
筑波みんなのヨーガ ニュース 2022/07 

～TSUKUBA YOGA MINDFULNESS/MEDITATION CENTER (TYMC) NEWS～ 

 

スピン: 巡り巡る人
生  網を紡いだ巣: 
私が造る網はどこ?, 
私の蜘蛛はどこ??, 

カルマは  マー
ヤーは義務は  行
いは  私はどこ??? 

WEB = Where  Emotions  Belong 
蜘蛛の巣                場     所                          感   情                              立   場 

「なんと暇人なんだ」と思われるかもしれないが蜘蛛が巣を作るのを見ていると飽きない。 
でもさすがに作り始めるところから見たことはない。 
「最初はどうするのか?」 今は便利だ、webで検索するとちゃんと書いてある。怠け者が怠け
るためのツールとして、webは大変便利だ。 

木の枝につかまっている蜘蛛は、おしりから糸を空中に流していく、風にゆらゆら揺られな
がら糸はやがて別の枝などにくっつくという。蜘蛛はその糸の上を行ったり来たりしながら
補強する。……こまごましたことは省略して、……ようやく巣（web）ができる。 
蜘蛛のこの行為（カルマ）でわかることは、蜘蛛の頭（脳=心）の中に、設計図がないことだ。
彼あるいは彼女の頭の中には、創る手順（プロトコル）があるだけだ。 

人生設計という言葉使われることがあるが、人生創造は、今何をすべきか次に何をすべき
かという手順を決めておくことが大切なようだ。 

アーサナや冥想だってそうだ。「このアーサナあるいは冥想は、こうすべきだ」という設計図
に従ってやろうとするとヨーガが大嫌いになってしまうに違いない。 
手順だけ決めて、その日の風の吹き方で、いかようにも変化自在にやればいい。 

その様に毎日を送っていると、もしかすると少しずつ心が禅でいう自由自在に、親鸞なら自
然法爾に、バガバッドギーターならクリシュナとともに喜び、クリシュナと愛を分かち合う自
分に近づくことができるのかもしれない。 

いつ強風に襲われるか巨大な人間が現れて、せっかく紡いだ自分という巣はズタズタに切
り裂かれてしまうかしれない。それでも、人生のささやかな幸せを願って創り続けるしか道
はないようだ……。                                                                                                          （高橋玄朴） 

Randeep RAKWAL 



７月 １６,１７日に 2日間 ヨーガキャンプ 
～筑波大学GSI棟にて～ 

現代日本人の生き方から精神性が消えてしまったのではないか。 
今年に入って、Randeepと玄朴はしばしばこのことについて話すようになっています。 
日本の精神性とは、ヨーガが発展的に継承された禅、そして「道」を通じて日本人のライフ
スタイルの根幹を作っているものです。それが消えてしまった…。 
一方最近、TYfA/tYMCで参加された皆様からの質問やご意見から、このような危惧を拭
い去る上で重要な考え方やヒントをいただくことがとても多くなっています。 
そこで今回、私たちのライフスタイルをどのように創りなおしていったらいいのかを、みんな
で話し合いながら考えるヨーガキャンプを計画しました。 
 
開催日 : ７月 １６日（土）、１７日（日） 
会   場 :  筑波大学 GSI棟 3階にて 
参加者 :  5名まで  
会   費 :  １日 9,000 円 (フルコースホームスタイルインド料理、ティー、サモサ代等を含む)  
申   込 :  メールか電話でお願いします。 
              高橋玄朴 tgenboku@gmail.com, 📱 090-5554-1525 
タイムテーブル :  
16日（土） 

 9:30a.m.         GSI棟前集合 
10:00～10:30    説明 : このワークショップの目的などについて 
10:30～11:30   アーサナ 玄朴プロトコル 
11:30～12:00   休憩（ティータイム） 
12:00～13:00   レクチャー1（40分）+ディスカッション 
                  タイトル:人生創造のライフスタイル 
13:00～13:15   休憩 
13:15～14:45  冥想+ディスカッション 
15:00～17:00  夕食 （宿泊希望の場合は、春日グローバルゲストハウスを紹介します。 

                                 事前に申し出てください） 
17日（日） 

6:45a.m.         GSI棟前集合 
7:00～8:00       アーサナ 玄朴プロトコル 
8:30～9:15       休憩（ティータイム） 
9:15～10:30     レクチャー2（40分）+ディスカッション 
                タイトル:日本のスピリチュアリティー（「道」の成熟 安土桃山から明治維新） 
10:30～11:00   休憩（ティータイム） 
11:00～13:00  アーサナ 玄朴プロトコル+ディスカッション 
13:00～13:30   ランチ 

※ 十分にディスカッションに時間を割きます。 
日頃考えていること、コメントしたいことなど、どんなことでも構いません、「自分のトピック」を一つ
持ってきて下さい。（ヨーガについて、冥想について、あるいは生活上のことについてなど） 
 

ヨーガそしてインド家庭料理を楽しみながら        あなたが見つけるものは何? 

Dr. Randeep RAKWAL, Ph.D plantproteomics@gmail.com  
Faculty of Health and Sport Sciences & TIAS2.0, UNIVERSITY OF TSUKUBA 
高橋玄朴tgenboku@gmail.com, ☎0265-88-3893 📱 090-5554-1525 

ヨーガ教育・研究・実技・文化振興協会（TYfA）  筑波ヨーガ・マインドフルネス冥想センター（tYMC） 
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スロベニアの私のおばあちゃんの知恵 5 
クラウディヤ・クランツ 

基礎知識 

• ラテン語：Picea；英：Spruce；スロベニア語：Smreka 
• 植物学的にはPicea属の一部であるトウヒのつぼみ

（写真）は、マツ科の常緑針葉樹の若い針葉である。 
新しい針葉は春の枝の端に現れる。これは、高さ20
〜60メートルにも達するいくつかの種類のトウヒに見

られる。枝の端（以降：トウヒのつぼみ）を収穫できる
トウヒは約35種あり、それぞれ味が少し異なる。 

• 昔からの知恵 

• 針葉樹は民俗迷信とも関連付けられている。迷信に
よると、トウヒや松の木は不幸をもたらし、作物を破
壊し、その家に死をもたらすことが信じられてきた。し
かし、これらの植物に対するそのような否定的な態
度は、主に数少ない地域で見られる。その要因とし
て、例えば、ロシアでは、死者はトウヒの枝で覆われ
ていたので、木が恐怖を引き起こしたのは当然のこ
とである。また、トウヒは発火しやすく、木造家屋に危
険をもたらすこともそのような迷信を生む根拠の一つ
となる。家の近くにトウヒを植えることは昔から勧めら
れてこなかったが、トウヒの樹脂の治癒効果と使用
方法の記録は、ヒポクラテスの時代にまでさかのぼ
る。研究によるとトウヒの樹脂は、確認され豊富な治
癒効果をもたらすことが証明されている。樹脂チンキ
は、胃腸の痛みを和らげるために使用されることも
あった。林業家は現代でも、あざや切り傷の応急処
置としてトウヒの樹脂を用いている。 

• トウヒのつぼみは、咳や喉の痛みを和らげるために
先住民族によって長い間使用されてきた。そして、そ
のような知識は今でもスロベニアに残っている。つぼ
みには多くのビタミンCが含まれており、冷凍または
乾燥させると、冬の間のビタミンCの供給源となる。ま

た、カロテノイドも含まれている（カロテノイドは、ニン
ジンなどに含まれている特徴的なオレンジ、黄色、ま
たは赤色の色素として認識されている。カロテノイド
は抗酸化作用がある）。さらに、カリウムやマグネシ
ウムなどのミネラルが豊富に含まれている。それら
はまた、組織の成長と治癒を助け、空腹を制御し、細
胞に酸素を運ぶクロロフィルをたくさん組み込んでい
る。また、フリーラジカルを中和し、バランスの取れた
血糖値を維持し、創傷治癒を促進し、体内に存在す
る有毒金属と結合する作用もある。 

• 使い方 
• 5月上旬から7月までは収穫のピークシーズンだが、

天気にも左右される。雨が降った後は、油や樹脂を
針葉の先から洗い流されてしまうので、摘み取らない
ほうがいい。収穫の際に約２cmから４cmまでの長さ

が目安で、短すぎない（２センチよりも長い）ように注

意しよう。 木の成長をおさえないように、一本の針葉
樹の約5分の1以上を取らないことが大事である。ま
た、地面に近い枝からつぼみを採集する。 民間療法

では、トウヒのつぼみを用いたシロップのレシピは世
代から世代へと受け継がれている。 冬の問題に最
適で、咳を癒し、気道を消毒し、免疫をサポートする。 
料理にも使われている。 シロップははちみつの代わ

りに、お茶に入れたり、サラダドレッシングに使ったり、
肉をマリネにしたりできる。母や祖母と一緒にトウヒ
のつぼみを取るために森に行ったのを覚えている。
また、私が風邪をひいたとき、特に熱と咳が出るとき、
母はいつも1〜2の大さじのトウヒシロップをくれた。そ
れは美味しくて薬より好きだった笑）！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参照：Smrekovi vršički za zdravje in razvajanje (svet24.si) 

• レシピ： ニワトコシロップ  
• 必要なもの： 
ストレージジャー＝貯蔵瓶（瓶詰めに使われている瓶)、
トウヒのつぼみ、砂糖（様々な砂糖）→これらの量は作り
たい量次第である。 
• 作り方： 

貯蔵瓶をよく洗い、可能であればそれらを消毒してから、
トウヒのつぼみの層と砂糖の層を交互に入れる：つぼみ
の層約3センチと砂糖の層約2センチの割合で。つぼみ
が十分にある場合は、1つの貯蔵瓶にプレーンホワイト

クリスタルシュガー（白砂糖）、別の貯蔵瓶にブラウン
シュガー（黒砂糖）、3番目にココナッツシュガーと、最後
に4番目に砂糖の代わりにハチミツやメープルシロップ
を試して使用することもできる...自分で色々試してみて
ください。 必ず各層をしっかりと押して空気を抜き、貯蔵
瓶の一番上まで詰めることが望まれる。 空気が層間に

浸透すると、シロップが劣化する可能性がある。瓶が
いっぱいになったら、約40日間（最長1年間は放置でき

る）太陽の下に置き、その間に数回よく振っておく。蜂蜜
で甘くする場合、瓶は直射日光ではなく、日陰になるべ
く置いておくが、それでも暖かい場所がいい（家の中）。 
40日後、シロップを濾し、瓶に入れ、冷暗所に保管する。 
 
参 照 : https://www.dominvrt.si/dom/smrekovi-vrsicki-so-prava-
zakladnica-zdravja.html 
   https://www.farmedica.si/rastlina/67/Smrekovi-vrsicki  

トウヒの薬効 
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マインドフル 
折居由加 

6月のみんなのヨーガ講座を受講させて戴き、 

本当に深くさまざまなことを考え直す機会となり
ました。 
心に残ることは多くありますが、 
『マインドフル』とは『見守り』であること、 

もしも、人生の中でうまくいかないことが起こっ
た時には、『見守ってくれる存在』がとても重要
であるというお話は実体験と合わせて腑に落ち
ました。 
 
30代はじめ、人生の転機を迎えとても落ち込ん

だ時期があり、いわゆる『パニック発作』を起こ
しました。 

それから主に過換気症候群に度々悩まされて
きましたが、玄朴先生との出逢いから呼吸法や
ヨーガを身につけ、だいぶ自分自身で対処でき
るようになりました。 
 

ところが、災害級の酷暑と言われる夏、義母入
院の為の帰省や、息子の度々のてんかん発作
などが重なり、今までで一番ひどいパニック発
作を起こし、当時6歳の息子が通う療育施設に
お迎え時救急搬送されたことがあります。 
 
手足がしびれ、呼吸は苦しくなる一方、 

息子を施設にお任せするしかない中、常駐する
看護師の先生が救急車に付き添って私を搬送
してくださいました。 

不安で仕方ない中、握ってくださっていた先生
の手のぬくもりが本当に心強かったことを覚え
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
息子のてんかん発作での救急搬送は20回以上、
その全て私も救急車に乗っています。 

そして、息子に触れ、声をかけ、少しでも支えに
なればという想いでいます。 
 

それは、特効薬を処方するようなものではない
かもしれませんが、 

つらい時こそ、この『ぬくもり』『想い』がどれほど
大切か… 

私自身も体験し、それまで以上に心がけるよう
になりました。 
 

呼吸法やヨーガは、一回で何か大きく変わると
いうものではありません。 

でも、少しずつの積み重ねはいざという時、自
分を助けてくれる『お守り』となることを実感して
います。どうか皆さまの元にもそのお守りが届
きますように。             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



障害の重い子のためのヨーガ 
赤上智子 

障害の重い生徒や大人が、無駄な力を抜く、リ
ラックスする、ゆったり呼吸することに、「楽しく」
取り組んで欲しいと思って作りました。 

本人だけでなく、支援する人も、「一緒にとりくむ
ことを通じて」呼吸すること、チカラを抜くという
ことに、何か気づきがあると良いなと思います。 

「あー」は、赤ちゃんが、お母さんのお腹からこ
の世に生まれて始めて力強く吐くときの口の形
です。チカラを入れる」ほうが、「チカラを抜く」よ
りもずっと易しいのです。「『みんな』ができる動
き」をと思いました。 

「おー」は、唇は微妙にチカラを入れてすぼめつ
つも、ほっぺとお腹はふわふわで、「入れながら
抜く」、「抜きながら入れる」、微妙で難しい動き
ですが、深く、長く吐くために、必要な動きです。
ゆったりとした深い呼気が引き出せたら良いな
と願いました。 

「んー」という発声は口を閉じる動きが必要です。 

飲み込む、嚥下につながる唇や舌、喉の動きに
繋がると良いなと思いました。 

脳性麻痺生徒に多く見られる、動き口を開いた
まままの嚥下は、誤嚥のリスクは勿論、実は無
駄な力でとても疲れるものです。 

「無意識に」「反射で」嚥下している我々には、
理解しがたい感覚でしょう。是非、口を開けたま
ま、水を飲んでみて下さい。  

口を閉じた嚥下は、実はほっぺ、舌、唇、咽
頭・・・「力をタイミングよく抜く」協調的に身体を
動かす、奇跡のように美しい動きです。また、そ
れが何かの事情で、「無意識に」上手くできない
ことが、どれだけ苦しいことか。 

でも、そんなことに頓着せず、口に運ばれる
ペースト食を、時にむせながらも、でもモリモリと
食べる姿は、たくましく、美しいなと思います。 

あー、おー、んー、の発声は、発達段階、障害
や病気の状態に関わらず・・・生きるために必要
な動きです。 

難しいからこそ。 

できるとか、できないとかは、どうでもいい。 
ただ、やってみてほしいなと思います。 

一生懸命ではなく、なんとなくで、よいのです。 

でも、繰り返してほしいなと思いました。 

なんとなくが、よいのです。一緒運命になると、
チカラが入りすぎてしまうからこそ。 

だから、肢体不自由特別支援学校の朝の会や
授業前のウォーミングアップとして行えるような、
ヨガ動画を作りました。 

障害の重い子たちが、朝の会や、あるいは授業
の前に、楽しく、小さなヨガができたらよいなと
思います。                                             (赤上智子) 

 
障害の重い子のためのヨーガ動画  

YOUTUBE URL      https://youtu.be/cjbwL-IsIW0        

                                         

「あー、おー、んー、」 もし、自分がこうした母音を発音することが思うようにできなかったら、どれほどスト
レスを感じるだろうか。 
障害があることは、それだけで、極めて強いストレスにさらされ続けている、ということだなと、改めて考え
させられます。 

ちなみに、口を開いたまま飲み込むことが、難しいのには訳があります。 
人間の喉では、食べものを飲み込む道と空気が通る道とは、交差（平面）しているからです。 人間以外の
動物では、それぞれ別の道（立体交差）しています。なので、人間だけが誤飲やのどにお餅などを詰まら
せての窒息死という事故が起きます。 なお、人間でも生後３か月ほどまでは、立体交差しているので、息
をしながら乳を飲むことが出来るそうです。    
図入りで詳しくわかるには、https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/throat.pdf        (玄朴) 

https://youtu.be/cjbwL-IsIW0
https://youtu.be/cjbwL-IsIW0
https://youtu.be/cjbwL-IsIW0
https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/throat.pdf
https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/throat.pdf
https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/throat.pdf
https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/throat.pdf
https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/throat.pdf


ヨーガの実践および研究と、百姓の見習いをしてい
る悠人です。 
今回は前回まで違って、ヨーガ哲学の話をしたいと
思います。 

「ヨーガの哲学」や「ヨーガ・スートラ」を学ぶと、「見
る者（＝プルシャ、純粋精神、観照者）」と「見られる
もの（=プラクリティ、根本原質）」という言葉が出て
きます。多くの人は、ここがよく分からなくて、つまづ
くんじゃないかと思います。 

「見る者」は、よく否定型で定義されます。あれでも
ない、これでもない（neti, neti）と。 
定義的には、私たちが対象として捉えられるものは、
「見る者」ではありません。私たちの身体とか、感情
とか、思考とか、「それがあるな」と知覚できるもの
は、すべて「見られるもの」に分類されます。 
「あるな」という知覚を可能にする、私たちの存在そ
のもの、この世界の中に存在している「開け」、それ
が「見る者」です。 

『ヨーガ・スートラ』で有名なヨーガの定義(1.2)が為
された直後の節に、こんな言葉があります。 

tadā draṣṭuḥ svarūpe-'vasthānam 
「ヨーガの状態が達成されたとき(tadā)、『見る者
（draṣṭuḥ)』が本来の姿（svarūpe）を確立する
（avasthānam）」(1.3)。 

このように直訳して、「見る者/見られるもの」という
サーンキヤ=ヨーガの二元論を元に解釈すると、
『ヨーガ・スートラ』で定義される「ヨーガの状態」は、
「白か黒か」という感じで、非常に明瞭に定義されて
きます。 

そして、何らかの思考とか性格とか性質にとらわれ
ているうちは、「見る者の本来の姿を確立」した状態
ではないことになります。「見る者」は、その定義か
らして、何の性質も持たず、ただ見ている純粋精神
だから。 

こんなふうにヨーガを定義されてしまうと、「そんな
の無理だよ」とか、「何のことか実感できない」という
気もしてきます。それで、「哲学のことはよくわから
ないけど、実践は気持ちいいからそれでいいか」と
いうことになってしまったりする。 
それではもったいない、と僕は思います。 

上のスートラを直訳するとこんな感じになるのだけ
れど、もうちょっとマイルドな訳として、「ヨーガの状
態になると、本来の自己が明らかになってくる」と

いった訳し方も可能だと思います。 

この言い方だと、「本来の自己」が結局何を指して
いるのか不明瞭だという点はさておき、多くの実践
者の実感には届きやすい言葉になります。現実的
に、ヨーガをしていく過程で、自分の思い込みがは
がれていったり、以前には持てなかった視点を持て
るようになったりすることがあります。その過程を、
「より本来の自分らしくなっている」と表現することも
できるでしょう。 

思い込みがはがれた新しい心の状態。新たな視点
を獲得した知性。それらも厳密に言えば、「思考」や
「性質」であるという点において、「見られるもの」の
一部です。何か思い込みがはがれたからといって、
それだけで「見る者の本来の姿を確立」したわけで
はありません。 

それでも、確実に「より本来の自分らしく」なっては
います。純粋な見る者に「より近づいて」はいます。
そして、重要なことに、たとえ完全でなくても、この
プロセスは人生にとって役に立つものです。その人
自身が軽やかに生きるためにも、すこやかなコミュ
ニケーションが成り立つためにも。 

こんなふうに先のスートラを解釈すると、ある時に
は「見る者（＝あたかも自分そのものとして、主体と
して自分に貼り付いてる属性）」だったものが、また
ある時には「見られるもの（＝自覚の対象、客観的
に見つめる対象）」として捉えられるようになります。
言い換えれば「見る者/見られるもの」という関係が
グラデーションになり、その人の状態によって移
ろっていくものになります。 
ヨーガのプロセスは、主体が漸次的に「純粋な見る
者」に近づき、相対的に自由になっていくプロセス
だと捉えられるようになります。そして、ヨーガの哲
学が、この世から超越するためだけでなく、この世
で苦しみながら、さまざまな果実を楽しんでいくのに
も、「役に立つ」ものになるのではないかと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（的場悠人） 

悠人レポート   ヨーガ・スートラ 

「はじめてのヨガ in つくばのインドカレー屋さん」 （的場悠人） 
開催日時 : 7/10（日）  10:00～12:00 
場所 : インディアンレストラン ニューミラ3階 （つくば市天久保2-16-10 ; 筑波実験動物園となり） 
次ページの下にある笛を吹くクリシュナの図のある看板が目印です。 
参加方法など詳しい案内  https://fb.me/e/1YKsjTgiq  

https://fb.me/e/1YKsjTgiq


7月の予定 

国際交流も視野に入れた、発展的ヨーガプログラム始動！ 

白隠禅師の坐禅和讃 
「衆生本来仏なり 水と氷の如くにて」という言

葉から始まる坐禅和讃。 
昔、繰り返し、何度も何度も、音読しました。こ

れは、経典ではありません。和讃とあるように、
坐禅をたたえる讃歌です。 
写真のように短い讃歌ですが、無数の経典に

匹敵する内容を含んでいます。 

短い経典に、般若心経があります。般若心経
は、仏教の哲理が書いてあり、難解なことで有
名です。坐禅和讃は、坐禅の効果が書かれて
います。坐禅をすると、どんな効果があるので
しょうか。それを皆様と一緒に考えていきたい
とおもいます。 

企画を勝又允莉先生と立てました。 

７月30日（土）に、ニューミラで書写、 
8月11日（木）に、オンラインで行います。 
ちょうど山の日なので、自宅から山の写真な

ども織り交ぜて  レクチャー2コマ、アーサナタイ
ムを含めて、9時から12時半。 
詳細は、追ってお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
将来の計画として、終了後はそばと中川村の

地酒今錦を楽しむ、「文化交流とヨーガ」もいい
かなと思っています。           （高橋玄朴） 

インド料理レストラン ミラ（天久保）の3階に新
設された多目的スペース。筑波みんなのヨー
ガの活動を献身的に応援してくださる、Rajan 
Trading Company 社長の多大なるご尽力に、
この場を借りて御礼申し上げます。 
 

こちらの場所をお借りして、 “写経や書道を通
じ、五感を制御する感覚を体験する「文化交流
とヨーガ」” を開催致します。まずは、白隠禅師
の座禅和讃を扱います。講義編を高橋玄朴先
生、実技編を勝又允莉が担当。 
 

講義と体操がセットになったスタイルは、筑波
みんなのヨーガでは定番となっていますが、例
えばそれは、片方だけだったらどうでしょう

か？もちろん、それぞれ期待される効果はあり
ます。 
私達が目指すのは、筑波大学大学院共通科
目（GGEC）に掲げられた理念と共通しています。
「人間力の涵養」とは、一朝一夕で到達するも
のではありません。楽しいこと・ラクなことだけ
選択する・好きなことだけ気が向いた時にやる。
あるいは、精神性の向上ばかりに関心を置き、
社会との関わりを疎かにする。どちらも望まし
い生き方ではありません。 
 

本当に役に立つヨーガの学びを追求するため
の一環として、満を持してこの講座をご案内す
ることができ、うれしい気持ちでいっぱいです。 

              （勝又允莉）                                                                     

臨書と陰ヨーガ  ＜ 2022年7月30日（土） 15:00-17:00 ＞ 
白隠禅師の坐禅和讃に挑戦！ 
写経や書道を通じ、五感を制御する感覚を体験する 
予約サイトはこちら  https://coubic.com/kalpanayuj    

笛を吹くクリシュナの図
のある看板が目印です。 

https://coubic.com/kalpanayuj


筑波みんなのヨーガ講座1～6月のまとめ 

オープンで、気楽なヨーガ・マインドフルタイム 
気楽な話をします。そのあと、立位の  呼吸体操を10分程度行います。 
日  時 : 7月1、4、5、6、20、21、22、26、27、28日   午前11時半～12時半 
費  用 : 無料 
以下のzoom URLから、自由に入れます。
https://us02web.zoom.us/j/86490838971?pwd=YWlyOER2NnJJMXB3OHpDNml2NGhUZz09 

バガヴァッドギーターを学んで  

ちょうど4年前、初めて「バガヴァッドギーター」を、 
玄朴先生のレクチャーで教えていただいた。 
その時の衝撃は忘れられない。 

覚えているバガヴァッドギーターの一場面はこんな
風だった 

インドのある国で王族同士の争いが起こり、 
ついに戦争が不可避となって 
決戦に臨むアルジュナ（一方の総大将）が 
敵を前にして闘うことに恐れおののく。 
当然である。 
敵は、親戚とか友達とか、小さいころから親しんで
いた人たちなのだ。 

アルジュナの戦車の御者がクリシュナ神である。 
神様なのに人間の御者なんだ、面白いなと思った。 
そして神様なんだから 
「愛をもって闘いをやめよ、闘うことでお互い傷つき
何も得ることはないことに気付け」と言ってくれるの
かな、と私は思った。 

ところがインドの神様はわたしのちっさい善悪の概
念を吹き飛ばしてくれた。 
『戦え!!』とクリシュナはアルジュナを励ましたのだ。 

戦えということは、伯父さんを殺し、従弟を、友達を
殺せ、と励ましたのだ。 
武将は闘うことが使命である。 
「事ここに至っては、結果に執着せずやるべきこと
を無心になってやりなさい」 
そう、クリシュナは語ったのだ。 

これを聴いて私のガチガチの枠にはまった頭がぐ
るぐるしだした。 
それからの私は何か事が起こるたびに このエピ
ソードを思いだしてきた。 

今回久しぶりにみんなのヨーガのレクチャーを受け
て、 
またバガヴァッドギーターを学ぶことができてとて
も嬉しかった。 

今再びクリシュナの言葉を学べたことは自分にとっ
て必然だったように感じる。 
そして、今回はもう少し深い、というか別の部分に
感応している自分があった。 

多くの場合、人は何もないこと、自分が安心でいら
れることを望み、 
失敗すること、負けることや苦しいこと、不安定に
なることを恐れる。 
その結果変わらないことを選択する。 
そして変化することに激しく抵抗する。 

でも、バガヴァッドギーターは教えてくれる 
「苦楽、生死、得失、勝負、善悪、損得は等価、等
しいものだ」と。 
だから 
「重要なのは行為であり、行為とは合目的的な行
動である」と。 
つまり目的を何に置くかということが自分にとって
重要なことではないか？ 
私にとっての目的とは、 
この身体をもってどう生きるのか、ということだ。 
どう生きる…？どうありたいのか…？ 
多分私は何度も自分に問い続けている。 
そして少しずつそれは形作られてきている。 
「みんなのヨーガ」は、 
静かな魂の喜びと 
心地よいからだの疲労感が得られて、 
大好きなランディープ先生や玄朴先生に会える 
楽しい時間だ。                                   （坂本成子） 

Dr. Randeep RAKWAL, Ph.D plantproteomics@gmail.com  
Faculty of Health and Sport Sciences & TIAS2.0, UNIVERSITY OF TSUKUBA 

高橋玄朴tgenboku@gmail.com, 
☎0265-88-3893 📱 090-5554-1525 

ヨーガ教育・研究・実技・文化振興協会（TYfA） 
筑波ヨーガ・マインドフルネス冥想センター（tYMC） 

様々なことをテーマにしてきましたが、一言でいえば「ギーターでいう
ヨーガによる生活」に尽きます。そこで、坂本成子さんの感想をまとめ
とします。 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86490838971?pwd%3DYWlyOER2NnJJMXB3OHpDNml2NGhUZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0b7W6PBloLcLTwjrH45ZRk
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筑波みんなのヨーガ ニュース 2022/07 

～TSUKUBA YOGA MINDFULNESS/MEDITATION CENTER (TYMC) NEWS～ 

 

SPIN: Life goes round 
and round  spinning a 

WEB : Where is my 
WEB?, where is my 

SPIDER??, my Karma 
 my Maya  my Duty 
 my Action  where is 

ME??? 

WEB = Where  Emotions  Belong 

You may be thinking, “What a leisurely man,” but I never get tired of watching the spiders build 
their webs. 
But I have never seen it from the beginning. 
“What do they do first?” It is convenient now, and it describes properly when we search on the 
website. The web is very useful as a tool for lazy people to be lazy. 
The spider holding on to a tree branch is said to let the thread flow from its hips into  the air, and 
the thread will eventually stick to another branch while swaying in the wind. The spider reinforces 
while reciprocating on the thread. ……Omitting the details, ……The web is finally formed. 
What this spider’s act (karma) tells us is that there is no blueprint in the spider’s head 
(brain=mind). 
There is only a protocol in his/her mind to create. 
The term blueprint of life is sometimes used, and it seems important to decide on procedures for 
life creation: what to do now and what to do next. 
The same goes for Asanas and Meditation. If we try to follow the blueprint that says, “This asana 
or meditation should be done like this,” we must hate Yoga.  
Roughly decide only the procedure, and we can change it as we like depending on how the wind 
blows on that day. 
If we spend every day like that, we may be able to gradually approach the Zen word “Jiyu-Jizai 
(freedom)”.  It would be the same as Shinran’s “Jinen Honi  (Live as it is)” or Bhagavad Gita’s 
“Rejoice with Krishna and Sharing Love with Krishna (Bhakti). 
We don’t know when a strong wind will hit or a giant human will appear. And the nest of a giant 
human will appear. And the web of myself that I spun with much effort may be torn apart.   Still, 
there seems to be no choice but to continues to create it hoping for a little happiness in life……..                                                                                                                  
（Genboku Takahashi） 

Randeep RAKWAL 



TWO DAYS YOGA CAMP ON JULY 16TH,17TH 
～AT THE GSI BUILDING OF  UNIVERSITY OF TSUKUBA ～ 

The spirituality may have disappeared from the lifestyle of modern 
Japanese people. 
 Earlier this year, Randeep and Genboku often talked about this. 
 The spirituality of Japanese is the basis of the Japanese lifestyle through Zen, which 

is a developmental inheritance of Yoga, and the “Do (Michi)” that was born from it. 
It’s gone….or has it? 

On the other hand, recently, the questions and opinions from participants at 
TYfA/tYMC are very often important ideas and hints for dispelling such concerns. 
Therefore, this time, we planned a Yoga camp where all the participants discuss and 
think about how to recreate our lifestyle. 
 

Dates : Sat., July 16th  & Sun., July 17th 
Meeting place :  GSI Building 
Participants  :  Up to 5 people maximum 
Fee : 9,000 Yen / day 
            (including a full course Home-style Indian food & Chai and Samosa)   
Application :  Please email or call us. 
Genboku tgenboku@gmail.com, 📱 090-5554-1525 
Timetable :  

16th  (Sat.) 
9:30 a.m.           Meet at GSI Building 
10:00～10:30    Explanation : About the purpose, etc. 
10:30～11:30    Asana (Genboku Protocol Asana, Breathing, Short Meditation ) 
11:30～12:00    Break (Chai & Samosa time) 
12:00～13:00    Lecture-1 (40 minutes) + Discussion 
                           Title : Lifestyle of Life-creation 
13:00～13:15     Break 
13:15～14:45  Genboku Protocol Asana, and - DEEP Meditation + Discussion 
15:00～17:00     Supper 

(If you wish to stay, to be will be introduced UT-Kasuga Global Guest House; please let us know in advance) 

17th  (Sun.) 
6:45 a.m.           Meet at GSI Building 
7:00～8:00        Practice (Genboku Protocol Asana, Breathing, Short Meditation) 
8:30～9:15        Break (Ayurvedic Paya (tea) time) 
9:15～10:30      Lecture-2 (40 minutes) + Discussion 
                          Title : Japanese Spirituality (Maturity of “Do” from Azuchi-Momoyama to  
                                Meiji Restoration) 
10:30～11:00    Break (Chai & Samosa time) 
11:00～ 13:00  Practice (Genboku Protocol Asana, and - DEEP Meditation) + 

Discussion & CLOSING (certificate of participation) 
13:30～15:30    Lunch 

※ Sufficient time is allocated for discussion. 
It doesn’t matter what you think about, what you want to comment on, etc., please bring one “Your 
Topic” （About yoga, about meditation, about life, etc.） 

 

What do you find (SELF & NON-SELF) while enjoying Yoga and Indian home-cooked Food? 

2022/07 ～SOCIAL INNOVATION PROJECT: TYFA-TYMC～ 

Dr. Randeep RAKWAL, Ph.D plantproteomics@gmail.com  
Faculty of Health and Sport Sciences & TIAS2.0, UNIVERSITY OF TSUKUBA 
Genboku Takahashi tgenboku@gmail.com, ☎0265-88-3893 📱 090-5554-1525 

ヨーガ教育・研究・実技・文化振興協会（TYfA）  筑波ヨーガ・マインドフルネス冥想センター（tYMC） 
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Basic knowledge 
• Latin：Picea；English：Spruce； Slovenian：Smreka 
• Spruce buds, which are botanically part of the genus 

Picea, are young plants of evergreen conifers of the 
Pinaceae family. New buds appear at the end of the 
branches in the spring and are found on several 
species of spruce, which can reach 20 to 60 meters in 
height. There are about 35 different species of 
spruce whose buds can be harvested, and each 
species will have a slightly different taste. 

• Old wisdom 
• Conifers are also associated with folk superstitions. 

According to popular belief, spruces and pines bring 
misfortune, destroy crops and can even bring death 
to homeowners. However, such a negative attitude 
towards these plants is found mainly in areas where 
they are not common. And there is an explanation 
for this: in Russia, the dead were covered with 
spruce branches, so it is not surprising the tree 
caused fear. In addition, spruce is easily ignited, 
which poses a danger to wooden houses. Planting 
spruce near the house is not recommended, however, 
records of the healing effects of spruce resin and 
methods of use date back to the time of Hippocrates. 
According to research, spruce resin brings an 
abundance of confirmed and proven healing effects. 
Spruce resin tincture was also sometimes used to 
relieve gastrointestinal pain. Even nowadays 
foresters use spruce resin as a first aid for bruises 
and cuts caused during their work. 

• Spruce buds have long been used by indigenous 
tribes to relieve coughs and sore throats. And such 
knowledge has persisted in Slovenia to this day. Buds 
contain a lot of vitamin C, and frozen or dried supply 
our bodies with vitamin C in winter. They also 
contain carotenoids (carotenoids are recognized by 
their characteristic orange, yellow or red pigments 
such as in the case of carrots. They have an 
antioxidant effect on the body). In addition, spruce 
buds are rich in minerals such as potassium and 
magnesium. They also contain a lot of chlorophyll, 
which helps tissue growth and healing, controls 
cravings and carries oxygen to cells. They also 
neutralize free radicals, maintains balanced blood 
sugar, accelerates wound healing and binds toxic 
metals present in our body. 

• Usage 
• The peak picking season is from the beginning of 

May until July, depending on the weather. Avoid 
picking after rain, as it washes away oil and resin 
from the tips. When collecting them, they should be 
up to about 4 cm long, but also make sure that they 
are not too short (longer than 2 cm). Do not take 
more than about a fifth of the spruce buds from one 

tree. We shouldn‘t exaggerate otherwise we hinder 
the growth of the tree. In addition, we collect them 
from branches that are closer to the ground. In folk 
medicine, the recipe for syrup from spruce buds has 
been passed down from generation to generation. It 
is excellent for winter problems, it helps with coughs, 
disinfects the respiratory tract and helps with 
building up immunity. It is also used in cooking. 
Instead of honey, you can put syrup in tea, use it in 
salad dressings or marinate meat with it. I remember 
how I used to go to the forest to gather spruce buds 
with my mom and grandma. Also when I would get a 
cold, especially at times of fever and cough, my mom 
would always give me a spoon or two of the spruce 
syrup. It was delicious (I liked it better than medicine 
haha)!  
 
 
 
 
 

 
 
 

               
 
Source：Smrekovi vršički za zdravje in razvajanje (svet24.si) 

• Recipe: Spruce syrup 
• You need: Storage jars, spruce buds, sugar (various 

sugar) →the amount depends of how much you 
would like to make. 

• Preparation 
• Wash the storage jars well and, if possible, disinfect 

them, then alternately place layers of buds and 
layers of sugar in them - about three centimeters of 
buds and two centimeters of sugar. If you have 
enough buds, you can experiment and use plain 
white crystal sugar for one storage jar, brown sugar 
for another, in third you can use coconut sugar and 
buds, and even you can try honey or maple syrup 
instead of sugar in the fourth ... try it out yourself. 
Be sure to press each layer well to squeeze the air 
and fill the storage jars to the top. If air penetrates 
between the layers, the syrup could go bad. Once 
the jars are full, leave them in the sun for about 40 
days (you can leave them up to 1 year), shaking them 
well a few times in between. If sweetening with 
honey, the jars should not be in direct sunlight, but 
rather in the shade, but still in a warm place. After 
40 days, strain the syrup into bottles and store them 
in a cool, dark place. 

Reference: https://www.dominvrt.si/dom/smrekovi-vrsicki-so-prava-
zakladnica-zdravja.html  
https://www.farmedica.si/rastlina/67/Smrekovi-vrsicki 
številne zdravilne lastnosti | Bodi eko 

MY SLOVENIAN GRANDMA’S WISDOM 5 
KRANJC KLAVDIJA 

The Medicinal Effect of Spruce 
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MINDFUL 
YUKA ORII 

It was great opportunity to think again and 
contemplate by taking yoga for all course in July. 
There are many things that touched to my 
heart.  “Mindfulness” is “watch over”.  
I was convinced trough my experience If there 
is an unexpected bad happening occurs in life, 
the existence of this being “watch over” is very 
important. 
 
In my early thirties, it was a turning point. I 
went through depression and I have had panic 
attacks.  
I have often suffered from hyperventilation 
syndrome ever since, but I have a great meeting 
with Genboku-sensei and that I learned 
breathing techniques and yoga so that I can 
look after it my own. 
 
However, It was disaster hottest summer, I had 
to go back to hometown for hospitalization of 
my mother-in-law to taking care of, and my son 
had frequent epileptic seizures. I had the worst 
panic attack I had ever had and I was 
transported by ambulance one day on the way 
to pick up my son. 
 
My breathing is getting shallower. My arms and 
legs went numb. I had to ask my son’s school to 
take care of him and the nurse at my son’s 
school came with me. 
I was anxious so I remember well that the 
warmth of hand I was holding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

I have been in the ambulance more than 20  
times for my son's epileptic seizures, and I have 
been in the ambulance as many times as he 
does. 
And I always wish to support him, anyhow so I 
touched him, talked to him. 
 
It may not be like prescribing a cure-all. 
I know how "warmth" and "feelings" are 
important in hard times... 
Through my experience I do become more 
mindful of it than ever before. 
 
Breathing exercises and yoga are not something 
that can make a big difference in a session. 
However, I realized the practice even small 
steps will help you when the time comes, it 
protected you like a “amulet”. I hope that this 
amulet will be delivered to you as well. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Translated by Yoriko Matsumoto) 



YOGA FOR CHILDREN WITH SEVERE DISABILITIES 
TOMOKO AKAGAMI 

I wanted students and adults with severe 
disabilities to “enjoy” their efforts to 
comfortably relax and breathe slowly. 

I hope that not only the person himself but also 
the people who support them will be aware of 
breathing “through working together” and 
relax. 
“Aah” is the shape of the mouth when a baby 
vomits strongly for the first time, when he/she 
is brought the world from the mother‘s 
stomach. “Straining” is much easier than 
“releasing”. I was thinking about 「a movement 
that “everyone” can do」. 

“Oh” is a delicate and difficult movement, 
when the lips are slightly squeezed, but the 
cheeks and stomach are fluffy. “Releasing while 
straining” and “Straining while releasing” are 
subtle and difficult movements, but they are 
necessary movements for deep and long 
exhaling. I was hoping this exercise could bring 
out a relaxed and deep breath. 
The utterance "Hmm" requires a movement of 
closing the mouth. 
I thought it would be good if it could lead to 
the movement of the lips, tongue, and throat 
that would lead to swallowing. 

Swallowing with the mouth open, which is 
often seen in students with cerebral palsy, is 
not only a risk of pulmonary aspiration 
(breathing in), but is actually very tiring due to 
unnecessary using of strength. 
It's hard to understand for us who are swallowing 
"unconsciously" and "with reflexes". Please, 

imagine trying drinking water with your mouth 
open. 
Swallowing with the closed mouth is actually a 
miraculously beautiful movement that moves 
the body in a coordinated manner, such as 
cheeks, tongue, lips, and pharynx. Also, how 
painful it must be that for some reason you 
can‘t do it “unconsciously”. 
However, they are not be concerned with that, 
they sometimes caught but still continue eating. 
I think they are strong-willed and beautiful to 
eat the paste food that is brought to their 
mouth. 

Aah, Oh, hmm, vocalization is a necessary 
movement to live, regardless of developmental 
stage, disability or illness. 

Because it's difficult. 
It doesn't matter if they can or can not do it. 
However, I would like them to just try it. 
They don't need to try too hard, it's okay if they 
somehow try to do it. 
But I want them to keep doing it repeatedly…as 
YOGA. 

It's okay if you just try to do it, regardless of the 
result and difficulty. Because if you try too hard, 
you'll get too much power. 

That is the reason I made a video on yoga that 
can be used as a morning greeting at a special 
needs school for the physically handicapped or 
as a warm-up before class.  

I hope that children with severe disabilities can 
enjoy their YOGA everyday at special needs 
education school.  (Translated by Kranjc Klavdija) 

Yoga Video for Children with severe disabilities. 

YOUTUBE URL      https://youtu.be/cjbwL-IsIW0    

"Ah, oh, hmm,” How stressful would it be if I couldn't pronounce these vowels as I expected? 
It makes me think again about the fact that having a disability means that I am continuously exposed to 
extremely high levels of stress. 

By the way, there is a reason why it is difficult to swallow with our mouth open. 
In the human throat, the pathways for swallowing food and the pathway for air are intersecting (flat). In 
non-human animals, they are separate paths (three-dimensional intersections). Therefore, only human 
can accidentally swallow or choke to death on rice cakes or other foodstuffs in the throat. Even 
humans can drink milk while breathing because of the three-way crossing until they are about three 
months old. 
Detailed explanation with diagrams: https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/throat.pdf   (Genboku) 
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HOW TO READ THE YOGASUTRA  
YUTO MATOBA 

This is Yuto. This time, unlike the last time, I would 
like to talk about yoga philosophy. 

When you study "Yoga Philosophy" or "Yoga Sutra", 
you will bump into the words such as "seer (= 
Purusha, pure spirit, observer)" and "what is seen 
(= prakriti, fundamental nature)". I think many 
people don't understand this well and may get 
stuck with it. 

The "seer" is often defined as a negative form. 
“Neither that nor this” (neti, neti). 
By definition, what we can see as an object is not 
the "seer." Our bodies, emotions, thoughts, and 
anything else that can be perceived as "there is it" 
is categorized as "what is seen." 
Our very existence, the "openness" that exists in 
this world, that enables the perception of "being", 
is the "seer." 

In the verse immediately after the definition of 
yoga (1.2), which is famous in "Yoga Sutras", there 
is such words;  
tadā draṣṭuḥ svarūpe-'vasthānam 
“When you get to the state of yoga(tadā), the seer 
(draṣṭuḥ) establishes (avasthānam) its own nature 
(svarūpe). (1.3)” 

Translated literally in this way and interpreted 
based on the Samkhya-Yoga dualism of "seer / 
what is seen," the state of yoga" defined in the 
Yoga Sutra seems as very clear as you tell "white or 
black."  

In addition, as long as you are obsessed with some 
kind of thought, personality, or characteristics, you 
are not in a state of "establishing its own nature of 
the seer." By its definition, the "seer" has no 
contents, just the pure spirit. 

When yoga is defined like this, you may feel like "I 
can't do that" or "I can't really feel what it is." And 
"I don't really understand philosophy, but it feels 
good to practice, so is that okay?" 
I cannot be satisfied with such situation. 

But as a slightly milder translation, I think it is possible 
to translate the sutra above as "when you are in the 
state of yoga, your true nature becomes clear." 

This way of saying it is easy to reach for many 
practitioners, aside from the fact that it is unclear 
what the "your true nature" means after all. 
Realistically, in the process of doing yoga, you may 
let go your biases or gain a perspective that you 
didn't have before. You could describe the process 
as "becoming more like yourself." 

Strictly speaking, a new state of mind that has let 
go its biases and an intelligence that has acquired a 
new perspective are also part of what is seen. Just 
because something is out of your mind does not 
mean that you have "established the true nature of 
the seer." 

Still, one becomes definitely "more like” oneself 
through this process. There is "closer" to the pure 
seer. And, importantly, this process is useful for our 
life, for the person him/herself to live lightly and 
for the establishment of healthy communication, 
even if the process to reach the true nature of the 
“seer” is not perfect. 

Interpreting the previous Sutra in this way, what 
was a "seer (= an attribute that is attached to 
oneself as a subject as if it were oneself)" at one 
point becomes "a thing that can be seen (= an 
object of awareness) at another time it. In other 
words, the relationship of "seer / what is seen" 
becomes a gradation, and it changes depending on 
the one's condition. 

The process of yoga practice can be understood as 
a process in which the subject gradually 
approaches the "pure seer" and becomes relatively 
free. And I think that Yoga philosophy will be 
"useful" not only to transcend the world, but also 
to enjoy various fruits while suffering in this world. 

“ Yoga for Beginners in New Mira Tsukuba” 
Date and Time: 7/10（Sun.）  10:00～12:00 
Place : The space on the 3rd floor of the Indian restaurant “New Mira”（2-16-10 Amakubo, 
Tsukuba City;  Next to Tsukuba Botanical Garden) 
 Look for the sign at the bottom of the next page. 
Participation and further information : https://fb.me/e/1YKsjTgiq 

https://fb.me/e/1YKsjTgiq


SCHEDULED FOR JULY 
Starting an advanced yoga program with a view to international exchange! 

Zazen Wasan of Hakuin Ekaku 

Zezen Wasan, which begins with the Words 
“Sentient-beings are essentially  Buddhas. It is 
like water and ice.” 
I used to read it aloud, over and over again, 

repeatedly. This is not a scripture. As the title 
“Wasan (Japanese hymn)” suggests, it is a hymn 
in praise of zazen. The hymns are short, as shown 
in the picture, but contain content comparable to 
countless sutras. 

A short scripture is the Heart Sutra. The Heart 
Sutra is famous for its esoteric nature, which is 
written in Buddhist principles. The effect of Zazen 
is written in the Zazen Wasan. “What is the effect 
of Zazen?” 
 I would like to think about it together with you. 

Mari sensei and I made a plan. 
Calligraphy at NEW Mira on Sat., July 30th. 
Lectures will be given online on Thur., Aug. 11th. 
It is just “Mountain Day”, so it is from 9 am to 

12:30pm, including 2lectures and Asana time, 
including pictures of the mountains from home. 
Details will be announced later. 
 
 
 
 
 
 
As a future plan, I think it would be good to have 

a “Cultural Exchange and Yoga” where we can 
enjoy soba and Nakagawa village’s local sake 
Imanishiki after the end.   （Genboku Takahashi） 

A multipurpose space newly established on the 
3rd floor of Indian restaurant New Mira 
(Amakubo). We would like to take this 
opportunity to thank the President of Rajan 
Trading Company for his devoted support for 
TYfA‘s activities. 
 

 We will borrow this to hold “Cultural Exchange 
and Yoga” where you can experience the sense of 
controlling the five senses through sutras and 
calligraphy. First of all, We will deal with Hakuin 
Zen Master ZAZEN-WASAN. Genboku Takahashi 
sensei is in charge of the lecture, and Mari 
Katsumata is in charge of the asana and sutras and 
calligraphy. 
 

The style of lectures and gymnastics as a set is a 
standard in TYfA, but what if it was only one, for 
example? Of course, each has the expected effects. 
 

Our goal is in common with the philosophy set 
forth in the University of Tsukuba Graduate 
General Education Course (GGEC). “Fostering 
human power” does not reach overnight. You 
choose only fun things, easy things, and do it 
when you feel like doing what you like. 
Alternatively, focus only on improving spirituality 
and neglect the relationship with society. Neither 
is the desired way of life.  
We are delighted to be able to guide you through 
this course as part of our pursuit of truly useful 
yoga learning                            （Mari Katsumata） 

Sutras and YIN yoga ＜ Sat, 30th July, 2022  15:00-17:00 ＞ 
Sutras : ZEN master Hakuin’s “ZAZENWASAN” 
Experience Pratyahara through Sutras and Calligraphy 
Booking site   https://coubic.com/kalpanayuj    
 

Look for the sign with the 
figure of Krishna playing 

the flute. 

https://coubic.com/kalpanayuj


SUMMARY OF YOGA FOR ALL JAN.-JUN. 

Learning the Bhagavad Gita  
I can’t forget the shocking moment  
When I learn about the Bhagavad Gita lectured by 
Genboku-sensei first time and,  It was 4 years ago. 

What I remember was part of story as follow 

In a certain country in India, a war between royal 
families broke out. 

Finally, war became inevitable. 

Arjuna (the general of one side) is about to fight a 
decisive battle. 

fearful of fighting in the face of the enemy. 

It is understandable. 

The enemies are relatives, friends, and people he 
has known since he was a child. 

The coachman of Arjuna’s chariot is Krishna. 
I though that's curious, because he's a God, but his 
appearance is human, and he's a God.  

I wondered if he would say, "Stop fighting with 
love and realize that by fighting create anything 
except hurting each other. 

But the Indian Gods blew my little notions of right 
and wrong judgment out of the water. 

'Fight/ Do it!! ' Krishna encouraged Arjuna. 

The meaning of fight/ Do it/ Do the battle, is 
Krishna was encouraging Arjuna to kill his uncle, 
cousin, and friends. 
The duty of warrior is to fight. 
When it comes down to it, do what needs to be 
done without attachment to the outcome. 

That is what Krishna said. 

I have had my hard and framed head to spin by 
hearing it 
And ever since whenever something happened to me 

I have remembered this episode. 

It’s been a while since last lecture I attend and I 
was happy to learn the Bhagavad Gita lecture again. 

It feels like it was inevitable for me to learn 
Krishna's words again now. 
And this time I found myself sensitized to 
something a little deeper, or rather, different. 

Often, people are happy to stay comfort zone and 
hoping to feel secure, 
Instead fear of failure, losing, suffering, and 
instability. 
So that, we choose not to change. 
And we resist to change with intensity. 

But the Bhagavad Gita teaches us 

Suffering and pleasure, life and death, gain and loss, 
victory and defeat, good and evil, gain and loss are 
equivalent and equal. 

So, 
what matters is the act, and an act is a congruent 
action. 
Perhaps, it is important to have values, what is 
your purpose and what really matters to you? 
My purpose for life is, 
How do I live with this physical body? 
How do I live...? How do I want to be? 
Perhaps I keep asking myself these questions many 
times,  
And little by little, it is taking shape. 
Yoga for All is a 
A quiet joy of the soul and 
a pleasant sense of physical exhaustion. 
It is lovely time to meet my favorite teacher 
Professor Randeep and Genboku-sensei. 

( Shigeko Sakamoto, 
English translation Yoriko Matsumoto) 

Prof. Randeep RAKWAL, Ph.D plantproteomics@gmail.com  
Faculty of Health and Sport Sciences & TIAS2.0, UNIVERSITY OF TSUKUBA 

高橋玄朴tgenboku@gmail.com, 
☎0265-88-3893 📱 090-5554-1525 

ヨーガ教育・研究・実技・文化振興協会（TYfA） 
筑波ヨーガ・マインドフルネス冥想センター（tYMC） 

Open and easy-going Yoga Mindfulness Time 
It will talk about the easy-going story related to it. Perform standing breathing exercises that 
can be done outside for about 10 minutes. 
The dates  : 7/1,4,5,6,20、21、22、26、27、28 Live 11:30～12:30 
to enter from the following ZOOM URL. 
https://us02web.zoom.us/j/86490838971?pwd=YWlyOER2NnJJMXB3OHpDNml2NGhUZz09 

We have been focusing on various things, but in a word, it’s all about “Life by Yoga in 

the Gita.” Therefore, we would like to conclude with the impression of Shigeko 

Sakamoto san. 
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