
筑波みんなのヨーガ ニュース 2021/3 

呼吸法を讃えて 

朝の真呼吸  一日深く生きるため 

昼の真呼吸  命の流れを調えて、 

夜の真呼吸  癒しと安らぎの世界へ誘う。 
呼吸法、10秒でわかる。 5分で元気が出てくる。 20～30分で心が落ち着く。 

そして、気が付くことは、50分から 1時間で世界が違って見える。 

1～3か月で、今までと違った自分がいる。 

1～3年で、人間関係が大きく改善している。 

10年、20年、50年、…。「人生とは、なんと素晴らしのだ!」と、身に染みてわかる。 

「悩みが一気に解決しました」 

彼の顔は、さわやかだった。行政書士の Nさんは、

ある手続きに手間取った。「このままでは、期限切

れになってしまう」  

ふと思いついてかけた電話で、流れが一気に変

わった。何人もの許諾印と複雑な許可手続きが

一気に済んだ。彼はしみじみと言う。 

「自分が変わると、相手も変わるんですね。」 

そういうことが、いつしか普通になっていた。彼は、

永年の社会不安障害で、もがきにもがいていた

のは、20年近く前だったろうか。お客さんも仕事も

少しずつ増え続けている。元は農家なので今でも

お米を作っている。いつ読むのかと思うほど読書

家だ。禅や呼吸法、ヨーガの本など。呼吸法・坐

禅・アーサナを毎日 1～2時間欠かさない。 

「うつを克服する活力呼吸法」（地湧社）で、不安

障害を克服した体験を語ってくれた彼の現在だ。 

継続は何をもたらすのだろうか? 

2 月の記録  

1月に続き 2月の講座で参加者の方々から、

またヨーガウッド スタジオのプロモーションビデ

オで奥行きのある質問を沢山いただきました。質

問は、それまで私が考えていなかったような深い

答えを私に引き出させてくれます。それは内なる

私を進歩するように促していると気が付きました。 

:現在Q&Aスライドのシリーズを作成しています。 

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

玄先生への質問 

https://youtu.be/wfSVNnVMUfI 

3 月筑波みんなのヨーガ講座  

3/27（土） YfA17 強いストレスを受けている人のヨーガ 1  高橋玄朴 

3/28（日） YfA18強いストレスを受けている人のヨーガ 2  高橋玄朴 

講座の申込ページは、https://teamyoga21032728.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 2021/3 
 

IN PRAISE OF PRANAYAMA

True breath in the morning – to live all day long. 
True breath in the afternoon – to regulate the flow of life. 

True breath in the evening invites me to a world of healing and peace. 
We can see the effect in 10 seconds of breathing. After, 5 minutes, we will feel 

better. Calm down in 20 to 30 minutes.  

And what we notice is that the world looks different in 50 minutes to an hour. 
In 1 to 3 months, we have a different self. 
Relationships are improved significantly in a year or three.  

10 years, 20 years, 50 years…. From the bottom of our heart, we can understand 
that “Life is wonderful!” 

 
“All my worries are resolved at once.” 

His face was refreshed. N san, an 
administrative scrivener, was having 
trouble with a certain procedure.  

“In this state, it will expire.” 
The flow changed at once when he 

called with an inspiration. Many 
permission stamps and complicated 

permission procedures were completed 
at once. He said heartily. “When I change, 
so does the other person.” 

That kind of things has become normal 
for him someday. Was it almost 20 years 

ago? He was suffering from a long 

standing social anxiety disorder. 
Now, the number of customers and 

jobs is increasing. Originally a farmer, he 

still grows rice. He’s a reader, though I 
don’t know when he’s reading. Zen, 

breathing, Yoga books, etc. He does not 
miss a daily routine of Breathing, Zazen 

and Asana for 1-2 hours. 10 years ago, he 
talks about his experience of overcoming 
anxiety disorders in “Utsu-wo Kokufuku 

suru Katsuryoku Kokyuho”(Jiyuhsa). He 
still follows this lifestyle today. 

What does continuation bring? 

RECORD OF FEBRUARY 
Following January, we received many 

deep questions from participants in the 

February course and from promotional 
video of the YOGAWOOD Studio. 

The questions provide us with a deep 
answer that we had never thought of 

before. We realized that it encouraged 
us to progress inner-self : Currently 

creating a series of Q&A slides. 
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 Gen Sensei 
https://youtu.be/wtAIkflh5D0 

YOGAWOOD Studio No III QUESTIONS 
from a GUEST Hayama san talks to Gen 

Sensei Tsukuba TYfA  
https://youtu.be/wfSVNnVMUfI 

2021/3 – TSUKUBA YOGA FOR ALL 
3/27（Sat）  YfA 17 Yoga for Those Who are Undergoing Strong Stress 1 Genboku Takahashi 

3/28（Sun） YfA 18 Yoga for Those Who are Undergoing Strong Stress 2 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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