょうか 

ヨーガには、４っつの顔があります。一つは、真

実自己、命そのものになりきる。二つ目は、環境

（社会、自然）へ目を向けて、その至福のために

生きる道を求める。三つめは、自分の心の健康。

そして、四つ目は、自分の体の健康。 

これらは、ヨーガという一つの体に４つの顔を持つ、

ブラフマー神のようなもので、切り離すことができ

ません。２月は、４っつの顔のう

ち、３番目の体の健康と、４番目

の心の健康をテーマとします。

１月の記録  

1. 富山県黒部市は東京オリンピックにおけるイン

ドのホストタウンです。そこで、Randeepと私は、

1月 9日、10日に.黒部市でヨーガを行いました。

当日は、37年ぶりの大雪の影響で、市民の皆

さんは、外出できないので、オンラインでした。

その内容は、ヨーガのことをほとんど知らない

方々のために、筑波で使用しているスライドを

使いながら、インド文化とヨーガの歴史と、実生

活に役立つヨーガの考え方をテーマとした話と、

アーサナ、呼吸法、冥想です。 

黒部市のホームページに、詳しい内容が掲載さ

れています。 

「インド体験～ヨーガで新しい生活の実践～」 

https://www.city.kurobe.toyama.jp/cate

gory/page.aspx?servno=23117 

2. １月のみんなのヨーガ講座でのQ&Aのスライド

を作成するために、録画を確認しました。観てい

ると「この質問に自分はどう答えたのか」が心配

ではらはらしました。奥行きのある質問がいくつ

もあったのです。質問は次の５つのテーマにま

とめられます。 

a.どんなバガヴァッドギータ―を選んだらいいか。 

b.バガヴァッドギータ―の話を

聞くと、欲・欲望を持つことはよくないことのよう

だけど、欲望とは何かあるいは、目標や夢を持

つことと欲望とどう違うのか。 c.ヨーガは、時代

とともに変化しているが、コビッド-19の世界的

流行の中で、新しいヨーガが生まれるのか、そ

れとも、…? d.このパンデミックの中で、安心し

てヨーガを継続できるためにはどうしたらいいか。 

e. アーサナ、呼吸法、冥想には、効果に違い

があるのか、ないのか。 

これらについて、スライドを作っています。このう

ち、いくつかは、２月の講座の時に、ファイルを

お渡しできると思います。 

3. ヨーガ講座のスライド集及び解説編をアマゾン

の kindle bookから発売しています。 

印刷本の「スライド解説編」もできています。ご

利用になりたい場合、RAKWAL Randeep か

高橋玄朴に連絡ください。お送りします。 

4. 修了証をご希望の方も、私たちにご連絡くださ

い。「テスト実施要綱」をお送りします。それに従

って「スライド解説編」にある設問に答えていた

だくと、発行いたします。（これに費用いりません）

2 月筑波みんなのヨーガ講座  

2/20（土） YCL14今ヨーガが求められる理由 1   高橋玄朴 

2/21（日） YCL15 今ヨーガが求められる理由 2  高橋玄朴 

講座の申込ページは、https://teamyoga21022021.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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TSUKUBA YOGA FOR ALL NEWS 2021/2 
 

WHAT DO WE DO YOGA FOR?

Yoga has four faces. The first is to 

become the true self, life itself. The 
second is to look to the environment 

(society, nature) and seek a way to live 
for its harmony. The third is the health 
of my mind. And the fourth is the health 

of one’s body. These are like the four 

faces of Lord Vishnu in the one body of 

Yoga, and they cannot be separated.  
The February class will 

focus on the third of the 
four faces, the health of the 
body, and the fourth, and 

the health of the mind. 

RECORD OF JANUARY 
1. Kurobe City is India’s host town for 

the Tokyo Games. So Randeep and I 
had a Yoga session in Kurobe on 
January 9th and 10th.  

On the day of the event, due to the 
heavy snowfall for the first time 

since 37 years, citizens could not go 
out, so we held a session online. For 

those who know little about Yoga, 
using the slides used in Tsukuba, the 
content is the story about Indian 

culture and the history of Yoga, and 
the idea of Yoga that is useful in real 

life, and Asana, Breathing, and 
meditation. 

Detailed contents are posted on the 
Kurobe City website. 

https://www.city.kurobe.toyama.jp/cat

egory/page.aspx?servno=23117 
2. We checked the recording to make a 

Q&A slide for “Yoga for All Course” in 
January. When I watched this, I was 

worried about “how did I answer this 
question? There were a number of 

deep questions. Questions will be 
summarized in the following five 

themes. a. What kind of Bhagavad 
Gita should we choose? b. From the 
story of Bhagavad Gita, it seems that 

having desires and 

wishes is not good, but what are 
desires, or how is it different from 
having goals and dreams and 

desires? c. Yoga is changing with the 
times. Will the Covid-19 pandemic 

also create a new Yoga, or….? d. 
Within this pandemic, how can we in 

order to be able to continue Yoga 
with confidence. e. Are there any 
differences in the effects of Asanas, 

Breathing, and Meditation? 
We are making slides for these. Some 

of these will be handed over to you 
during the February course. 

3. The slides collection of Yoga course 
and their commentary are available 
from Amazon’s kindle book. 

 Please contact Randeep or Genboku 
if you would like to use the 

Commentary as paper (printed) book. 
4. If you would like a certification, 

please contact us. We will send you 
the “Test Implementation 
Guidelines”. If you answer the 

questions in the “Slide Commentary” 
accordingly, we will Issue it. (There is 

no cost for this）

2021/2 – TSUKUBA YOGA FOR ALL 
2/20（Sat）  YCL15 Reason why Yoga is Required Now - 1 Genboku Takahashi 

2/21（Sun）  YCL16 Reason why Yoga is Required Now - 2 Genboku Takahashi 

The course application page. https://teamyoga21022021.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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