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食物 – それは何? 豆のカレーとカレラ（ゴーヤ）のご飯に、ピクル
スを添えて; ボウル一杯に私達は感謝! もしそれ以上あるなら、
お椀の空っぽな人たちに、おすそ分け! – それでみんなが笑顔に

なれるかな? – 本当に ‘持続可能になれるかな?’ 

… 日々の食でのヨーガとは何???  

(Randeep RAKWAL)  



数週間前、玄朴先生のヨガセミナーですばらしい
参加者たちと一緒に、美味しいインド料理のランチ
を楽しむ（いただく）機会があった。食卓で楽しいひ
とときを過ごしながら、私の出自など、様々な話を
できた。 

私の名前はAydee。母はペルー出身、父はエクア
ドル出身である。子供の頃、母はいつも兄と私のた
めに Causa Peruana と呼ばれる美味しい料理を
作ってくれた。この料理はエクアドルの暑い日に食
べるのはいつもとても気持ちよかった。 

子供の頃の私にとって大事な想いが含まれたこ
のおいしい料理を、ヨーガセミナーのすべての素晴
らしい参加者のために準備するという機会に恵ま
れたのだ。 

セミナー2日目、昼ご飯の際に再び同じスペース
を共有し、Causa Peruanaを参加者全員と共有する
ことができた。参加者の多くは、とても美味しい料理
で、夏にぴったりだと言ってくれた。そして、皆さん
にこのラテンアメリカ料理のレシピについて尋ねら
れた。そこで、このこのおいしい料理の簡単なレシ
ピを共有したいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

レシピ（10人分） 
材料：中じゃがいも 4個、大きなレモン3個、塩、鶏
の胸肉1枚、グリーンピース550グラム、大きなにん
じん1本 

手作りマヨネーズの材料：卵2個、小さなオイルボ
トル1本 

作り方 
1. じゃがいもを（皮ごと）鍋に入れ、水で覆う。調
理中にじゃがいもが割れないように、１つの大さじ
の塩を入れる。じゃがいもを約25分間調理する。
じゃがいもをフォークで刺してじゃがいもが完全に
調理されていることを確認する。フォークを刺してや
わらかくなったら、鍋を火からおろして冷ます。じゃ
がいもは皮ごと調理することが重要である。そうし
ないと、食感が悪くなる。 

2. にんじんは皮をむき、小さな四角に切る。 

3. 別の鍋を用意し、鶏胸肉、みじん切りにしたに
んじん、グリーンピース、塩小さじ 1 杯を入れ、 

野菜が水につかるぐらいで約 20 分間、またはすべ
ての材料が完全に沸騰して火が通るまで煮る。で
きあがったら休ませて冷ます。 

4.すべての材料を調理している間に、マヨネーズ
を作る（作り方が下にある）。 

5. じゃがいもの皮をむく。熱くなっている可能性が
あるため、皮をむくときは注意してください。 

6. 皮をむいたら、ダマのない均一な塊になるまで
つぶす。 

7. じゃがいもの生地が完全に冷めるまで待つ。冷
めたら、レモン3個分の果汁と大さじ1.5杯の塩を加
える。 （必要に応じて塩を追加してもいい）。 

8.均一な塊になるまでじゃがいもの生地にレモン
と塩を混ぜる。 

9.茹でた鶏肉を少しずつほぐす。ほつれた鶏肉が
たくさんできたら、にんじん、グリーンピース、塩小
さじ1枚、マヨネーズを加えて混ぜ合わせる。 

10.じゃがいも生地を半分に分ける。 

11.深い正方形の容器を用意する。 入れる生地が
くっつかないように、油に浸しておきる。 じゃがいも
生地の半分を取り、全面にじゃがいもを入れ、ベー
スを作る。 鶏肉、マヨネーズ、グリーンピース、にん
じんの混合物を取り、じゃがいも層の上に均等にの
ばす。 残りのじゃがいもの生地で先に入れたチキ
ンミックス層を全体に覆う。 

12. 容器を取り、プラスチックラップで覆う。 冷蔵
庫で1時間休ませる。 

13. さあ、カウサ ぺルアナを楽しもう！ 

マヨネーズ仕込み 
マヨネーズを作るには、ブレンダーに卵2個と小さ
じ一杯の塩を入れる。ブレンダーのスイッチを入れ、
すぐにオイルを少しずつ加えていく。 とろみが出て
固いクリームになるまで油を足していく。 

大事なポイント：均質な層を持つケーキであるか
のようにcausa peruanaを準備すること。 
順番はじゃがいも、チキンミックス、じゃがいもとな
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語訳 :クラウディヤ・クランツ） 

アイディーのペルー料理 
アイデ トルヒヨ 

カウサ ぺルアナの作り方 



里帰り：スロベニアでの新たな気づき1 
クラウディヤ・クランツ 

• 皆さん、まず、前号でおばあちゃんの知恵と
いうハーブに関する記事を期待していたかも
しれない方にごめんなさい。 

実は私は海外にいたので、今回は私が体験
したことを書きたいと思う。いい意味で逆のカ
ルチャーショックだったのだ。 

• 2年間日本に「閉じ込められていた」私は、8

月末に故郷に帰ることができた。スロベニア
は記憶よりきれいに見えた。たった2 週間の

滞在だけれど、その間これまで以上に多くの
知恵を得られた。私にとってだけでなく、とて
も重要だと思うので、その気持ちや感じた感
情について皆さんに話したい。経験したこと
を少しでも感じていただければ幸いだ。だか
ら、この瞬間にあなたがしている他のすべて
のことを忘れて、お茶を飲みながらリラックス
し、期待や判断をせずに、書かれた言葉に
心の耳を澄ませてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 私はスロベニアのド田舎の、12家族、約50人
に過ぎない村で育てられた。 8歳までは6人

家族だったが、祖父が亡くなってから現在ま
で（20年以上）5人で元気に暮らしている。私

が覚えているように、私たちは田舎の慣習に
住んでいた。村人は大きな収穫の時期にお
互いを助け合い、誕生日、結婚式、またはサ
ラミ大会のような我々だけに重要な日も祝う。
私の子供時代は今とは大きく異なっていた。
コンピュータやその他の電気機器は、今日の
子供たちの生活の中ほど重要な役割を果た
していなかった。私たちが日常生活で何をし
ているかを全世界に見せる必要を感じてい
なかった。私たちは毎日、外で遊んで、汚れ
て、夜が明ける前に打撲傷を負って帰ってき

た。楽しく、アクティブで、冒険的だった。森や
牧草地で、動物とよく遊んでいた。主に近所
の子供たちと遊ぶのが多かった。 

• 田舎の人々にとって、日々は仕事でいっぱ
いだ。つまり、8 時間の仕事と家での仕事で

ある。しかし、お祝いとつながり、そしてお互
いを助け合うこともある。私たちのライフスタ
イルは自然の秩序に合わせて調整されてい
るが、農業用の新しい開発を使用している大
規模な農場を除いて、冬には休息し、それ以
外の季節は畑で働いている。また、スロベニ
ア語で日曜日は「nedelja（ネデルヤ）」と呼び、

文字通り「働かない」と意味する。私はそれ
がキリスト教から来ていると信じている。なぜ
なら、神様でさえ地球を作った7日目に休ん

だと人々が言うからである。ですから、人々
の考え方では、日曜日は仕事をするべきで
はない日である。ただし、ぶらぶらしているわ
けではなく、山登りに行ったり、家族や親戚、
友人とピクニックやバーベキューなどの楽し
いことをしたりする。他の人々、特に家族と一
緒に過ごすことで、お互いのつながりを感じ
られる。家族と一緒にいるとリラックスして受
け入れられていると感じる。 

• 暖かさだけでなく、ある意味でのオープンマ
インド的な姿勢があるので、開放感を感じる。
今回は、私にとって大切な人を家族に紹介
するために連れて行った。そして、私の家族、
親戚、友人たちは両手を広げて彼を受け入
れた。もちろん、彼が私たちのやり方を知り
たがって積極的だったが、皆は彼を家に招
待し、一緒に座って食べたり飲んだりした。 



里帰り：スロベニアでの新たな気づき2 
クラウディヤ・クランツ 

• 皆は祝賀の喜びの叫びを上げた。それは
ヨーデルに似ている。皆は、彼と私たちの日
本での生活、そして日本の慣習について熱
心に知りたがっていた。彼はスロベニア語の
言葉を知らないのに、皆が彼と一緒にスロベ
ニアの歌を歌った。皆は自家製のワインを彼
と共有し、握手をして抱きしめまた。私たちに
とっては当たり前のことだが、私が世界に出
てから全然当たり前ではないことに気づいた。
誰もが初めて会った見知らぬ人 (スロベニア
語または英語の単語を 2 つぐらいしか知らな
い) を大切な家に受け入れるわけではない。

これは今まで気づかなかったとても貴重な事
実だ。もちろん、私の経験では、どこへ行っ
ても同じように家族の一員として受け入れら
れる場所を見つけることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 。そして、私自身のこの叡智を目覚めさせて
くれた経験のたびに、私は非常に祝福されて
いると感じ、感謝している。しかし、同時に、
家々を囲う大きなフェンスで閉ざされている
場所もたくさんある。そのフェンスが大きけれ
ば大きいほど、私たちの間の境界は大きくな
る。私たちの人間関係はあまりにも浅くなり、
山僧ではないのに、私たちは一人で死ぬこと
をかまわないのようだ。私たちのフェンスは
私たちの誇りだ。人間関係を維持するのは
難しく、ほんの少しでも親切な友人を維持す
るのは非常に困難である。しかし、すべての
障壁が克服され、どんな状況でも信頼できる
人々に囲まれているとき、それは報われる。
無意識のうちに、我々は暖かさと愛を受け
取っている。それは、私の意見では、水と同
じように、私たちが生存するための基本的な

必要性である (だが、ブレザリアンにとって、

食べ物はもはや私たちの唯一の生存手段で
はないのようだ)。残念ながら、それは現在で
はますます失われている。 

• もう一つのことについて述べたいと思う。 強

調したいのは、私は何が正しくて何が間違っ
ているかを話しているのではなく、ただ私の
観察を述べていることに過ぎないという。 

ヨーロッパに着いてすぐ、全般的に人が違う
ことに気づいた。 彼らの姿勢はより開いてお

り、肩はより後ろにあり、より直立して歩いて
いる。 私は家に帰ったら、命の溢れを感じ
た！ とても説明しがたいのだが、人々は生

き生きとし、生きる意欲に溢れ、また、四季と
ともに、観察するだけでなく変化を尊重し、自
然と共生している。 彼らは自然の出来事に
注意を払い、時間をかけてそれを祝う。 私は

このゆっくりとした生き方が本当に好きだとい
うことに気付いた。なぜなら、より注意深くな
り、人生で何が本当に重要かを自分の目で
確かめることができるからである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• そして、私がこれらのことを常に感じたわけ
ではなかった。海外に行くことで、自分が持っ
ているものに感謝するようになった。 それを

心の中に持っていることを意識し、どこへ
行ってもそれを他の人に伝えることは、家族
と経験したすべてを自分の中に持ってどこへ
でも行くことです。 世界中の人々から学び、
あなたの知恵と経験を一緒に分かち合う。 

私は自分が持っていないと思っていたが、そ
れに気付くほど深く見ていなかっただけだっ
たのです。 



今日という日に乾杯❢ 
折居由加 

子供の夏休みが終わったと思えば、 
あっという間に9月は過ぎ去りもう10月。 
思えば、今年の夏休みは過酷でした… 
 
息子が元気に夏休みを迎えられ 
母子意気揚々と電車で早めに帰省。 
じぃじ＆ばぁばが最寄りの駅に迎えに来てくれ 
その姿を見て大喜びの息子でしたが、 
その晩、私の母が自宅の階段から転げ落ち、 

救急搬送の後、両腕骨折・ギブスをしての帰宅
となりました。 
 
72歳となる母の痛ましい姿に息子もショック。 
指数本がわずかに動く程の大けがで、 
脳性麻痺の息子同様、 
食事・排泄・入浴…の介助が必要となりました。 
 
食事は、母と息子の間に座り、 
母にひと口、息子にひと口… 
 
息子のオムツを替え、 
母をトイレに連れていき、 
 
息子をお風呂に入れ、 
寝かしつけてから 
夜中に母の入浴介助。 
 
その後、同居の父 
手伝いに来てくれた姉・姉の子、 
そして息子と続々体調をくずし、 
“猫の手も借りたい”状況に。 
 
日々、不安・心配も押し寄せて 
心身休まらぬ状況が続きました。 
 
そんな状況下で私を支えてくれたのは、 

やはり今まで学んできたヨーガや呼吸法といっ
た 
心身を整えていく方法でした。 
自分の時間など取れない中、 
すき間すき間で 
たまった嫌な息を吐き出し、 
身体を伸ばし… 

微調整を繰り返しながら乗り切りました。 
 
『大変な時は、いい時もあったことを思い出せ。 
人生には必ず“ゆらぎ”がある。』 
という玄朴先生の教えも心に沁みました。 
 

何が起こるかわからないということを改めて実
感し、 

今ある穏やかさ、平穏さは当たり前ではないと
思うと、 

平和な夕飯時のひと時がとても大切に感じられ
ます。 
今日という日に乾杯❢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（今日という日に乾杯❢） 

（夏休み ①） 

（夏休み ②） 

（ブドウ畑） 



9月 ヨーガキャンプから―マントラのこと 
高橋玄朴   

BBC配信REELによる動画「心を癒す太古の行-
マントラ冥想」がテーマだった。重要な質問か
らディスカッションが行われた。 

特に、「バクティ」のことが話題になりました。 
この時、時間が無くなって、私が触れそこなっ
たことを、ここで補足します。 

ギーターの8章-7,8,9を読んでみよう。 

7 節 : アルジュナよ、君はクリシュナの姿をし
た私を常に思い浮かべながら定めとしての戦
いの義務を遂行しなければならない。 
8 節 : アルジュナよ、至高の神格として私を冥
想し、常に私への思いを心にとどめ、道から
逸脱しない者、彼は必ず私に到達する。 

9 節 : 人は、至高者 (Kavi 詩聖) を「すべてを
知るもの、最古のもの、支配者、最も小さいも
のよりも小さいもの、すべてを維持するもの、
あらゆる物質概念を超えたもの、そして常に
人であるもの」として冥想しなければならない。
彼は太陽のように光り輝き、物質としての自
然を越えた超越者である。  

 (Bhagavad Gita as it is p368-370  by A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda) 

 
第8章を通じて求められていることは、「日々
の生活をバクティとし、それはライフスタイルと
して臨終のときに到るまで続ける」ことです。 

私の解釈では、人は「自分の信念に従って、
なすべき義務を内的に実現し続けることをバ
クティヨーガ」といっていい。クリシュナは、必
ずしも特定の宗教や宗教を信じている人の中
に居るのではない。 

「私」を生かしている大いなる自然への感謝を
心の中に常にとどめて生きることをバクティ、
というのではないか。 

マントラは、真言と訳されたりします。これは、
我々の語る言葉が論理的知に基づいた構造
を重視するのに対して、内なる自己が発する

言葉そのままだと解釈されています。言い換
えれば、現代人の感性でいえば、詩、音楽、
絵画といった芸術作品がマントラというべきも
のだと私は考えています。 
「Kavi: The Vision of Vibration and Light」とい
うサイトの言葉を少し引用させていただきます。 
※古典的なサンスクリット語で、Kaviの意味は、
詩人を表します。ヴェーダ時代に、Kaviは、
「波動と光の予見者」と呼ばれるようになりま
した。 
「波動を見るとは、どういうことてしょうか? 」 
ヨーガを学び始めた学生は、次の言葉を聞く
ことから、旅を始めるのです。 
「 あなたは、体と心を持っているけれども、体
と心だけではありません。」 

これが、自己発見への健全な第一歩です。
……Kavi（詩人）は、修行とヨーガの永年の生
活を通して、波動と光の世界をほかの人に翻
訳することが出来ます。※ 

Kavi（詩人）の「波動と光の世界」が翻訳され
詩の言葉として現れたものが、マントラです。
それによって「内なる自己は『私』という存在
のすべてを知っている」ことに我々は気が付く
のです。 

現代人にわかる言葉で、究極のマントラがあ
るでしょうか? 
たとえばこんなのはどうでしょう?  

「幸せだ。幸せだ。……みんな幸せだ。みんな
幸せだ。……ありがとうございます。ありがとう
ございます。……みんな、みんな。」 
他にもいろいろあると思います。詩人になっ
て、考えてみませんか。 
 
 
 
 
 
 

※ Kavi: The Vision of Vibration and Light 
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light 

バクティって何? 

https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light
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先月、インドの小学生向けのヨーガテキストを参考
に「子供のためのヨーガのテキストを作りたい」と書
きました。思いのほか多くの方々が関心を持ってく
ださいました。ありがとうございます。 

「いま世界中で流行しているヨーガから自由になっ
て、私たちが本当に納得できて、しかも普遍的な内
容の」  そんなことを考えて、…。 

子供から大人まで、年齢、体験に応じて、理解が深
まるような。 
そんな、絵本を作ることはできないだろうか。 

ヨーガの本を、私もたくさん持っている。しかしどれ
も、自分が今思い描くイメージには合わない。 

雑多な本の並ぶ書架を見ていると「父は空  母は大
地」（パロル舎） というタイトルが目に留まった。 

アメリカの大統領が、アメリカインディアンの土地を
買収しようとしたとき、インディアンの酋長シアトル
が、アメリカ政府に「人間の所有物ではないものを
どうして買うことが出来るのだ」と訴えて語った言葉
だった。 

私たちが住んでいるこの星は、私たちの所有物な

のか。私たちは聖なるものに生かされている
のではないか。 

 

 

 

 

 

 

もともとは抗議の声明で、今では大分変えられて読
まれているらしい（英語のページを参照）。しかし、
寮美千子さんの訳は、豊かな情緒を漂わせている。
少し読んでみよう。 

どうしたら 空が買えるというのだろう？ 
そして 大地を。 
わたしには わからない。 

風の匂いや 水のきらめきを 
あなたはいったい どうやって買おうというのだろ
う？ 

すべて この地上にあるものは 
わたしたちにとって 神聖なもの。 

松の葉の いっぽん いっぽん 
岸辺の砂の ひとつぶ ひとつぶ 
深い森を満たす霧や 
草原になびく草の葉 
葉かげで羽音をたてる 虫の一匹一匹にいたるまで 
すべては 
わたしたちの遠い記憶のなかで 
神聖に輝くもの。 
…… 
それなのに 白い人は 
母なる大地を 父なる空を 
まるで 羊か 光るビーズ玉のように 
売り買いしようとする。 
大地を むさぼりつくし 
後には 砂漠しか残さない。 

白い人の町の景色は わたしたちの目に痛い。 
白い人の町の音は わたしたちの耳に痛い。 
（Chief Serttle’s Speechの寮美千子による和訳） 

私は、ここで地球環境を守れとか、サステナブルだ
とかそんなことを主張をしたいのではない。 

私の体は自然のもので、人工物ではない。それは、
マンションのベランダの植木鉢の花や葉も同じだ。 
新約聖書の美しい言葉を思い出す。 

空の鳥を見よ、播かず、刈らず、倉に納めず。…  野

のユリはいかにして育つかを見よ。労せず、紡がざ
るなり。…さらば何を食らひ、何を飲み、何着んとて
思ひ煩ふなかれ。…  （マタイ伝 6章、25-34） 

 

 

 

 

 

 

 

以上、ヨーガの絵本の 
第1ページのイメージです。 

オリジナルの詩と絵を使い、人間形成のための
ヨーガのテキストを作れないだろうか。 
私の願いです。 
挿絵を描きたいなと思う人はいませんか。 
相当お金がかかると思います。 

スポンサーになりたいと思う方がいらっしゃったら
有難いです。 

人間の心の美しさを歌うヨーガの本を 

美しいヨーガの絵本を作りたい 
高橋玄朴 

http://www.csun.edu/~vcpsy00h/seattle.htm
https://ryomichico.net/seattle.html
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2022/10～社会貢献プロジェクト : TYFA-TYMC～ 

（講義 、アーサナ、呼吸法、冥想） 

10月23日筑波みんなのヨーガ講座 ―基礎から実践応用まで 

オンライン 

開催日 : 10月 23日（日） 
タイトル : 
講 義1 継続のコツとは ?  
講 義2 東洋的身体技法の特徴 1 
時    間 : 午前9時～午後1時  （講師   高橋玄朴） 
オンライン :  
https://us02web.zoom.us/j/85233202301?pwd=OHhoOXBxRGVGN2szdE5JbTJvaldjdz09 
参加費 :  1回  2,000円 
申     込 : 以下のpeatixURLから https://tyfa-tymc20221025.peatix.com 
              高橋玄朴 tgenboku@gmail.com, 📱 090-5554-1525 
タイムテーブル :  

09:00～09:50 am レクチャー1（40分）+ディスカッション 
09:50～10:10 am 休憩 
10:10～11:00 am レクチャー2（40分）+ディスカッション  
11:00～11:30 am 休憩 
11:30～13:00 am アーサナ、呼吸法、冥想 

• 全41回の講座です。  
• 毎月、1回～2回。  時 間 : 9:00～13:00 
• 1回のみの参加可能。 
• 1回につき、2講義及びディスカッション 
  実技 : 玄朴プロトコルによるアーサナ、呼吸法、冥想。 
• 内容と詳細なスケジュールは、別途ご案内します。 

2022年内の予定 
11月23日（水） 講義Ⅰ: YfD27 東洋的身体技法の特徴 2  
                           講義Ⅱ : YfD28東洋的身体技法の特徴 3 
12月17日（土） 講義Ⅰ: YfD29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）  

                           講義 Ⅱ: YfD30相手を変える? - 種子をまく  
12月18日（日）講義 Ⅰ: YfD31直感を磨く! 幼木を大切に見守る 
                           講義 Ⅱ: YfD 32自分を自由に! 柔軟で強靭な幹を創る 
                           講義 Ⅲ: YfD 33意義あるもの! 大樹に育てる 

mailto:plantproteomics@gmail.com
mailto:高橋玄朴tgenboku@gmail.com
mailto:高橋玄朴tgenboku@gmail.com
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～TSUKUBA YOGA MINDFULNESS/MEDITATION CENTER (TYMC) NEWS～ 

 

FOOD – what is it? Rice with Bean curry and Karela (Goya) 

with a dash of pickle; all in a bowl for us to be grateful for 

and to share with those who do not have the bowl full but 

empty – can we share a smile – can we be really 

‘sustainable’?… what is Yoga in our daily Food???  

(Randeep RAKWAL)  



A couple of weeks ago, together with some 
wonderful participants of the Yoga seminar 
directed by Genboku sensei, we had the 
opportunity to enjoy a delicious lunch of Indian 
food. While we shared a pleasant moment at the 
table, we talked about many things, including my 
origin. My name is Aydee and my mom comes from 
Peru and my dad from Ecuador. In my childhood 
my mom always prepared for my brother and me a 
delicious dish called Causa Peruana, which was 
always very nice to eat on hot days in Ecuador. This 
is how the initiative was born in me to prepare this 
delicious dish that represented a lot for me in 
childhood for all the wonderful attendees of this 
seminar. 

The next day, sharing a space again at lunch, I 
was able to share my Peruvian cause with everyone 
present. Many of the attendees told me that they 
thought it was a very delicious dish and that it 
went perfectly with the summer weather. This is 
why many of them asked me for the recipe for this 
Latin American dish, which is why I would like to 
share with you a simple recipe for this delicious 
dish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receipe (for 10 servings) 
Ingredients: 4 medium potatoes, 3 big lemons, 

salt, 1 chicken breast, 550 g peas, 1 big carrot, 
mayonnaise (handmade). 

Mayonnaise ingredients: 2 eggs, 1 small oil bottle. 
Causa Peruana Preparation  
1. Put the potatoes in a pot and cover them with 

water. Put a tablespoon of salt so that the potato 
does not split during the cooking process. Cook the 
potato for around 25 minutes. Check that the 
potato is fully cooked by pricking the potato with a 
fork. If when sticking the fork there is a soft texture, 
remove the pot from the heat and put it to cool. It 
is important to cook the potato with its skin, 
otherwise its texture will be different. 

2. Peel the carrots and cut them into small 
squares. 

3. Prepare another pot and place the chicken 

breast, the chopped carrot, the peas and a spoon 
of salt, cover them with water and boil them for 
about 20 minutes or until all the ingredients are 
fully boiled and cooked. Once they are cooked let 
them rest and get cold.  

4. While all the ingredients are cooking, you can 
prepare the mayonnaise. 

5. Peel the potatoes. Be careful while peeling 
them because it can be hot. 

6. Once the potatoes are peeled, crush them until 
they become a homogeneous mass without lumps. 

7. Wait until the potato dough is completely cold. 
Once cold it is necessary to add the juice of 3 
lemons and 1 and a half tablespoons of salt. (You 
can add more salt if you desire). 

8.Mix the potato dough with the lemon and salt 
until you have a homogeneous mass. 

9.Take the boiled chicken and start to fray it in 
little sections. Once you have a lot of fray chicken, 
add the carrot, peas, 1 teaspoon of salt  and 
mayonnaise and mix it all together.  

10.Take the potato dough and separate it in half.  
11.Take a deep square plastic container. Soak it in 

oil so that the dough that will be put in it does not 
stick. Take half of the potato dough and make a 
potato base on the entire surface. Take the mixture 
of chicken, mayonnaise, peas and carrots and put it 
on top of the potato layer evenly, like a layer. Take 
the rest of the potato dough and cover the entire 
surface of the chicken mixture. 

12.Take the container and cover it with some 
plastic film. Let it rest 1 hour in the refrigerator.  

13. Enjoy your Causa peruana! 
Mayonnaise preparation  
1.To prepare the mayonnaise it is necessary to 

put two eggs in the blender. Put a teaspoon of salt. 
Turn on the blender and immediately apply the oil 
little by little. Go adding oil until it thickens and 
becomes a solid cream. 

Remember: It is important to prepare the causa 
as if it were a cake with homogeneous layers. The 
sequence is potato, chicken mix, potato. 

AYDEE‘S PERUVIAN COOKING 
AYDEE TRUJILLO VENTURE 



• Everybody, firstly I would like to apologize to 
all who might have been expecting an article 
on herbs in the last number. The truth is I was 
out of Japan, so this time I wanted to write 
what I experienced this time. And it was a 
culture shock, in a good way.  

• At the end of August I was able to return to 
my homeland after two years of being 
“trapped” in Japan. Slovenia seemed prettier 
that I thought it was. I stayed for no more 
than 2 weeks, but in that time I  earned more 
wisdom than any time before. I wanted to 
speak with everyone about my feelings and 
felt emotions, because I think it is very 
important, not only for me. I hope you will 
feel at least a little bit of what I experienced. 
Therefore I would like to invite you, that in 
this moment put down all other things you 
are doing, to relax while drinking some tea, 
and let your mind to be open to the written 
words without any expectations or 
judgement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• I was born in a very rural area in Slovenia, in a 
village with 12 families, which counts around 
50 people. Till my 8th year of age, my family 
had 6 members, but after my grandfather 
died, up to now (for more than 20 years) we 
are 5 people, living sturdily. Since I remember, 
we lived in countryside ways, where people 
help each other in times of bigger harvest, 
celebrate important events like birthdays, 
weddings, or even days that they made 
important like salami competition. The times 
of my childhood were very different from 
now. Computers or other electric devices 
were not playing as important role as in the 
lives of nowadays children. We didn’t need to 

show to the whole world what we are doing 
in our everyday life. We just lived, day by day, 
playing outside, getting dirty and returning 
before the nightfall with bruises. It was fun, 
active and adventurous. We would play in the 
forest or in the meadow, and with animals. 
Mostly with the neighborhood kids.  

• For people in the countryside days are filled 
with work, meaning 8 hour job and work at 
home. But also with celebration and 
connectedness and helping each other. Our 
lifestyle is adjusted to the nature’s laws, 
except for bigger farms who are using new 
developments for farming, therefore we rest 
in winter and work on fields all other seasons. 
Also, the Slovenian name for Sunday is 
“nedelja”, which literally means “no-working”. 
I believe it comes from Christianity, because 
people would say that even God rested on 
the 7th day of making Earth, therefore we 
should too. So, in people’s mindsets Sunday is 
a day when we are not supposed to do work. 
It doesn’t mean we are lazing around, we 
would go mountain climbing or do some fun 
stuff like picnic or barbeque with our families 
and relatives or friends. Because of spending 
time with other people, especially with family, 
we feel this connectedness to each other. You 
feel relaxed and accepted around them.  

• Besides warmth, there is also some kind of 
openness. This time I took a person dear to 
me to introduce him to my family. And my 
family, relatives and friends were waiting for 
him with open arms. Of course, it is also him 
who was eager to see our ways, but they 
invited him to their homes, sat down and ate 
and drank together.  

RETURN TO SLOVENIA: NEW 気づき 1 
KRANJC KLAVDIJA 



• They shouted screams of happiness in 
celebration. They are somewhat similar to 
yodelling. They were eager to know about 
him and our life in Japan, and Japanese ways. 
They sang Slovenian songs with him, though 
he does not know a word of Slovenian, they 
shared their homemade wine with him, 
shook his hand and hugged him and more. 
This ordinary for us, but after going into the 
world I noticed it is not at all ordinary. Not 
everyone accepts a stranger they meet for 
the first time (who does not know more 
than two Slovenian or even English words) 
to their cherished home. This is a very 
precious fact that I did not notice before. Of 
course, in my experience, everywhere I 
would go I found my way to places, where I 
was accepted similarly, as a member of the 
family.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• And I feel very blessed and grateful for each 
experience that woke up this wisdom in 
myself. But at the same time, there are so 
many places where it is closed off by the big 
fences surrounding the houses. The bigger 
the fences are, the bigger the boundary 
between us. Our relationships are becoming 
so shallow that we are prepared to die by 
ourselves even though we are not mountain 
monks. So high as our fences are our prides. 
Relationships are hard to keep, and it is very 
hard to keep even a few of good friends. But 
it pays off when all the barriers are 
overcome, and you are surrounded by 
people you can trust in any circumstance. 
Unconsciously you are receiving warmth and 

love that in my opinion are our basic need 
for survival, the same as water (with all the 
Breatharians, food doesn’t seem to be our 
only means of survival anymore). 
Unfortunately, it is being lost more and more 
in the current period.     

• There is another thing that I would mention. 
And I would like to emphasize that I am not 
saying what is right or wrong, but just 
stating my observations. Just after arriving 
to Europe, I noticed people in general are 
different. Their posture is more open, their 
shoulders more in the back, and they walk 
more upright. I felt a lot of life returning 
back home! It is really hard to explain, but 
people are lively, filled with the will to live, 
and going with the four seasons, not only 
observing, but respecting the changes and 
living alongside nature. They pay attention 
to natural events and take time celebrating 
them. I noticed I really like this slower way 
of life, because it allows you to be more 
observant and see for yourself what is really 
important in life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• And it wasn’t always that I felt these things. 
Going abroad made me appreciate what I 
have, because I felt how it is, when it is not 
there, and when you are by yourself. To be 
aware of having that in your heart and share 
it with others wherever you go means to 
carry your family and all you experienced 
with you wherever you go. Learn from 
people of the world and share your wisdom 
and experiences alongside. I thought I am 
without, but I just didn’t look deep enough 
to notice it. 

RETURN TO SLOVENIA: NEW 気づき 2 
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TOAST FOR TODAY! 
YUKA ORII 

Time fly, summer holiday just went by and 
September arrives and October is coming very 
soon. When I look back, It was very tough 
summer holiday this year. 

We took train and visit my parents early summer 
by having good condition of my son’ health, we 
were so excited. Grandpa and grandma were so 
happy to have us and pick us up to the station 
and My son were very happy too. That night my 
mom fell down from stairs at home, and 
emergency transported. She broke her both arms 
and came back with casts. 

My son was shocked at looking his 72-year-old 
grandma seems painful. It was tragedy only few 
finger can move but she need to have support 
like eating, toilet and shower just like my son 
who has cerebral palsy. 

I sit between my mom and my son during meals. 
One scoop for my mom, one scoop my son… 

Changing my son’s diaper then 
Taking my mom to the bathroom. 

Giving bath to my son put him sleep  
and I helped my mom for taking bath in middle of 
night. 

Then my dad, my sister and her daughter and my 
son got sick. 
I was as busy as a bee. 

I was anxious and worried day after day. My body 
and mind were turbulent; couldn’t rest. 

Even in the circumstances, what support me was 
Yoga and breathing techniques that I’ve learned. 
There is no my time at all but in moment to 
moment there is space and I breath and stressed 
out and stretching my body… I adjust myself little 
by little and repeat it, finally I run through it. 

When you are going through a tough time, you 
also not to forget there were good time too. 
remember that there were good times too. There 
is organic movement in life. I felt this teaching of 
Genboku-sensei deeply. 

I realized nothing uncertain in life. Everything 

ease I feel now, this calmness is also uncertain, I 
can feel peaceful dinner is so precious. 
Let’s toast for today! 
(Yuka Orii ; Translated by Yoriko Matsumoto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（今日という日に乾杯❢） 

（夏休み ①） 

（夏休み ②） 

（ブドウ畑） 



FROM SEP. YOGA CAMP – ABOUT MANTRAS 
GENBOKU TAKAHASHI   

The theme was a video by BBC REEL, “Mantra 
meditation: The ancient practice to heal our minds”. 
Discussion started with important  questions. 

In particular, “Bhakti” became a hot topic. 
At this point, I’m running out of time, so here’s 
what I missed. 

Chapter 8-7,8,9  of Gita 
Section7 : Arjuna, you should always think of Me  
in the form of Kṛṣṇa and at the same time carry out 
your prescribed duty of fighting. With your active 
dedicated to Me and your mind and intelligence 
fixed  on Me, you will attain Me without doubt.  
Section8 : He who meditates on Me as the Supreme 
Personality of Godhead, his mind constantly 
engaged in remembering Me, undeviated from the 
path, he, O  Pārtha, is sure to reach Me. 
Section9 : One should meditate upon the Supreme 
Person (Kavi) as the one who knows everything, as 
He who is the oldest, who is the controller, who is 
smaller than the smallest, who is the maintainer of 
everything, who is beyond all material conception, 
who is  inconceivable, and who is always a person. 
He is luminous like the sun, and He is 
transcendental,  beyond this material nature.  

(Bhagavad Gita as it is p368-370  by A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda) 

What is required throughout Chapter 8 is? 
“Everyday life is Bhakti Itself, and it continues as a 
lifestyle until the time of death. 
My interpretation is that one can say that ‘Bhakti-
Yoga is to continue to realize internally the duties 
to be done according to one’s beliefs’. Krishna is 
not necessarily in a person who believes in a 
particular religion or religions. 
Perhaps Bhakti is the act of continuing to live with 
gratitude in one’s heart for the great nature that 
keeps the “I” alive. 

In Japanese, Mantra is sometimes translated as 
Shingon. This is interpreted as the words as they 
come from the Inner-Self, whereas the words we 
speak focus on structures based on logical 

knowledge. In other words，I believe that, in terms 
of modern human sensibilities, work of art, such as 
poetry, music and paintings should be considered 
Mantra. 
Below, I will quote a few words from the site “Kavi: 
The Vision of Vibration and Light”. 
※In classical Sanskrit, the word “kavi” generally 

translates as poet. During the Vedik period, a kavi 
is referred to as the seer of vibration and light. 
「What does it mean to see vibration?」 
Students interested in learning about yoga begin 
their journey hearing this statement: Although you 
have a body and a mind, you are not just the body 
and mind.  
This is a healthy first step in Self-discovery.……A 
kavi, due to his/her intense sadhana, can then 
translate the world of the vibration and light for 
others.※ 
The Mantra is the translation of Kavi’s (Poet)’s “The 
Vision of Vibration and Light” into poetry. By doing 
so, we realize that the Inner-Self knows all about 
the ‘I’ being. 

Is there such a thing as the ultimate Mantra 
in a language that modern people 
understands? 
How about this one, for example?  
“ Happy. Happy…..All Happy, All Happy 
…..Thanks, Thanks, Thanks All” 
I am sure there are many more. 
Be poet and think about it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ Kavi: The Vision of Vibration and Light 
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-
vibration-light 

What is Bhakti? 

https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light
https://sanskritstudies.org/kavi-vision-vibration-light


Last month, we wrote that we would like to create 
a Yoga textbook for children, referring to a Yoga 
textbook for elementary school students in India. 
More than we expected, many people showed 
interest. Thank you very much. 

‘Free from the Yoga that is popular all over the 
world at the moment, and with a content that 
really makes sense to us and is universal’, with that 
in mind…. 
Text that deepen the reader’s understanding 
according to age and experience, from children to 
adults. 

Is it possible to create such a picture books? 

We have a lot of Yoga books. But there is no book 
that matches the image we have now. When we 
were looking at the bookselves lined with 
miscellaneous books, the title “Father Sky, Mother 
Earth” (PAROLU Sha) caught my eye. 

When the president of the United States tried to 
buy land from the American Indians, the Indian 
Chief Seatlle said to the American government, 
“How can you buy something that does not 
belonging to humans?” 

Is this planet on which we live our property?  
Are we not made alive by sacred things? 

 

 

 

 

 

 

Originally a statement of protest, it seems to have 
been read quite differently now.（See the English 
page） However, Ryou Michiko’s translation is richly 
poetic. However, I do not have the ability to 
translate the poetic Japanese text into English, so I 
will post one of the English sentences here. 
Let’s read a little.  

Chief Seattle's Letter 
"The President in Washington sends word that he 
wishes to buy our land.  
But how can you buy or sell the sky? the land?  
The idea is strange to us. 
 If we do not own the freshness of the air and the 
sparkle of the water, how can you buy them? 

Every part of the earth is sacred to my people. 
Every shining pine needle, every sandy shore, every 
mist in the dark woods, every meadow, every 
humming insect. All are holy in the memory and 
experience of my people. 

We know the sap which courses through the trees 
as we know the blood that courses through our 
veins. We are part of the earth and it is part of us. 
The perfumed flowers are our sisters.  

The bear, the deer, the great eagle, these are our 
brothers. The rocky crests, the dew in the meadow, 
the body heat of the pony, and man all belong to 
the same family. 

The shining water that moves in the streams and 
rivers is not just water, but the blood of our 
ancestors. If we sell you our land, you must 
remember that it is sacred. 
…………… 

We don’t want to make a claim here about 
protecting the global environment or sustainability. 
My body is natural, not man-made. It’s the same 
with the flowers and leaves in the flower pots on 
the balcony of the apartment.  
Remember the beautiful words of the New 
Testament. 

Behold the fowls of the air: for they sow not, 
neither do they reap,…  Consider the lilies of the 
field, how they grow; they toil not, neither do they 
spin:…Therefore take no thought, say- ing, What 
shall we eat? or, What shall we drink? or, 
Wherewithal shall we be clothed?…（Matthew 6:25-
34） 

 

 

 

 

 

 

 
The above is an image of the first page of Yoga picture 
book. 
Using original poems and pictures, could we create a 
Yoga text for human formation? 
Is there anyone who would like to do some  
illustrations? I think it would cost quite a bit of 
money. 
We would be grateful if anyone would be 
interested in becoming a sponsor.  

WANT TO CREATE A BEAUTIFUL YOGA PICTURE BOOK 
GENBOKU TAKAHASHI 

A songful Yoga book about the beauty of the human spirit. 
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23th Oct. 
（LECTURE 、ASANA、PRANAYAMA、MEDITATION） 

The TYfA/tYMC Yoga Course（Basic to Practical Application） 

Online 

Date : 23th Oct.（Sun） 
Lecture title : 
Lecture1  What are the Tips for Continuation? 
Lecture2  Characteristics of Oriental Body Technique1 
Time : 9:00 am to 1:00 pm  (Lecturer Genboku Takahashi) 
Online :  
https://us02web.zoom.us/j/85233202301?pwd=OHhoOXBxRGVGN2szdE5JbTJvaldjdz09 
Participation Fee :  2,000 Yen 
Application : From the following peatixURL  
https://tyfa-tymc20221025.peatix.com 
              Genboku Takahashi  tgenboku@gmail.com, 📱 090-5554-1525 
Time Table :  

09:00～09:50 am     Lecture1（40 mins.）+Discussion 
09:50～10:10 am     Break 
10:10～11:00 am     Lecture 2（40 mins.）+Discussion 
11:00～11:30 am    Break 
11:30～13:00 am    Asana、Pranayama、Meditation 

• There are 40 courses in total. 
• Once or twice a month.  Time : 9:00～13:00 
• Only one entry is possible. 
• Two or three lectures and discussions per session. 
   Practical skills are asana, pranayama, and meditation based on the Genboku 
protocol. Details and detailed schedule will be announced separately. 
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