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宮崎県出身。深層心理学・哲学・
東洋医学を研究し、１９９２年にそ
の集大成<３と９７>の理論を著書
「いのち」に著した。現在、企業、
団体、カルチャースクール等でト
ータルヘルスマネジメントの講演
活動を行う。東京荻窪にて主宰す
る「心健導場」では、どこに行って
も解消されなかった心身の悩みを
持つ方から、自己能力を開発した
い方に、「こころ」と「からだ」のカ
ウンセリングを行っている。

天明

てんめい

心健導場主宰

天明３５０回記念講演会にご出席頂きまして、
ほんとうにありがとうございます。
素晴らしかった！ よかった！ すごかった！ ３と９７→波動の世界、宇宙の世界、天の
神々の世界、これがわからないとすべてはすすまないよね。
明治記念館富士１と２の大広間いっぱいにオーラがみなぎっていました。 山形県 鈴木様
というコメントを８月３日に頂きました。
出席者２５０名でしたけれども、お祝い頂いた方も入れると、２７７名になります。
たくさんの方々にお越しいただきまして、ありがとうございました。
不手際な点もありましたでしょうが、お許しください。
大盛会に皆々様がよろこんでお帰りいただいたことと、胎児から１１ヶ月、１歳から１０歳の子供達が一流の
場で生の音楽と本物にふれたことにより、翌日から顔つき、行動が違ったとお話いただきましたことが、うれ
しゅうございました。
当日は台風が関東に上陸か？というので、朝３時に起きて、太平洋方面に行くようにとおまじないをしまし
た。お蔭様で曇り空ではありましたが、雨も降らず、暑からず、お越し下さる皆様の足元をよごさないでなによ
りでございました。
朝早くから準備、そして後片付け、受付、接待、案内と、御協力頂
きました方々に、この紙面を借りまして、御礼申し上げます。ほんと
うにありがとうございました。
１０年かかって「３と９７」の法則を編み出し、どのように皆様にお伝
えするか……でまた、５年かかりました。昭和５０年～６３年、平成
元年～１０年位までは全然世の中にはわかってもらえませんでし
た。
２、３年前から素粒子とか量子論といった本が出てきて、やっと皆
様に役に立つことができると実感してきました。
「おまえは、世の人の役に立つ人間になるのだ」
４歳の時、天空から聞こえた、神様の声におこたえする時期が
やってきたのだと、今、思います。
私たちは、地球という星に縁をして人間として生かされています。

☆３５０回記念講演・特集号
そして私たち日本人は本当に古い歴史を持っています。縄文時代が一番長い時代でしたが、その期間はどれくら
いあったと思われますか。
１００年を１㎝とすると、１５０㎝。江戸時代はたった３㎝で、その５０倍という、それほど長い時代だったのです。そ
の時代を生きていた人たちは、言語も宗教もありません。
それでも、人との交流は現代以上に進んでいました。海を渡っての国際交流も行われていました。意識では地球
の裏側にいる人とも交信ができたのです。宇宙感さえも今を生きる人以上に感じて生きていました。
私たちは、知識、常識に惑わされていませんか。

自分の内なる声を聞けるようになるには、いかに余分に入れた知識を消すか、なのです。
出席された方も、されなかった方も、ぜひもう一度、ＤＶＤを見てください。
悩んでいる人、仕事に力が出せないでいる人など、この「３と９７」の生き方、考え方が参考になるものと確信して
おります。
すべて

「３と９７」とは、世の中の「惣」に通じる法則なのです。
ご出席頂いた方から様々なご感想を頂戴いたしました。ありがとうございます。

中條氏にもお遭い出来、出席させていただき、
ありがとうございます。
ご活躍の程 草々
野村沙知代様
具体的な３と９７のお話は勉強になりまし
た。見える世界と見えない世界、潜在意識は
宇宙意識と言われ、全てを可能にするのだと
思います。また、瞬間的に行う脊髄の反射に
ついては初めてお聞きしました。
松永様

天明先生へ
８月１日は貴重な時間を過ごせました。ありがとうご
ざいました。講演会を通じて、沢山の事を感じ、気付く
事ができました。
・親として、子供に人脈と言う財産を残す
・親業は死ぬまで親であり、子供が死ぬまで影響を
与える事（子供は親次第）
・くやしいという気持ちが人を成長させる
・感謝がないとすぐに天狗になってしまう（私事です）
・“書く”という事の大切さ
最後になりましたが、天明先生と縁できている事に
とても感謝しております。
これからも成長していきたいです。
南木曾 青木様

「３と９７」に
やっと時代が合ってきたと感じ
ました。今のほうが人々の心に
ひびくと思います。
長谷川様

心健導場 天明様
先日の３５０回記念講演、招待頂きましてありがとうござました。そして、お疲れ様でした。
「継続は力なり」といいますが、やはり常々天明先生のお伝えしている事が、世間の皆様方に共感
され、支持され、理解されてきたからこそ、今回の３５０回の講演を明治記念館という素晴らしい会場
で行えたのだと思います。
そして自分達がその空間にいられた事がとても貴重な経験をさせて頂いたのだという事を、思い返
すたびにそう思うのであります。先生が願う事は自分達がいつまでも先生に頼るのではなく、お伝え
していることを早く自分の物にし、実行できるよう、そしてその事を周りの方々に伝えていける様にな
ることだと自分は思います。
自分や周りの方々の次の、そのまた次の世代のため、今できる事をしていく様、努力したいと思い
ます。次は７００回目指し、これからもお体には気をつけて頑張って下さい。
松村貴文
先日の記念講演、ありがとうございました。
実を言いますと、会場にいる事が少なく、先生、他の方々のお話をほとんど聞くことが出来ず、大
変残念に思っています。しかし、講演から帰ってきた将太郎は、自己主張が強くなった気がします。
将太郎、お腹の子が身体で感じてくれた事が一番うれしいです。
松村ますみ

目に見えない力というのは、
信じる人にのみ強くなると改めて感じました。
比率が３と９７もあると知り、驚きました。
高橋様

天明３５０回記念 けやきの会創立３０周年
おめでとうございます。
前日までの雨も上がり、朝６時、南木曾出
発。今日は私にとってとてもいい一日。天明先
生に会えること。本当は出席できないと思って
いたけれども、主人が東京に行くことをきめて
くれたこと。
私はこの日が来るのが本当にうれしかった。
主人と一緒に先生に会えることが。
講演が始まり、皆さんの話を聞かせて頂き、
先生からは３と９７が一段とわかる話を頂いた
こと。
私たちが思っていることよりも大変な話があ
ることを知りました。でも、９７が働いたことに
よって、今日の自分があることをおしえて頂い
たり、ガンをこくふくされた方がみえたこと。か
ずかずのことを皆さんが持ってみえるけれ
ど、それは顔に出さず、はればれとした方が
すばらしいと思いました。今日、この良き日を
いつまでも心に思い、主人と共に元気になり
ました。
天明先生に会えたこと。皆さんの話を聞けた
こと。今日は本当にありがとうございました。
恵那市 渡辺様

会場全体にオーラが
満ちていました。 山浦様

天明先生へ
子供達には、大観衆の前で貴重な経験をさせていただき、
ありがとうございました。平然としている様に見えましたが、緊張
したと言っていました。
母は「瀬南はきれいな言葉を使うね」と言われ、今までなんと
なくそうだなあと思っていたのですが、瀬南は小さい時から先生
の話を聞きに行っているから兄ちゃん達と違いが出てくるんだ
よと言われ、あらためて先生のすごさを感じました。
小幡様

先週は参加させて頂き、ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありません。
私は普段、落合川での講演をうかがい、毎回、心に響くものがあり、天明さんにお会いすることを楽しみにして
います。今回、３５０回という大変大きな式典に行かせて頂けることを知り、すごく貴重な縁を頂けて私にはラッキ
ーすぎて、行かせて頂いていいのかと最初は思いました。お金もかかるので申し訳ない気持ちがありました。
けれど、行く事が私にとっても家族にとっても幸せなことだと思いました。
訳は分からないけれど、宮下さんに後押しして頂き、参加させて頂けてうれしかったです。
東京で天明さんの式の会場に入り、お話をいろいろな方に聴かせて頂き、とても楽しくなりましたし、元気がでて
くるのを感じました。入口の所で天明さんを見た時、こっちを見て下さって笑って頂いたのがうれしかったです。
なんだかそれで満足したように思っていました。
けれども、本当はすぐに近づいて行き、握手でもして、今日はありがとうございますと言いたいのにそう素直に
出来ない自分を感じました。
中に入って、中條先生や他の方の所にもあいさつに行っていいんだよって宮下さんに言って頂いて、勇気のな
い自分を感じました。
どんどん終りが近づいてきてしまって、このまま帰ったらやっぱり何か心残りを感じると思いました。
今、自分の一番正直な気持ち、どうしたらいいのだろう？ってしばらく思いました。やはり天明先生にもう一度、
今、自分が楽しませて頂いている事なら伝えられるから、それでいいから行ってこようと思いました。何も泣くつも
りはなかったのに、先生と手をつながせて頂いて、涙があふれてきて、あふれてきて、手をとって頂けている事が
ありがたくて、今もこれを書きながら泣けてきて、泣けてきてしようがないです。その時に先生が、楽しんで行って
ねと言って頂いたとおり、本当にとても楽しかったです。極めてみえる方々にふれされて頂き、とても良かったで
す。歌声の響きに感動しました。透明感が空気にも感じられました。演奏もとても良かったです。浮き沈みでも
びくともしない方、すごかったです。
行き帰りのバスの中でも、知り合いになれて、それもうれしく感じました。ありがとうございました。感謝
中津川 熊崎様

宇宙の法則に
のっとって人間の生きる術を語っ
て頂き、今迄忘れていた色々の事
を思い出しました。あらためて生
命のすばらしい生き方を教えて頂
き、ありがとうございました。世
の中の人が１人でも多く、先生の
話を聞いてもらったら良く生きら
れると思うのだが、そのうちにつ
けがくると思う。
町田様

左手が伸びることや気を集め
ることをやってみて、「素直であ
ること」の大切さを体で感じまし
た。今まで「素直は大切」と言わ
れていたことを体で感じたことに
よって、自分の中にスッと入って
きて、天明先生のお話を聞いて
感じたことを日々の暮らしに活か
すことが出来ています。
有難うございました。
大矢様

この世は惣、自然、

先祖、隣人のお陰様
（９７）と、我（３）で成
り立っていると聞き、と
ても為になりました。
このことを世界中の
人が理解したら戦いは
なくなるのに～！
鈴木様
人間の原点、根っこの大切さ、
大きさ、氣の重要性と威力を
再認識致しました。

野別様

以前、私は自分の
内はカラッポだと
思いました。美保
子さんに話したと
ころ、天明先生が
伝えている事、い
い事を詰めていけ
ばとアドバイス頂
きました。
松川様

日本民族は昔から見えない力、神の力を信じてきた。四季や畑作のため、
どうしても自分達だけでは到底コントロールできない天候や自災のためで
ある。戦後の日本、科学の発展を今一度考え直す時だと思いました。
田辺様

忘れかけていたことを再度、気付かせていただきました。また、本棚に立ててある「いのち」を手に取る機会
をいただきました。パワーの集め方を教えていただき、有難いです。
田中様

わかりやすく、力を込めて
お話されている先生のお
姿を思い出すにつけ、先
生が長い年月をかけて伝
えてこられたことは本当に
すごいことなんだと改めて
思いました。そして、先生の
強い信念と情熱に感動し、
心より感謝致しました。
小黒様

先生の歌声はどこから出るのか
あんな声、きいたことないよ
先生は山のてっぺんにいる
私たちはすそ野にいる
今までいろんなことで勉強してきたけど、
先生のような人はいなかった
すごい先生だ
お２人が涙してくださいました
古手様
いままで天明会にはツカサで一回だけしか出ていない
ので、天明さんの話を聞くのは初めてです。
３と９７の法則の話でした。簡単に言ってしまえば、３が見え
る世界。９７が見えない世界。見えない世界を文字で表す
のは難しい。でも、大木の下には地中深く根があるように、
見えないだけで実在する。
そして、その見えない世界を意識して生きれば、３より圧
倒的に大きいので、幸せになるということになる。
それを天明さんは、文字のなかった縄文時代の人は誰で
もそれが可能だったと説明。地球の裏側とも交信できたと
言います。
それでもわからないでしょうと、ガンを克服した人を紹介し
お料理があっという間になくなってしまい、お１人の方からクレー
たり、身近な話をしたり、簡単な実験をしたりして終わりまし
ムがありました。デザートも数少なくて、１人で何個も召し上がる
た。
常連さんのお姿に、魂の学び場であるはずなのにと思いました。
川又代表が第二部で挨拶されたのですが、天明さんのお
スカーフ、帽子がお安く買えて嬉しかったです。お役に立てず、
話は、日頃、川又代表が話されているのと表現方法は違い
申し訳ありませんでした。受付はじめスタッフの方とのご縁に感
ますが、言っていることは同じだと感じます。今日、参加し
謝します。すてきな方々でした。
て、天明さんに対する気持ちがグーンとアップしました。
西田様
斎藤様

天明３５０回記念講演会
ＤＶＤを販売いたします
４時間２枚セット
川腰様、木村様、市川様、阿部様、梅田様、宮下様からもご感
想をお送り頂いておりましたが、紙面の都合で掲載できませんで
したことをここにお詫び申し上げます。ありがとうございました。
お写真は、松川勝三様、木村高明様からご提供いただきました。
ありがとうございました。

第１部
第２部

\2.000

中條、天明講演
川又、演奏 天明からのメッセージ

お問い合わせ・ご購入は、
電話、ＦＡＸにてお願いいたします。
心健導場

03-3334-2527 ＴＥＬ・ＦＡＸ
兼用です

天明・活動報告
2009年5月～2009年7月
５月３１日

那須塩原へ 「飲泉力」求める

（出張操法）

３０日八潮中央病院

６月 ２日
４日
５日
１６日
１９日
２０日
２１日
２５日
２９日

けやき発送 （６日も同じ）
天明講演会
カンツォーネ鑑賞
埼玉支部発足講演
名古屋藤ヶ丘へ
南木曾講演
中津川講演
月刊日本式典へ
息吹会

（操法）
２日、３日、７日、９日、１１日、２２日、２３日、２５日
（出張操法） ５日板橋、１０日板橋、１２日八潮中央病院、
１５日八潮中央病院（四方さんと）、２６日板橋、
３０日西武川越病院
７月 ２日
５日
１０日
１３日
１５日
１８日
２２日
２４日
２５日
２７日

会員さんの声
おめでとうございます。
６月２２日 松永孝治様初孫（長男）

おくやみ申し上げます。
ごくろうさまでした。
６月１６日

保科和子様

７月１３日

宮下家愛犬ラスティ

天明講演会
明治記念館へ下見打ち合わせ
進行打ち合わせ （一戸氏と）
イーマ
志学塾（横浜）
台湾へ（～２１日）
明治記念館最終打ち合わせ
息吹会
時代おくれへ
会場下見

（操法）

６日、７日、１４日、
１５日、１６日、２３日
（出張操法） ３日板橋、１７日信濃町、
２４日板橋

天明ブログもご覧ください。 http://www.tenmei-keyaki.net/

天明

講演の会

2009年10月

1日（木） 353回
11月 5日（木） 354回
12月 3日（木） 355回

2010年

1月 7日（木） 356回

１８：１５受付開始

バクテリアのおかげ
トリインフルエンザの警告
日本の軟水は健康の源
未

１８：３０－２０：００終了予定

会場/ツカサ五反田本社５階

毎月第１木曜日は
「天明講演会」の日です

講演終了後は
懇親会も行っております。
ぜひご参加ください。

定

ホームページから
参加申し込みができます

東五反田５－２２－３７
（ＪＲ五反田駅東口／都営浅草線五反田駅Ａ４出口より徒歩５分）

