
筑波みんなのヨーガ ニュース 2021/5 

明日のために分かち合う 

 

続可能なという言葉について、少し考

えてみませんか。皆様は、SDGs につ

いてお聞きになったことがあるかもしれま

せん。「持続可能な開発目標」という意味で

すね。あなたにとって、私にとって、地

域にとって、社会にとって、地球にと

って、何が「持続可能な」なのでしょう

か ? みんなで「持続可能な」とか

SDGsについて考えてみませんか。あ

なたは? 私は? 社会は持続可能です

か? 私にとって「持続可能な」とは、ベスト
を尽くすこと、自分の義務を果たすことです。

私はベストを尽くしているだろうか。私は義

務を果たしているだろうか。今、私はこれを

問い続けなければならないのです。そして

常に。  

これって、ヨーガと同じではないでしょうか?  

自分の体と心を維持すること…それは自

分のために、人のためにです…。「持続

可能な」には「気配り」と「シェア」、成果

や知識を分かち合う意味も含まれていま

す。私は、SDGs（持続可能な開発目標）

を共有発展（開発）目標と呼びたいと思

います。 私たちはふるさと、コミュニティ

ー ..... 今日そして明日をシェア（共有）し

ています。... 私たちの開発、進歩、目標

のすべてをシェアしませんか（SDGs）。そ

れを未来のためのシェア(SFT)と呼びま

せんか?         （Randeep RAKWAL） 

4 月の記録  

 

ーガウッドスタジオによる動画の撮影が、進
みました。これらは、次々と YouTubeに発表

していきます。ところで、この「ヨーガウッド スタ
ジオ」とは何でしょうか。Randeep先生に聞いて
みました。 
Randeep： 「動画を撮影配信するのに、どんな
名前がいいか考えて、この名前を思いついたの
で、調べてみると他に誰も使っている人がいない
ことを確認できたので付けました。ハリウッドとか
あるじゃないですか。」 
玄朴： 「面白いですね。日本語に訳せば、ヨー
ガの森ですね。」 

Randeep： 「日本語はまさにそれです。」 

この会話で僕は、ロビン・フットが出てくるシャー

ウッドの森を連想しました。そういえば昔、この筑

波山周辺に行ったことがあります。つくば市など

ない時代、東京教育大がここに移転する前です。

いたるところにかなり深い森があって、ところどこ

ろに農家、田んぼが点在する。そんな風情のとこ

ろでした。今の筑波大学の敷地には、そんな森

の面影が至る所に残っています。そして、「ヨー

ガの森」…。ロマンを感じます。 
（高橋 玄朴） 

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 : 自分とは何か「本来の面目」  https://youtu.be/wfSVNnVMUfI 

ヨーガウッド スタジオ発 4 : 正しいヨーガの仕方  https://youtu.be/jk8IPaX7XbQ 

2021 年 5 月筑波みんなのヨーガ講座  

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） 

5/15（土） YfA 21 ヨーガと香り: 強力なコンビネーション  高橋玄朴 
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5/16（日） YfA 22 大事な場面を見据えた長期トレーニング  高橋玄朴 

5/22（土） YfA 23 いざという時のために  高橋玄朴 

5/23（日） YfA 24 健康管理は野菜とヨーガで  高橋玄朴 

5/29（土） YfA 25 継続のコツとは  高橋玄朴 

5/30（日） YfD 26 東洋的身体技法の特徴 1  高橋玄朴 

5月もオンライン開催。講座の申込ページは、https://teamyoga21051530.peatix.com/ です。 

講座で使用するスライド集、スライド解説、テキスト等は、アマゾンから発売されています。 

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） 
 

ひらめき 

ンドの神様は 108個の名前を持つと言われ
ます。自然界のサイクル、創造・維持・破壊
の中で、破壊の役割を担うシヴァ神。ここで

言う「破壊」とは、新しいものを生み出すための
再創造です。また、シヴァ神の別名のひとつに
「カーラ・カーラ」があります。意味は、「時間」で
す。私達の体内では、約 60兆個の細胞が創造・
維持・破壊のサイクルを繰り返し、思考において
も、創造・維持・破壊を繰り返すことで、記憶や情
報の整理が行われています。つまり、常に動い
ている世界に私達は居ます。時間という誰にも
止められない乗り物にのって。その乗り物は、あ
る地点を突き破ると、時間のない世界に行ける
のでしょうか？ふと、サン=テグジュペリを思い出
しました。“星の王子さま”が有名ですね。私は
“人間の土地”も好きです。小説家でありパイロッ
ト。もしかすると彼ならば、時間について何か教
えてくれるかもしれない！     （勝又允莉）                       

 

偶然の幸福」を招く、３つの Aのお話です。1
つ目の Aは、awareness 気づき/ 2つ目の

Aは、acceptance 受容/ 3つめの Aは、
action 行動。毎日取っても副作用のないサプリ
メントのような感覚なので薬局では買えないビタ
ミン A3と名付けました！覚えていただきましたで
しょうか？awareness, acceptance, action 

です！このA3はヨガのアーサナの練習中にもた
っぷり摂取できます。アーサナ中の身体や心の
状態に気づき、受け入れて、どのようにポーズを
するか。生活面では不安や心配がでてきたら、
まずそれに気づいて、いい悪いとジャッジせずに
受け入れる。すると次に取る行動が自然と変わ
ります。脳科学者の茂木健一郎さんもこの 3つ
の Aが、セレンディピティ「偶然の幸福」に繋がる

とお話ししてました。薬局では買えない最高のサ
プリメントビタミン A3で今月も素敵な１か月にな
りますように！     （松元頼子）  

 

近は私が言葉に追われているようです。 

周りを見ると、世界は言葉だらけだなと思っ
ています。我々は、物事すべてを言葉にしたがっ
ているようです。カオスを耐えるのはなかなか難
しいようです。それで、我々が周りのすべてのも
の、こと、現象、イベントなどに言葉をつけようと
しています。見るだけは足りなさそうな気がしま
す。ですから、それを言葉化（文字化）して、カテ
ゴリー化して、コード化して、本に書いて、皆に見
せて、覚えさせて、こうして考え出したシステムの
中に活かせます。人間が作ったシステムの中に
生きていきます。 

そこで疑問になるのは、「システム」という言葉で
す。 

実際に観察すると、花は自分自身に「私は花だ」
と言ったことを聞いたことがありません。自然の
中に生き物同士に何かしらのコミュニケーション
が行われているかもしれませんが、調和的のよ
うです。そうじゃなければ、自然に行くとき、癒さ
れたり気持ちよくならなかっただろうね。自分の
勝手な感想ですが、生き物たちがお互いに「シス
テム」を教えたりはしないで、ただ存在しているこ
とで何らかの ORDERをもたらします。木はお花
に光合成のやりかたを教えたり、さすがにしない
だろう。 

では、何で人間はそうしているだろうか。なぜ、子
供がもうすでにあるパーソナリティを否定し、新し
い知識を頭に投げ、世間にふさわしい（とても制
限された）ルールにしか縛られないのだろう。感
じるより言葉にすることが大事になってきて、結
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果皆が本当の世界から切られて、自分の世界に
しか生きていないわけです。私も例外ではありま
せんが、今回はそれに気づいています。私はと
てもわがままな存在だということに気づきました。
それをポジティブでも、ネガティブでも捉えていま
せん。ただ、事実としてだけ「。」。 

最近、言葉に追われている私は、その言葉を頭
に入れるのをできなくなりました。逆に、どんどん
外に出していきたいわけです。頭の中に浮かん
でいる知識に過ぎてない言葉は実践にできなけ
れば、意味があるのだろうか。意味のない「シス
テム」に、私はなぜ従わないといけないのだろう
か。 

体で感じたくなったことが言葉にするのは無理で
す。それは、気持ちや言葉以外のものでしか伝
えられません。あなたがそれを受け取れるかどう
かは私の問題ではありません。しかし、完全に言
葉の世界にしか生きていない方には理解しずら
いとは思います。なぜかというと、言葉でしか物
事をとらえないからです。それは、とても限られ
た世界だと思います。そして私もその一部です。   

              （Klsvdija Kranjc ） 
 

の最近のお気に入りはベイビー・ステッ
プ！気持ちがワクワク！素敵な一日をプレ

ゼントしてくれる！思いがけなく楽しい出会いと
発見！ブルーな気持ちの朝、サンダルを突っ掛
けて 100 メートル先のコンビニへ出発！外は思
っていたよりも気持ちがよい！勇気を出して目的
地の前を通過！新鮮な空気と新緑と色鮮やかな
お花、ポカポカする明るいお日様に誘われて、公
園のトレイルを歩いていました。 

いつの間にかプラーナが充電されたようで、元気
になりました。見晴らしの丘の広場で、街を見下
ろして、遠くの太陽と山の景色に挨拶をしたら、
動かしたくなり、その場で、腕を上げながら大きく
呼吸、自然に立位の前屈・後屈からバランスポ
ーズ！Stay Home で体も気持ちもブルーで、交
感神経も眠っていて、コンビニへの 5分のお出か
けのベイビー・ステップ小さい一歩と勇気が、予
期しなかった 50分のお散歩と道草のヨガの冒険
に導いてくれました。「明日からヨガを始めるぞ！」
「毎日練習をするぞ！」と気合を入れて、なかな
かできない時に、私のお勧めの秘策は「ベイビ
ー・ステップからの冒険」です！五月（さつき）に
はどんな冒険が待っているのか、ワクワクしてい
ます。皆さんにも素敵な出会いと発見があったら、
是非、お裾分け（おすそわけ）をしていきません
か！                   （小倉俊行） 

 

さんは，どのようなGWをお過ごしですか？ 
昨年に引き続き不便を強いられている一方

で、素敵な連休を過ごしているものと思われます。
マインドフルネスの状態に到達する手段としての
みならず、ストレスに対する免疫をつけるために
といった内容の講座がこれまでもありましたが，
ここまで大げさに考えずに 5分でもいいから目を
瞑って何も考えない時間を作ってみるのはいか
がでしょうか。きっと心が軽くなり、不便な中でも
楽しみが見つかるかもしれません。そんな私は、
今日のご飯は何を食べよう、お酒は何を飲もうと
いう煩悩がたくさんあるために。まだまだ玄朴先
生のような境地には達することはできません。                      

（小松義隆）

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） 
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   

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 2021/5 

SHARE FOR TOMORROW
AY we take a moment to think about 

the word 'sustainable'. You MAY 
have heard about the SDGs. It says - 

sustainable development goals. What is 

sustainable to you, to me, to the 
community, to the society, to the 

region, to the country, to the 
Earth? Do we think about the word 

sustainable or SDGs? Are you, I, 
the society sustainable?  For me 

sustainable is to do one's best, to do my 

duty : Am I doing my best, am I doing my 

duty-I have to question it, now - always. 

Is it not something like Yoga? 

Sustaining one's body and mind...for self 
and others... Sustainable also means to 

CARE & SHARE, to share the fruits, to 

share our knowledge... I would like to 

call SDGs as = Shared Development 
Goals.  We share homes, 

communities, ..... the today and the 

tomorrow... Shall we "Shared 
Development Goals" (SDGs)? Shall we 

call it "Share for Tomorrow" (SFT)? 

（Randeep RAKWAL） 

RECORD OF APRIL 

he filming of videos by Yogawood Studio 

has progressed. These are being released 
on youtube one after another. By the way, 
what is this “Yogawood Studio”? We asked 
Randeep sensei about it. 
Randeep : “I came up with this name after 
thinking about what kind of name would be 

good for filming and distributing videos. I 
decided on this because I confirmed that 
no one else was using this name-Yogawood- 
Isn’t there Hollywood?” 
Genboku : “That’s interesting. Translated 
into Japanese, it’s Yoga-no Mori”. 

Randeep : “Japanese meaning it is.” 

This dialog reminded me of Sherwood 

Forest in Robin Hood. By the way, when 
Tsukuba City was not yet a city, it was also 
before the Tokyo University of Education 
moved there. I had been to the area around 
Mount Tsukuba. There were quite deep 
forests everywhere, and farmhouses and 

rice fields were scattered here and there. It 
was such an atmosphere. 
The grounds of the University of Tsukuba 
still have traces of such a forest everywhere. 

And there is Yogawood…What a dreamy 

story! 

     （Gen） 
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 
YOGAWOOD Studio No IV NOTE 1 The Correct way of Yoga  https://youtu.be/jk8IPaX7XbQ 
 

MAY, 2021– TSUKUBA YOGA FOR ALL 

5/15（Sat.）YfA 21 Yoga and Fragrance: A Powerful Combination Genboku Takahashi 

5/16（Sun.）YfA 22 Long-Term Training Looking at Important Scenes Genboku Takahashi 

5/22（Sat.）YfA 23 For an Emergency Genboku Takahashi 

5/23（Sun.）YfA 24 Health Care with Vegetables and Yoga Genboku Takahashi 

5/29（Sat.）YfA 25 What are the Tips for Continuation? Genboku Takahashi 

5/30（Sun.）YfA 26 Characteristics of Oriental Body Technique 1 Genboku Takahashi 

These work shop are conducted online (via zoom) 

The course application page. https://teamyoga21051530.peatix.com/ 
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The slide collection, slide commentary, textbooks, etc.  

Used in the course are available from Amazon. 
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） 

INSPIRATION 

～Traveling to TIME②～ 
he Indian god is said to have 108 names. 
Shiva handles the role of destruction in 

the cycle of nature, Creation, Maintenance, 
and Destruction. "Destruction" It is 
re-creation to create something new. Also, 
one of the other names for Shiva is "kala 

kala" so it means “TIME”. In our body, 

about 60 trillion cells repeat the cycle of 

Creation, Maintenance, and Destruction, 
and in our mind, Memory and Information 
are organized by repeating Creation, 
Maintenance, and Destruction. In other 
words, we are in a world that is in motion 
constantly. Riding on a vehicle called TIME 

that no one can stop. May the vehicle go to 
a world without TIME if it breaks through a 
certain point? I am just remembering for 
Saint-Exupéry. We know that “The little 
prince” is famous. I like “Wind, Sand and 
Stars” also. He was a novelist and a pilot. 

Maybe he can tell us something about 
TIME! 
                              (Mari) 
 

his is a story about the three A's that 
lead to "serendipity " the first A is 

awareness, the second A is acceptance, and 

the third A is action. I named it Vitamin A3, 
which you can't buy in a pharmacy, 
because it feels like a supplement that you 
can take every day with no side effects! 
Let’s say it again : awareness, acceptance, 
action! You can also take plenty of this A3 

during your yoga asana practice. The A3 
can be taken in abundance during the 
practice of yoga asana: awareness of the 
state of the body and mind and acceptance 
as what is, and you will make asana in your 
organic way. If it’s adapted In life, when 
you feel anxious or worried, first notice 
aware of what is going on  and accept it 
without judging it as good or bad. Then the 
next action you take will naturally change. 
Brain scientist Kenichiro Mogi also said 
that these three A's lead to serendipity. 
Have a wonderful May With the best 

supplement you can't buy in a pharmacy, 
that is Vitamin A3!             (Yoriko) 

  

～Regarding words～ 
It seems that I'm being chased by words 

these days. 
Looking around, I think the world is full of 
words. We seem to want to put all that is 
into words. It seems difficult to endure 
chaos. So we try to put everything around 
us, things, phenomena, events, and so on, 

into words. I feel that it is not enough just 
to look at it. Therefore we put it into words 
(letterization), categorize it, code it, write 
it in a book, show it to everyone, make 
them remember, and use it in the system 
you came up with. We go on living in a 

system created by humans. The word 
“system” then becomes a question. When 
you actually observe it, I have never heard 
of flowers telling themselves, "I am a 
flower". There may be some 
communication between beings in nature, 
but it seems to be harmonious. Otherwise, 

we wouldn't have been soothed or 
comfortable when in nature. It's my own 
opinion, but the creatures don't teach each 
other the way of "system", their existence 
brings some kind of ORDER.  You wouldn't 
expect trees to teach to flowers how to do 

photosynthesis. 
So why do humans do that? Why is the 
child denied the existing personality, 
thrown new knowledge in his head, and 
being bound only by the rules that are 
appropriate (very restricted) to the 

society? It became more important to put 
things into words than to feel it, and as a 
result, everyone is cut off from the real 
world and lives only in their own world. I'm 
no exception, but this time I'm aware of it. 
I realized that I am a very selfish existence. 

I don't see it as positive or negative. 
However, only as a fact ".". 
Recently, I've been chased by words, and I 
can't keep them in my head. On the 
contrary, I want to get them out more and 
more. Is it meaningful if words that are 
nothing more than knowledge in my head 
cannot be put into practice? Why do I have 
to obey a meaningless "system"? 
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It is impossible to put into words what you 
want to feel with your body. It can only be 
conveyed by feelings and something other 
than words. It doesn't matter to me if the 
other can receive it. However, I think it is 
difficult to understand to those who live 

only in the world of words. The reason is 
because they can only grasp things in 
words. I think it's a very limited world. And 
I am also a part of it.              

（Klavdija） 
 

 really enjoy a baby step lately! I am 
excited about it! It makes my  

day! Unexpected fun encounters and  
discoveries! Waking up feeling blue, I  
decided to head out for a convenient store  

100 meters away in sandals! It felt so  
good coming outside that I made a  
spontaneous decision to path by the  
destination! Fresh air, young greens,  
colorful flowers, and warm sunshine  
invited me to walk on a trail in a  
neighborhood park. I got my energy back,  
probably because I was recharged with  
prana energy, without me noticing.  
Standing at a spectacular open square  
overseeing my town, I said hello to the  
sun and the view of mountains. When my  
inner voice told me to shake my body. I  

raised my arms with a long deep breath.  
Then naturally I got into a mini sequence  
of forward bend, back bend, and balance  
poses! Staying home, my body and mind  

was feeling blue. My sympathetic nervous  
system was sleeping. Then, my brave  
decision for a baby step, heading for a  
convenient 5 minutes away, led me to an  
unexpected 50-minutes adventure of  
walking and stop-over yoga. 

If your new daily yoga practice, even with 
your strong determination, failed, my 
secret remedy is “a baby step to 
adventure”! In the month of Japanese May 
“Satsuki”, I am excited again, thinking 
about the baby steps leading me adventure! 

If my remedy worked for you, why don’t 
you start sharing the stories of wonderful 
encounters and discoveries!  

（Toshi Ogura） 
 

i, everyone! How is your Golden Week? 
I think you are having a nice holiday 

while you are still experiencing 
inconvenience like last year… 
Recently, there had been classes that not 
only provide a way to achieve mindfulness, 
but also provide immunity to stress. So, 

not too much about mindfulness, if you 

have five minutes，shall we close your eyes 

and not think about anything? Your heart 
will be better than now, and you may find 
fun in the inconvenience situation. 
Unfortunately, I have so many worldly 
desires about what to eat for dinner and 

what to drink for alcohol that I still cannot 
reach the level of Genboku-sensei.  

(Yoshitaka)

SCHEDULE OF JUNE 

From Jun 5th to June 20th, courses will be held every Saturday and Sunday.  
The time is 9 am to12 pm, as usual. 
 

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 
 

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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