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てんめい

心健導場主宰

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。

見えないものを意識すること

　いま、まずお伝えしたいことは、

天明がこれまで幾度となく、この会報や講演会で申し上げてきました、

「見えないものを意識しなければならない時代に入った」

ということです。

第一には、あの大震災の津波で原発事故が発生したことです。見えない放射能、放射線を意識しなければな

らなくなりました。そして地震やその他の災害です。このところの雨の降り方は異常です。自分のところだけは

大丈夫といえる場所が日本ではどんどんなくなってきているのではないでしょうか。前号でも申し上げたよう

に、「自分の身は自分で守る」しかないのです。

そのためには、見えないものを意識するよう感性を高め、そして自分の内に秘めている能力に氣付くことで

す。これからどんなに大変なことが起ころうと、「自分でなんとかできる」という、ココロと身体をつくりあげていく

ことです。

２１世紀の日本が大事にすべきことは

　産業革命以降、近現代という時代を生きてきた人たちは、豊かに

なるのがあたりまえで、もっといい生活、もっと贅沢したい、もっとお

金がほしいことがいいことだとされてきました。

しかし、どうでしょう。

お金がお金を生む金融界ではバブルが発生して、浮かれて踊った

挙句、バブルが崩壊したことで今度は多くの人たちが苦しむ結果に

なりました。そして今度はＩＴ・ネットでバブルが作られ、またそれがダ

メになると、今度は不動産でと、もっと、もっとでやってきました。

これでいいのでしょうか。

いま、世界を引っ張ってきたアメリカがおかしくなって、これからどう

したらいいのかわからなくなっていますが、21世紀にこれだけは大

事だよと言えるものがあります。

それが、「日本の道徳」です。

これをここで一度、しっかりとお伝えしておかねばならない時期が来

たと思います。

今日の日本を見渡してみますと、「自分がこうなったのは誰が悪い

のか」とか、「これは国のせいだ」ということになっています。子供た

ちにしても親の言う事を聞かなくなって、ＤＶなどの事件が起きるよう

になりましたが、これは間違いなく、「大人や親が問題だから」です。



　これまでは親がしっかりと「躾（しつけ）」をしてきました。これが、家庭内での教育でした。

これをベースにして社会は成り立ってきたのです。

なぜ親がしっかりとした「躾」を子供にできたのでしょうか。それは、「道徳」がしっかりと教えられていたからで

す。いま、二宮金次郎さんが見直されていますし、「教育勅語」も日本国内では軽視されていますが、海外で、

特にアメリカでは評価が高まっています。

　目上の人は敬う

　親孝行をする

　人には礼節を尽くす

これまで面々と受け継がれてきた日本人の生き方、考え方がここにはあるからです。

この点をもう一度、現代に生きる日本人にしっかりと伝えていかねばならないと思います。

　

　今回の３．１１、東日本大震災で日本は「大変」な事態に直面してしまいましたが、これは、「日本人がこれま

であまりに有頂天になり過ぎたため」ではないでしょうか。

使い捨てが豊かさであると考えてきた時代。そして、豊かになるために「もっと、もっと」があたりまえの時代。

それがどうでしょう。

節電の必要性からいまでは「不自由」をさせられています。

わたしたちの年代にはなんでもないことでしょうが、若い人たちにはかなり「不自由」なことでしょう。とはいって

も、世界と比べれば、日本はまだまだ豊かです。

ちょっと不自由になったからといって、それで不平、不満。

そうではありませんよ。

この不自由さがあたりまえなんです。いままでがおかしいのですから。

　政治も揺れ動いていますから、ここで一言、申し上げたいと思います。

いまの政治のやりかた、お金をばらまいて、自分達をいい様にみせたいというのは、もうナンセンスです。

「子ども手当」がその典型でしょう。

「子どもを育てるのは、親としての勤めであり、義務です」。

このあたりまえのことを無視して、国がお金を出して、面倒をみる。こんなことをするから、親がおかしくなっ

て、様々な事故や事件を起こすのです。パチンコに熱中するあまり子供が車の中で亡くなったとか、子供に食

べさせないで餓死させるとか。一昔前なら、「親失格」で、世間から冷たくみられるのが普通です。

それがいまは「逆」です。

昔は国全体が貧乏でしたから、親は食べないで将来ある子どもたちに食べさせましたが、豊かになって、しか

も国が過保護にするから、もう甘えてしまっています。

そういう親がどんどん増えていることを情けなく思います。

これは、おかしい。声を大にして申し上げておきます。

本質的なことをお話すれば、子どもとは、夫婦が快楽の性行為をしたことで授かった命です。動物の交尾とは

根本が違います。動物は強い子どもを残すために戦います。そして勝った者だけが交尾できるのです。

いまの人間はそうではありません。

それゆえ、大事なことを申しあげなければなりません。

「この快楽の裏側にはかならず責任がある」

ということです。

子どもを育てるのは、親としての当然の責務です。これが「基本の基」です。

それを何か事件があると、「国が面倒みていないからだ」とか、

「何らかの手当てが必要だ」としてしまうのは、大いなる間違いです。

そんなことをするから、親としての自覚・覚悟がなくなり、子どもを育てる責務がなくなるのです。

子どもを育てるのは、親としての勤めであり、義務です



天明ブログもご覧ください。

http://www.tenmei-keyaki.net/

　いまの国の政策は、政治家や役人のための点数稼ぎ。「頂く」「保護する」ばかりだから、「もっとちょうだい」と

なっていきます。本当は日本国民をダメにしてしまっている政策なのです。

なぜそうなってしまうのかは、「平等がいい」と思っているからです。

昔は「違い」「格差」があるのがあたりまえでした。

人より二倍、三倍と努力している人がしていない人と「同じ」ということ自体がおかしいと思いませんか。

このおかしいことがあたりまえとしてまかり通ってきたから、世の中全体がおかしくなってしまったのです。

「苦労はすべし」

親となった以上、これがあたりまえです。

何も言わずに苦労していれば、子どもはしっかりとその姿をみています。

親が何の苦労もせずに子どもばかりに苦労させるから、子どもは言う事を聞かなくなるのです。

「親がはたらいて、それで得たお金でやっていくこと」。

これが「基本の基」です。

天明の親の世代は、「働かざるもの、食うべからず」と教えてきました。あたりまえのことだから、きちんと子供に伝

えてきたのです。

　

はたらかないで、ただ「頂く」だけはありえない

・たとえば、生活保護です。ほんとうに困っている人には必要ですが、まじめに働いても生活保護より少ない給与

　だから働かない方が楽に暮らせるという人がいます。

・働いてコツコツ貯めたお金を盗み、そのうえ、殺してしまう人

・親の年金を子どもが使う

・自分は食べても子どもには食べさせない親

それがそうではないこの現実に愕然とします。残念です。

　水戦争がおきています。

国内の木材をこの震災復興のために使うと、山がよみがえり、水をたくわえる自然のダムになり、漁場が豊かにな

り、田畑もうるおいます。外国の木材を輸入するのは、誰かが利益をポッポできるからです。そろそろ国益（公のた

めに）になることをしてください。日本は自然を敬い、農業、林業、漁業を大切にしてきました。

５年以内の休田は再生可能です。それ以上は畑にして食料自給率を上げることです。

農業ができなくなった被災地の方々に国が援助してこれらの土地を活かすことはできないのかと思います。

我が国の精密危機は世界一です。国の財産ですから、この中小企業はぜったいに守るべきです。

これからもっと経済的に「大変」になってきたほうが、本当に大事なことが見えて来ます。

貧乏であるほうが、人への思いやりの気持ちとか、互いに助け合いの気持ちになれるからです。

日本はこれから経済力が落ちていっても、その分だけでやっていけるようにすればいいだけのことです。なにも不

安に思う事ではありません。

もういい加減、「もっと」「もっと」は捨てるべきでしょう。

工業化を目指して、お金、お金とやってきたことをそろそろやめる時でしょう。

自然を大事にする国として、もう一度出直せばいいではないですか。

きっとそのほうが人間らしい生き方ができるようになると思いますよ。

もう一度、政治にモノ申す



天明の「増富健康づくり塾（天と地の交流）」のおさそい

2011.10.1（土）～３日（月） 山梨・増富温泉

　この５月からお２組の方がこの増富のラジウム温泉での「湯治療養」を始められました。この増富温泉の

大きな特徴点は、３種類のかけ流しの源泉温泉を選べることです。

　２７度という「冷源泉風呂」、３０度の「低源泉風呂」、そして３３度の「温源泉風呂」の３種類で、４０分程

度、我慢せずにリラックスして入れる温度が選べるようになっています。

　ラジウム温泉といえば、秋田の玉川温泉が有名ですが、この増富との大きな違いはこの温度です。そし

て標高の高さにあります。海抜８３０メートルと、ほぼ軽井沢と同じ高さにあります。これは、「いるだけで有

酸素運動になる」（安保徹教授の話）とのことです。

　今年は、みずがき山ふるさと振興財団がこの１０月に「増富健康づくり塾・天と地の交流」を企画してくださ

いました。

　自分の「免疫力」アップのためにぜひこのツアーにご参加ください。

新湯治プログラムのご案内
　増富は深い森と山岳に育まれたわが国有数のホットスポットです。ここの

豊かな“氣”を存分に享受して、こころと身体の悩みを解決しませんか。

　天明健康づくり・心健導場の開講です。

１０月１日には、安保徹教授の講演があります。

日時　　　２０１１年１０月１日（土）～３日（月）　２泊３日

　　　　　　　　　　　（１０月１日から２日の１泊２日も可能）

宿泊　　　リーゼンヒュッケ

参加費　 ２泊３日：３１．００0円

　　　　　　１泊２日：１７．０００円（10/1-2のみ可）

　　　　　　　韮崎駅下車・送迎あり　　交通費各自負担

参加受付

主催　　　みずがき山ふるさと振興財団「増富の湯」

　　　　　　０５５１－４１-１００６  までお願いします。

協力　　　天明会　０３－３３３４－２５２７

新潟大学院教授・免疫学の世界的権威

天明は30日に現地に参ります。
 １日は10時01分韮崎着の電車に合わせてお迎えに参ります。

登山ツアー、行います!!2011.9.10（土）-11（日）

（2230m） 参加者18名　往復7時間の登山です。

登山組 11日　5.30出発-9.45山頂-13.45登山口-増富の湯-16.　　解散

散策組 11日　7.00パワースポットで氣功（みずがき山と金峰山の水が合流）-8.30朝食-9.30みずがき

山自然公園へ-11.30増富の湯　昼食後　温泉三昧　登山組合流-16.　　解散　韮崎駅に送迎

参加費 登山組10.600円　　散策組8.500円 交通費　各自別途

みずがき山　　
　

韮崎駅改札

10.01
集合



　オーストラリアのアデレードに行ってきました。
　英会話を学ぶ目的で出かけたのですが、結果的
には「操法」のための訪問になってしまいました。
日本では味わえない、素晴らしい体験をしてきまし
たので、みなさまにお伝えします。
　アデレードはオーストラリアの南部に位置してい
ます。日本からの直行便はなく、シドニーで一端
乗り換えます。シドニーでは日本人観光客があふ
れていますが、そこからアデレードに行く便には誰
もいません。日本語が通じるわけはありません。
私がよほど困っているのに氣付いたのでしょう。航
空会社が一つの「プレート」をくれました。国際便
から国内便に乗り換えるのにどこへ行けばいいの
かを、ほとんどの言語で書いているプレートです。
日本語も、中国語も、アラビア語までありますか
ら、誰に訪ねても大丈夫。初めて国際便から国内
便に乗り換える時の強い味方になってくれました。

　この街はほんとうに素晴らしいところでした。街
の半分が緑に覆われています。しかも、海が目の
前ですから、大自然と共存している街です。とにか
くビックリするのは、一日がなんと長いことか。東
京だと一瞬で時間が流れ去ってしまいますが、こ
こではゆったりと時間が流れていきます。
　そして魅力は自然だけではありません。ここに住
んでいる人です。「トラム」という路面電車とバスが
交通手段です。 初から三駅までは無料だとか、
三時間までなら片道料金で往復できるとか、サー
ビスが素晴らしいこともありますが、たとえば、身
体の不自由な人が降りようとしますと、運転手が
手伝います。車いすを押してどこへかと案内してく
るのです。その間、結構な時間ですが、乗客は
黙って待っているのです。日本ではありえない光
景です。
　そしてこの国に来て氣付いたのは、ほんとうに金
持ちと庶民との差がはっきりしていることです。
　お金持ちはものずこい邸宅に住んでいます。ぜ
いたく品とよばれるものには高い税金がかけられ
ていますが、一方、庶民はみじめな生活をしてい
るかというと、そうではありません。庶民にとっての
強い味方は、すべてがレンタルで借りられるという
ことです。だから、格差があるとしても、見た目に
は何ら変わらない生活をしています。

　今回、「操法」で訪ねたのは、「オパール」で世界
的な資産家のご夫妻で、交通事故の後遺症で不
自由になったところを手当てするということでした。
もう一人は、公認会計士ご夫妻で、ガンの再発予
防（二度手術）と径維の痛みをとるためでした。そ
してお一人は、建築会社でトップ企業のご夫妻で
した。奥様の病は精神的要因もあるため、一回の
操法では難しく、また九月に行く予定です。
　今回、計七人の手当てしてきましたが、「天明、
ここに住みなさい。日本に帰らないで」と言われる
ほどに、みなさんに喜んで頂きました。
　「またかならず来て下さい。お食事したりしましょ
う」と仰って頂きました。
　この九月にもう一度、オーストラリアに行く予定
です

　ご紹介下さった、池田様に感謝申し上げます。

オーストラリア・アデレード、「操法」訪問
７月１０日～２２日

宿泊したホテルから海に向けて桟橋が出ています

その桟橋から眺めた、オーストラリアの夕陽です。

泊まったホテル、夕陽の後ろにはお月様がでていました

オリーブの実　　　　→
日本のものと比べて
粒の大きさが２倍です

↓見渡す限りの地平線です　

　　が、全部オリーブ畑です



2011年6月～2011年8月
天明・活動報告

１８：１５受付開始　　　１８：３０－２０：００終了予定

会場/明治記念館

毎月第１木曜日は
「天明講演会」の日です天明 講演の会

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。

10月6日（木） 　　
　　　

2011年

６月　２日　　  天明講演会
　　　 ６日　　　福岡でスポーツマッサージ研修（～９日）
　　 １８日       増富温泉へ　杉浦氏の湯治治療に同行（～１９日）
　　 １９日　　　行徳先生（ＢＥ）　一時中止のパーティー
　　 ２０日　　　アーユルベーダーへ　シローダラー　息吹の会
　　 ２２日　　　江見五育セミナー
　　 ２３日　　　手足でマッサージ、イーマの会へ
　　 ２５日　　　中津川・南木曽定期講演会（～２６日）
　　 ２８日　　　Ｋサロン

（操法）　　　　４日、１１日、１２日、１３日、１４日、１５日、１６日、
　　　　　　　　 ２１日、２８日、 ２９日
（出張操法）　３日板橋、１０日板橋、１７日板橋、２４日板橋、
　　　　　　　　 ２７日南木曽（７人）

７月　４日　　  歯科へ
　　　 ７日　　　天明講演会
　　　 ７日　　　日室氏　増富温泉へ　湯治へ（～８日）
　　 １０日　　　オーストラリア・アデレードへ（～２２日）
　　 １８日　　　杉浦氏増富温泉へ湯治療養（～２１日）
　　 ２３日　　　原田アキさん・パーティー　時代おくれ
　　 ２４日　　　地デジ　テレビ切り替え
　　 ２５日　　　川腰氏にアデレード報告
　　 ２６日　　　アーユルベーダーへ　シローダラー　息吹の会
　　 ２８日　　　日室氏　増富温泉へ　湯治へ（～２９日）

（操法）　　　　５日、６日、２５日、２７日、２８日、３０日、３１日
（出張操法）　アデレードにて　３家のご夫妻と池田様　７人
（遠隔操法）　２８日　増富

８月　１日　　  手足マッサージ
　　　 ２日　　　アフロデイジアへ
　　　 ３日　　　君のコンサートへ
　　　 ４日　　　天明講演会
　　　 ５日　　　船橋へ（ＰМ５．３０～８．１０）
　　　 ７日　　　シガクセミナーへ
　　　 ９日　　　アフロデイジアへ
　　 １４日　　　藤野様打ち合わせ
　　 １６日　　　グアムへ（～２２日）
　　 ２６日　　　けやき打ち合わせ　
　　　　　　　　　㈲ステラへ

（操法）　　　　２日、３日、６日、９日、１０日、１３日、２７日、
　　　　　　　　　２９日、３０日
（遠隔操法）　１１日南木曽
（出張操法）　２３日練馬順天　２４日練馬順天

　

東京都港区元赤坂２－２－２３　
ＴＥＬ03-3403-1171　

・JR中央線・総武線　【信濃町駅】下車、徒歩3分 
・地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線　
　　【青山一丁目駅】下車（2番出口）、徒歩6分  
・地下鉄 大江戸線　【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分 

アクセス

377回

378回

379回

昨日の我は今日の我にあらず

11月3日（木） 
　　　　　

自由とは自らを律して生きる

12月1日（木） 
　　　　　

人を相手とせず　天を相手とせよ

明治記念館
が会場です。

４月１４日から１７日までの３日間、宮古島にゴミ拾

いのボランティア活動に行ってきました。その時、掲

載された新聞（宮古毎日新聞）の記事です。

天
明
は
こ
こ
に
い
ま
す
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ー
ス
ト
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ア
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て
き
ま
し
た
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ＴＥＬ   ：０３－３３３４－２５２７ 天明

てんめい

心健導場主宰

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。

2012年のテーマは、
「３と９７の生き方」です。
　いよいよこの一番大事なことを真剣にお伝えしていかねばならない年が来ました。

　今年の瞑想で浮かんできた言葉は、「1人の天明が３と９７を軸に世界を守る」というものでした。ちょっと大げ

さなようですが、この「３と９７」という言葉が直感的に出てきたということで、「３と９７」を世の中に広く知らしめて

いかねばならない時が来たのだと、感じ取りました。

　もったいない

　がまんしようね

　はずかしいね

　自分のことは自分でしよう

　困っている人がいたら助けましょう

　これまで５０余年、天明が皆様にお伝えしてきたのは、「人の道」です。

　少し周りを見渡して下さい。

　そうなっていますか。国がやっていることだけを見ても、「おかしなこと

だらけ」ですね。

　昨年は東日本大震災の津波で原発事故が発生しました。そして今、

放射線に汚染された土などをどこに持っていくのかでもめています。

政治・行政が「引き受ける」と言っても、住民は「納得できない」。そも

そもこうした事故や問題が起こることすら、政治・行政は想定してこな

かったのです。

　地震、津波、そして原発事故を全部「想定外」と言って、逃げてしま

いました。

　作るだけ作って後は知らない。こんなやり方でいいのでしょうか。

　ダムでも同じです。

　群馬県の八ッ場ダム。一度中止にしたのに、また年末のどさくさで野田政権が事業継続を決めてしまいまし

た。無駄遣いへの批判が政権交代を引き起こし、民主党の鳩山政権が誕生してようやく工事が中止されたの

ですが、同じ民主党の野田さんは国民の無駄遣い批判などおかまいなしです。　こんなこと、おかしいと思い

ませんか。

　なぜこんなことが起きるのでしょうか。

　それは、「カネ、カネ、カネの世の中になってしまったから」です。



☆
2012年のテーマは、
「３と97の生き方」です。

　さらにとんでもないことだと感じるのは、子ども手当、高校授業料の無料化などのお金のばらまきです。政治・行

政はこれが少子化対策と言いますが、おカネをあげたからといって子供が増えますか。増えるどころか、逆に家庭

内が壊れていっています。親が自分だけ食べて、子供を餓死させるといった事件までもが起きています。こんなこ

と、一昔前ならあり得ないことです。

　国からお金をもらうから大事に子供を育てなくなる。なぜでしょうか。最後は国が社会が面倒みてくれると親が思

うからです。「赤ちゃんポスト」なんていうのもありますね。昔の親たちは、自分達は食べるのを我慢して子供には

食べさせたものです。子供はそういう親の愛情を感じるから、人としてのココロが育つのです。

　人として、親として当たり前のことすら、今の日本人にはなくなってしまいました。

　「人の道」からみれば、本当におかしなことだらけですが、皆さんはどう感じておられますか。

　「おかしい」ことは、きちんと「おかしい」と言わなければなりません。そして、言ったことは行動することです。今年

は天明から始めようと思います。

　今、公共工事でやっていることは、すなわち、我々が生きて行く「生態系」を壊しているにすぎません。自分でこの

地球に住めないようにしているのです。

　聞けば、「１００年大丈夫」で作ったダムがどんどん使えなくなってきているそうです。それは、堆積物がどんどん

底にたまって貯水量が落ちているからです。なぜそんなことが起きたのでしょうか。それは、森林を壊してきたから

です。昨年タイで大洪水が起きました。首都バンコクの王宮近くまで水が押し寄せ、日本の工場なども一時閉鎖に

追い込まれた大災害でしたが、この原因も森林伐採にあると指摘されています。

　ダムを作るより、森林を手入れし、自然ダム（山）を復活させるようにすべきです。

　「おかしい」と思うのは、「１００年大丈夫で作ったダムがたった１０年、２０年でこの堆積物で使えなくなっている」こ

と、「その堆積物を捨てる場所がない」ことを政治家さん、役人さんが知らないはずはないのに、ダムを作れ、作れ

としか言わないことです。

　それでも、なぜダムを作るのか。

　みなさんはもうわかっていますね。自分たちの利権のためです。「国民のため」と言うのは、ウソです。

　１０年、２０年経ってダムが使えなくなる頃には、「ダムを作れ、作れ」と言った人たちはすでに退職などでいませ

ん。その人たちが「今さえよければそれでいい」でやっているから、私は許せないのです。このしりぬぐいをさせられ

るのは、全部、私たち国民です。国民のカネで作って、問題があれば国民のカネが使われる。政治家さん、役人さ

んは「国のおカネ」と言いますが、国のおカネではなく、「国民のおカネ」です。どうもこのことがわかっていない人た

ちが多すぎます。

　そしてこれはおカネだけの問題ではありません。先ほど言ったように、ダムを作ることは自然を壊しているというこ

とを忘れてはいけません。

自然（宇宙）を感じ、学び、共存する



　特に縄文時代には、日本人の原点があります。少し振り返ってみましょう。

1.　縄文時代は、１万年以上にわたって争い事がなかった

　　これは、日本人の「和の精神」ですね。争い、戦いを好まない人が多いというのも、この時からの遺伝子を

持っているからなのでしょう。

２.　縄文時代の人たちは、何もかも自分でやった

　　家を作ることから狩りをすることまで、上手下手はあるでしょうが、全部自分でやらねばなりませんでしたが、

そこから「助け合う」という精神が生まれました。今は分業化、専門化していて、そういった職業ばかりになってし

まいました。それだけに全体像をみれる人が少なくなりました。

３.　縄文時代の人たちは、自然のなかで生かされていると感じて生きていた

　　「モノを大切にする」「もったいない」「ありがとう」という精神がここから生まれました。

　今の私たちの生活を考えてみてください。

　「真逆」の生活をしていませんか。

　何かあれば、国に頼る。やってくれなければ文句を言う。

　ちょっと不便になったで不満を言う。

　こんなことを挙げればきりがありませんね。

　これからはもっと我慢しなければなりません。

　「ない」「ない」「欲しい」「くれ」と文句、不満を言うよりも、家庭内でできることから始めましょう。たとえば、電力。

電力会社に頼るのではなく、太陽光などの設備をしていくとか。夏場なら、「打ち水」をするとか。

　水も、生活用水なら雨水で十分です（飲料水は別ですよ）。雨水を溜めて、それを生活用水にするといった仕

組みを作ればいいのです。地熱や太陽光で温めれば、お風呂にも入れます。雨を川に流すのではなく、溜め

て、家庭内で循環させる。こうしたことを個別の家がどんどんやっていけば、新たな事業を生むとともに、私たち

の生活も自然にやさしい生活になっていくことができるのではないでしょうか。

　「２１世紀は水戦争が起きる」と、１０年前から言ってきました。世界的な水不足から、水を奪い合うようなことが

すぐそこまでやってきています。そんな状況がやってきてからでは遅いのです。もう根本から考え方を改めて行

かねばならない時がきていると思いますよ。

　本物のエコライフ、自然と共存する生活・生き方に変えて行くべきです。

　自然災害は、我々人間に対して自

然が発した警告のように思えてなり

ません。ですから、天からの災い、

天災と言うのでしょう。東日本大震災

もそうでしょう。

　人間が自分の都合がいいように自

然を壊し、生態系を壊してきたことへ

の自然の怒り、メッセージとして受け

取るべきです。

　ゆえに、いままでと同じことをして

はいけないのです。

　かつての日本人は、自然から学

び、自然を感じとり、自然と共存して

生きて来ました。縄文の昔から江戸

時代までがそうだったと言ってもい

いと思います。



天明ブログをご覧ください。

http://www.tenmei-keyaki.net/

2012年に入るや否や、元旦から長野の「縄文時代」に行き、

そして、九州の「弥生時代」に行ってきました

　２０１２年は何があってもおかしくない年です。その出来事を「まさか」や「想定外」のことにしてしまわない

ためにも、いまのうちから自分ができることをしておくことです。これが、「３と９７で生きる」ということにつな

がってきます。

　３とは「見える世界」、９７とは「見えない世界」であるとお伝えしてきました。私がこう表現するまでもなく、

これまでの日本人はこの２つの世界を意識して生きて来ましたが、残念ながら、今はそうなっていません。

「もっともっと」「さらにさらに」でまだやろうとしています。

　いい加減、人はこの自然、宇宙の中で生かされている存在にすぎないのだということに気付くべきです。

その時が来ています。気付かなければ、気付くまでいろんなことが起きるでしょう。それもまた自然、宇宙の

はからいだからです。

　日本人は、自然を敬い、自然のおかげで生かされて頂いていることを感じて生きていた縄文人の遺伝子

を持っている民族です。

　ここでもう一度、この遺伝子を呼び醒ましましょう。

　そのために天明は行動を起こします。「３と９７」を通じて、縄文人の生き方を伝えて参ります。

　１つの目標として、国連の場で、天明の「いのち」の話をしたいと思っています。皆様のご支援を賜って、

「ココロの時代」がやってきたことを日本人から発信していきたいと思っております。

立
ち
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る
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を
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吉野ヶ里南内郭

　２０１２年に入り、１月１日・２日、９日から１１日で、日本人のルーツを

たずねてきました。

　１．２日

　縄文人が初めて定住した村を作った長野蓼科に行きました。そこに

ある「縄文天然温泉・志楽の湯」は、サルフェートを世界一含み、マイ

ナスイオンとプラスイオンのバランスがとれた芸術的源泉で、飲用す

ると、胆石症、痛風など効果があり湯当たりしない温泉でした。竜神湖

でのおもしろいことや効能についてはプログをどうぞ拝見してください。

　９日

　弥生時代の吉野ヶ里遺跡（佐賀県）は、村から国となり、戦いのあと

がありました。

　１０日から１１日

　阿蘇から高千穂へ、椎葉で大久保のひのきに行く途中から霊が来

て、大木の前で立っていられず………。　　詳しくは、プログで。

　きちんと写っていた写真はたった１枚で、後は赤く写っていました。

※サルフェートとは

　デトックス（解毒）効果が「大」で、高い利尿

作用があり、体内や血液中の老廃物を体外

に排泄し、代謝を高める働きのことです。



2011年9月～２０11年12月天明・活動報告

10月１３日　　　縄文塾へ
　　　１４日　　　パソコンへ
　　　１９日　　　宮崎へ（～２１日）
　　　２２日　　　時代おくれへ
　　　２３日　　　水是㈱川原氏面談
　　　２４日　　　赤坂へ　濱田社長へ
　　　２５日　　　水道工事（111.U15）
　　　２８日　　　パソコンへ
　　　　　　　　　　志士経営者倶楽部へ
　　　２９日　　　縄文シンポジュームへ
　　　３０日　　　船堀へ　呼吸法セミナー

（操法）　　　　４日、５日、７日、８日、１１日、１２日、１３日、
　　　　　　　　１５日、１６日、１７日、１８日、２６日、２９日、
　　　　　　　　３１日
（出張操法）　７日板橋、１４日板橋、２８日板橋

11月　１日　　　山形へ
　　　　３日　　　天明講演会
　　　　　　　　　　　ゲスト、水是㈱川原茂社長
　　　　４日　　　水是㈱川原社長と濱田氏へ
　　　１１日　　　多治見へ
　　　１２日　　　中津川・南木曽定期講演　
　　　　　　　　　　　ゲスト、水是㈱川原茂社長
　　　　　　　　　　つばき苑　ボランティアへ

９月　１日　　　天明講演会
　　　 ４日       内山氏のコンサートへ
　　　 ５日       手足マッサージ
　　　 ８日       増富へガイアシンフォニー
　　　 ９日       パソコン
　　 １０日       みずがき山登山ツアー・散策ツアー（～１１日）
　　 １３日       美し国セミナー
　　 １５日       月刊日本１５周年パーティー
　　 １７日       水是㈱講演（テラオス水）
　　 ２１日       台風
　　 ２２日       水是㈱川原社長と面談　息吹の会
　　 ２４日       時代おくれ
　　 ２６日       新橋演舞場へ
　　 ２８日       鹿児島へ　水是㈱川原一家と
　　 ２９日       鎮國寺へ
　　 ３０日       増富へ　安保徹教授と

（操法）　　　　４日、６日、７日、１２日、１５日、１７日、１８日、
　　　　　　　　２０日、２３日、２５日、２７日
（出張操法）　２日板橋・順天堂、９日板橋

10月　１日　　　増富温泉にて　安保徹教授講演会
　　　　　　　　　みずがき山自然公園散策（～３日）
　　　　５日　　　手足マッサージ
　　　　６日　　　天明講演会
　　　　７日　　　パソコンへ
　　　　９日　　　孫の「七五三祝い」

夫婦むつまじく　３３番の舞い

高千穂峡は、神秘的で、

観ていると吸い込まれそうになります

　阿蘇山（当時7000メートル）が火山活動によって、約

１２万年前と約９万年前の２回噴火した時、溶岩が飛ん

できて、この高千穂峡ができました。高千穂夜神楽は、

国の無形重要文化財で、

１～３３番まであります。１～３２番をあの手この手で舞

うが、出て来られない３３番の天鈿女命（あめのうずめ

のみこと）と手力男命（てぢからをのみこと）の舞いをみ

て、みんながおかしく笑うので、天照大御神（あまてら

すおおみかみ）が天岩戸を開いて出て来られ、日本国

の誕生となります。

　長野県の戸隠神社は、宮崎県の高千穂から天照大

御神が隠れたと言われる 天の岩戸の扉が吹っ飛んで

きてできたと言われる場所です。

【高千穂峡と高千穂夜神楽】



１８：１５受付開始　　　１８：３０－２０：００終了予定

会場/明治記念館

2012年は毎月第２木曜日
に変更になります天明 講演会

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。

  2月  9日（木）
　　　 　3月  8日（木）　　
　4月12日（木） 　　　

　　

ホームページから
参加申し込みができます

9月　8日　　日下洋子さん　　　　　11月22日　　灘吉利晃氏

381回

382回

5月10日（木） 　　
　　　

384回

383回

会員さんの声 おめでとう！

2011年  9月 8日　松浦順三夫妻　　斗頼君出産

会員さんの声 おくやみ申し上げます。ごくろうさまでした。
2011年

１１月１５日　　　柳瀬会長へ
　　　１６日　　　東郷神社江見塾にて　いのち講演
　　　１７日　　　１７クラブへ
　　　１８日　　　ステラへ
　　　１９日　　　縄文文化講演
　　　２１日　　　息吹の会
　　　２２日　　　手足マッサージ
　　　　　　　　　　ステラへ
　　　２４日　　　東京湾ディナークルーズに招待される
　　　　　　　　　　オーストラリア人５人、池田夫妻、川腰さんと
　　　２６日　　　池田氏　長谷川さんとトーフ屋へ

（操法）　　　　３日、５日、７日、８日、９日、１０日、１５日、１７日、
　　　　　　　　２０日、２１日、２２日、２４日、２８日、２９日、３０日
（出張操法）　４日板橋、１８日板橋、２５日板橋

ことばにそくばくされ支配される、身・口・意（しんくい）の業

6月14日（木）　　　

7月12日（木）　　　
386回

385回

実の如く自心を知る

小さな「ありがとう」をくり返し行動する

自分の心と向き合い本当に大切なもので心を豊かにする

決してあきらめず、
自ら未来を良くしていこうと努力すること

自分の心を真実ありのまま知る（さとり）

2012年

東京都港区元赤坂２－２－２３　
ＴＥＬ03-3403-1171　

・JR中央線・総武線　【信濃町駅】下車、徒歩3分 
・地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線　
　　【青山一丁目駅】下車（2番出口）、徒歩6分  
・地下鉄 大江戸線　【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分 

アクセス

12月　１日　　　天明講演会
　　　　２日　　　パソコンへ
　　　　３日　　　アデレードへ　池田氏帰国
　　　　　　　　　　ゴスペルへ
　　　　５日　　　盛岡へ（～６日）
　　　　８日　　　縄文塾へ
　　　１５日　　　パソコンへ
　　　　　　　　　　志士経営者倶楽部講演会
　　　１７日　　　１７クラブへ
　　　１９日　　　みつげん忘年会に招待
　　　２０日　　　長崎　水是㈱講演会　忘年会（～２１日）
　　　２２日　　　加瀬氏　Ｂ/Ｄへ
　　　２３日　　　柳平氏にタカノで接見
　　　　　　　　　　ウインウインクラブへ
　　　２６日　　　アーユルベーダーへ

（操法）　　　　１日、３日、４日、７日、８日、１０日、１１日、
　　　　　　　　１２日、１３日、１４日、１６日、１７日、１８日、
　　　　　　　　１９日、２１日、２２日、２３日、２９日、３１日
（出張操法）　２日板橋、５．６日盛岡、９日板橋、１６日板橋
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心健導場主宰

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。

　２０１２年７月５日、１つのニュースが世界中を駆け巡りました。

　それは、「ヒッグス粒子とみられる新粒子を発見」というニュースです。

　みなさんはこの発見をどう捉えておられますか。

　ヒッグス粒子と聞いても、なんだか難しくて分からない。多くの方がそうで

しょう。新聞ではこの粒子を「神の粒子」と呼んでいました。簡単に言えば、

理論物理学では質量のない素粒子がこのヒッグス粒子によって質量が与えられたと１９６４年にヒッグス博士が提

唱したもので、それが今回実験で「発見」と発表されたのです。

　このニュースを、この「けやき」でなぜ紹介するのでしょうか。

　新春号で、今年のテーマは「３と９７の生き方」を知らしめていかねばならない時期が来たと書きました。そしてそ

れは、「自然（宇宙）を感じ、学び、共存する」ことです、と述べました。この天明の思いと、まさにこの宇宙を物質と

して誕生させたヒッグス粒子の発見の年と重なったことで、２０１２年が大きな変化の年であると感じています。

　ヒッグス粒子発見のニュースを続けましょう。

　ここで天明が申し上げたいのは、この世紀の大発見に日本人が深く関わっていることです。このヒッグス博士の

理論に大きく貢献したのは、南部陽一郎博士（ノーベル賞受賞者）です。実験でも多くの日本人研究者が関わっ

ていますし、また、今回の実験装置には多くの日本企業が関わり、技術で観測を支えてきました。

　この歴史的瞬間に日本人として立ち会っていること、いまのこの時代
に生まれていることに感謝したいですね。

目にみえない９７をしっかり意識すること

　最先端の物理学である量子力学とは、電子顕微鏡でしかみえない世

界を探求する学問です。すなわち、肉眼ではみることのできない世界が

どうなっているのかをとらえる学問です。そのためには、「意識の目」で

このみえない世界をみなければなりません。

　これは、天明がこれまでお伝えしてきた「３と９７」の意味すること、その

ままです。

　「木の幹」が３で、「根っ子」が９７と表現してきました。３がみえる部分、

９７は土の中にもぐっていますから、みえない部分。樹木はその根っ子

をしっかりと伸ばしているから倒れませんが、人間もまた同じ。目にみえ

ない９７をしっかり意識していれば、どんなことがあってもしっかりと立っ

ていられます。そのために、「みえない力（ちから、パワー）を各々が持っ

ていることを意識しなさい」と、ずっと言い続けて来ました。



☆ 「神の粒子」発見の意味すること

　いまの時代、これからの時代ではなおさらです。

　天明が言っていたことが、「後になってそういうことだったのか」とは思って頂きたくはありません。

　天明とご縁している方々が、こうした意識にいま目覚めてほしいと思います。

　口を酸っぱくして申し上げなければならないのは、「いまは目にみえないものによって動かされている」からで

す。

　目にみえないものとは、何のことか、おわかりですか。

　大事にすべきは、「ご縁」であり、「絆」であり、「愛」であり、といったみえないものです。その一方、「放射能」や

「必ず襲ってくる大地震」といった、目にみえない脅威に日々さらされています。

　目にはみえないからわからない、どうでもいい、ではなく、目にみえないものをみようと努力することです。量子

論物理学者はこのみえない世界をなんとかみてやろうと日々取り組んできたのです。このヒッグス粒子発見のた

めに何回、実験を繰り返したと思われますか。実に、１０００兆回以上もの実験をくりかえしてきた結果だったので

す。

　そうすれば、不可能と言われたことも可能になってくるのです。

　身近なことで言えば、病気やケガが自然に

治る。これもみえない力である免疫力が働い

てくれているからですね。ガン細胞も毎日毎日

どこかで生まれていますが、自分の免疫力で

自然に無くなっています。こうした力を持って

いるから、私たちは日々生かされています。

　ただただ感謝です。

　これを当たり前と思う気持ちが、こうした力を

失わせるのです。

　免疫さんにとってみれば、「当たり前」と思わ

れるよりも、「感謝」された方が、「よし、がんば

ろう」という気になりますよね。白血球さんは自

らを犠牲にしてウイルスに立ち向かうのですか

ら、「感謝」するのが、むしろ「自然」ですね。

みえない世界を意識してきた日本人

　もう少し、宇宙の話をします。

　いまから２年前の２０１０年にも、世紀の大発見がありました。これは、講演会でも何度もお話してきましたから、

おわかりの方もいらっしゃるでしょう。

　「暗黒物質（ダークマター）」と「暗黒エネルギー（ダークエネルギー）」の存在が発表されたのです。

　宇宙全体の中で我々が目にみえる宇宙としてわかっているのは、たった４．５％。残りは、「暗黒物質が２２．９

％」、「暗黒エネルギーが７２．６％」と、我々が全くわかっていない、未知の存在だというのです。

　この比率を突き止めたのも、日本人科学者でした。

　つまりは、みえる世界４．５、みえない世界９５．５。天から天明に降りてきた言葉「３と９７」に限りなく近い数字だ

と思いませんか。

　そして科学者によれば、これからの宇宙はこのみえない宇宙が拡がって、いずれはその比率は３と９７に近づい

ていくというのです。

　このことから気付くべきことは、我々人類は宇宙のすべてを知ったように思っていますが、それはたったの４．５

％に過ぎないことだったということです。

（写真はイメージです。この地球はこの宇宙の中で生かされているのです。

　宇宙が身近な存在になりつつあることを実感されてください）



　現代人はこうして物理的、科学的に証明されないと、何事も素直に受け入れませんが、これこそ、「もった

いない」ことです。

　自然が発してくれているメッセージに気付く事ができないからです。

　本来の日本人は、当たり前のようにみえない世界を意識して、感謝して生きてきました。その日本人として

のＤＮＡを持ちながら、働かせていないのですから、もったいないのです。

　

　困り事があると、神社に行って神様にお祈り、お願いをしますね。神様もみえない存在ですが、いると思う

から拝むのでしょう。自分では自然とこういう行動をしているのに、みえない世界の話をすると、これはおかし

いと思ってしまうのは、残念なことです。

　それは、自分の都合がいい時だけ信じて、後は知らない。そんなことで神様が真剣に困り事を聞いてくれる

でしょうか。

　本来の日本人は、自然を感じ、そこに神様の存在を感じ、感謝して生きて来ました。それが、「すべてのモノ

に魂が宿る」とか、「アニミズム」とか、「八百万の神」といった言葉になって、現代に伝え残されてきているの

です。

　本来の日本人とは、縄文の昔、はるか１万年以上も前から続くＤＮＡです。

　太古の人たちは、自分の感覚を研ぎ澄まして、日々の生活を生きるしかありませんでした。いまのように気

象予報があるわけもなく、警察官がいてくれるわけではありません。自分の本来の力で判断し、行動するし

かなかったのです。

　言い換えれば、「太古の人たちは人間が本来持っている力（パワー）に気付いていた」と言った方がいいの

かもしれません。

　そういう能力を持った人でないと、生きてはいけなかったからです。

　危険が迫り来るのに、ただボーとしていたのではやられてしまいます。自分の持っている感性をフルに使っ

て危機を察知できる人しか生きてはいけない世界だったのです。

　そして縄文の人たちが現代人の私たちに教えてくれていることがあります。これは大事なことです。

　それは、「全てを採り尽くせば後がなくなる」ということです。

　食べ物にしても、自分達が必要

とする分しか採りませんでした。

生態系が壊れるのが恐ろしい。

自然のしっぺ返し、自然の恐ろし

さを意識できていたからです。

　いまは、「欲」のほうが勝ってい

ますね。

　「もっと、もっと」で採り尽くすか

ら、いろんな生物がいなくなるの

です。自然が壊れて行くのです。

それは自分で自分のクビを絞め

ているようなものです。

　このことに気付かない人がなん

と多いことか。本当に残念なこと

です。
（写真はイメージです。この日本で縄文時代が始まったころの地球は、氷河期でした。

　　氷に覆われた世界。日本列島もその氷のために大陸と陸つづきでした。

　ＮＰＯ法人国際縄文学協会の勉強会・縄文講座より）

現代人の生きる知恵は、縄文がくれる



　まずは、「もっと、もっと」から止めるべきです。

　どのようにこの「欲」を抑えるかで生き方はがらりと変わります。

　そして、一番大事なことは、

　「自分という存在をしっかりと持つ、知る」ということです。

　このままの生活をしていても、困った時には国がなんとかしてくれるだろう、その時になれば、誰かがなんと

かしてくれるだろう、と考えている人が多いのではないでしょうか。

　「年金制度、健康保険制度が壊れたら大変だ」。

　これが、一番の不安として生きていませんか。

　若い人たちは自分達はもらえないことを知っていますから、こうした制度を信用してはいません。新聞や報

道がこの「年金問題」で大騒ぎすることはなくなりましたが、これで「安心」していいのではなく、もう本当のこと

が言えなくなっているからです。

　天明から一言申し上げると、「もうこういったものに頼り切って生きるのは止めたほうがいい」ということです。

　そして、「自分はこうする」という確たる生き方を持つべき時が来ているのです。

　そのためには、「自分はどんな死を迎えたいのか」という覚悟が必要です。

　人間は、身分の上下、貧富の差に関係なく、１００％の人が死にます。早いか、遅いかの違いだけです。縄

文人は平均寿命が２５歳でした。現代人は５０年以上も長生きしているのです。

　これは、天明がこれまでに「全生時の迎え方」といって、みなさまにお伝えしてきたことです。

　最近は「エンディングノート」を書くことが流行っているようです。自分がどういう死に方をしたいのかを考えね

ばならない人たちが増えてきたからでしょう。

　「万が一、死に直面するような大病になった時にどうするのか」。

　みんなが病院、医者だけに頼ろうとするから、医療はパンクするのです。最近、『大往生したけりゃ医療とか

かわるな』（中村仁一著、幻冬舎新書）という本が出ました。「ガンは治療しなければ痛まず」、「食べないから

死ぬのではなく、死ぬ時が来たから食べないのである」とは、天明が言い続けてきたことをそのまま本にしてく

れたようなものです。

　自分の治癒力を信じることです。

　みえない力（パワー）を意識することです。

これからの時代をどうして生きて行くのか

　これは天明会につながっている方々なら、

おわかり頂けると思います。

　そしていよいよ今までお伝えしたことが役に

立つ時がやってきました。

　２０１２年は、マヤの予言の年です。あと半

年間ですが、何があってもおかしくはありませ

ん。

  その時に「慌てず、焦らず」行動するには、

天明が言っていることを思い出してください。

一度でも聞いた人ならＤＮＡに入っています

から、自分を信じて行動しましょう。

　たった一人が世界をかえるのです。
（8000年前、氷河期が緩んだことで、氷だけの世界に大きな変化が生まれます。氷

が解けてそこには海（日本海）ができ、南から対馬暖流と黒潮が流れ込んできま

す。こうして氷の世界から、雪や雨になり、日本列島に四季が生まれたのです。

ＮＰＯ法人国際縄文学協会の勉強会・縄文講座より）



「心健導場イベント・日記」

天明ブログをご覧ください。

http://www.tenmei-keyaki.net/

会員さんの声 おめでとう！
20１２年  ２月 ９日　豊泉匡範・晴子御夫妻長女出産

操法
仲間

頭は熱しても冷やしてもいけないよ 岐阜県恵那

　マツムラ様

　娘が部屋でつまづいて転び、壁におでこを強打しました。

　はじめは、声を出して泣いていたので、おでこを手当てしていたら、「うー」と言ったまま、白目をむいて意

識を失ってしまいました。

　私は娘が首を痛めたと思い、あわてて救急車を呼びました。救急車が来るまでに、娘の意識は戻ってき

て、落ち着いていました。病院での診療は、おでこは軽く赤くなっているだけ。医師からは、手足も普通に

動いているし、目もモノを追えているのでたいしたことはない、と言われました。

　首のことを聞くと、幼児の首は骨と骨との間があいているからたいへんなことになることはないと言われ

ました。

　帰宅してから、天明先生に連絡をし、「すぐに手当てをしてよかったですね。頸椎の６番か７番かもしれな

いね」と言われました。

　翌日、お義母さんが、東京での操法を以前から予約していたので、急きょ、娘も予約してもらいました。

　先生に操法していただいたところ、頸椎の７番が少し悪いと言われました。娘もそのあたりを触られると、

身体をよじっていました。おでこはうっすらと青っぽくなっており、内出血をしているようでした。「これだけで

すんだのは、すぐに手当てをしたおかげです。内出血をしたら、すぐに手当てをすること。冷やしてしまう

と、血が固まってひどいあざになる。あざは徐々に心臓の方に下りていき、顔にあざがひろがってしまう。

だけど、手当は、身体が、温めたり、冷やさなければならない時を知っているから、血が固まってあざにな

らないようにしてくれる」と言われました。

　それから先生は、「すぐに手当てができたのは、いつも講演を聞いていたおかげですね。あと、お義母様

が操法の予約をして下さっていたおかげで、ぶつけた翌日に操法をうけられたのですよ。早いほうがいい

ですからね。お義母様に感謝しなさい」と言われました。

　お義母さんが操法の予約をしていなかったら、娘の予約もとれず、東京まで操法を受けに行こうとは思

いませんでした。

　娘にすぐ手当てをした自分に、操法の予約をして下さっていたお義母さんに、わたしたちがそうできるよう

に沢山のことを伝えてくださっている天明先生に、たくさんの感謝をした２日間でした。

　これからも天明先生が伝えてくださっていることを実践していけるようにしたいと思います。

　ありがとうございました。

20１２年  ３月　　　　坂口天音さん　   高校合格

　　　　　　４月　　　　石川菜央さん　　 中学入学

　　　　　　　　　　　　 青木桜子さん　   小学入学

　　　　　　　　　　　　 梅田廉也さん　   小学入学

　　　　　　　　　　　　 日室柑汰さん　   小学入学

　　　　　　　　　　　　 青木リリカさん　  幼稚園入園

　　　　　　　　　　 　　日室夏依さん　 　幼稚園入園

　　　　　　　　　　　 　宮下神之介さん　幼稚園入園

　　　　　　　　　　　 　宮下惣太さん　 　幼稚園入園

　　　　　　　　　　　 　松村将太郎さん　幼稚園入園

入学
合格



2012年1月～２０12年６月天明・活動報告

３月　　　　 　池田満氏
４月　　　　 　桝平美千代さん
５月１７日 　松浦成利氏

会員さんの声 おくやみ申し上げます。ごくろうさまでした。

2012年

３月　 ２日　　   パソコンへ　
　　　　５日　　    川原氏と中條氏へ
　　 　 ７日　　 　サイモンケイナー教授の縄文学
　　 　 ８日　　 　天明講演会
　　 　 ９日　　　 パソコンへ　　活学塾へ
　　 　１５日　　　水是株式会社での講演へ
　　 　１６日　　　パソコンへ
　　 　１９日　　　手足マッサージ
　　 　２１日　　　中條氏自宅へ　手当てする
　　 　２２日　　　息吹の会
　　 　２３日　　　パソコンへ
　　 　２４日　　　パソコンへ　時代おくれへ
　　 　２５日　　　空手の試合へ
　　 　２８日　　　月刊日本パーティーへ
　　 　３１日　　　本田氏へ

（操法）　　　　１日、３日、４日、６日、７日、１０日、１３日、
　　　　　　　　１５日、２２日、２４日、２６日、２７日、２８日
（出張操法）　２日板橋、９日板橋、１６日板橋、２３日板橋

４月 　５日　　　  東大駒場へ　　古稀祝する
　　　　６日　　　 本田氏へ
　　　　７日　　 　小田先生縄文講座　飯沼コンサートへ
　　　　９日　　 　歯メンテ
　　　 １１日　　　歯インプラント下見
　　 　１２日　　　天明講演会
        １３日　　　パソコンへ　　千恵さんと夕食
　　 　１４日　　　小田先生縄文講座へ　　数理学講座へ
　　 　１５日　　　宮崎へ　同窓会ほか
　　　　　　　　　　水是紹介（都城、宮崎）　（～１８日）
　　 　１９日　　　川原氏と本田氏へ
　　 　２０日　　　パソコンへ
　　　 ２３日　　　水是説明会
　　 　２５日　　　手足マッサージ　　
　　　　　　　　　　板井先生の古代史へ
　　 　２７日　　　幸次郎氏　パースデイへ
　　 　２８日　　　千恵子コンサートへ

（操法）　　　　３日、４日、５日、７日、８日、１０日、１１日、
　　　　　　　　１４日、１８日、１９日、２０日、２１日、２２日、
　　　　　　　　２５日、２６日、２９日、３０日
（出張操法）　２日平河町、４日平河町、６日板橋と平河町
　　　　　　　　９日平河町、１３日板橋、２０日板橋、
　　　　　　　　２４日宇都宮病院へ、２７日板橋

１月　１日　　　尖石温泉へ　　桝平氏・千恵さんと（～２日）
　　　 ３日　　　天祖神社へ初詣
　　 　４日　　　川崎・志楽の湯へ
　　 　６日　　　川崎・志楽の湯へ
　　 　７日　　　アフロデイジアへ　今村氏と
　　 　９日　　　大分　～　吉野ケ里遺跡
　　　　　　　　　熊本～阿蘇火口　高千穂
　　　　　　　　　宮崎～椎葉　　（～１１日）
　    １２日　　 神田明神初詣　新年会
　　  １５日　　 はちとりクラブへ
　　  １８日　 　酒生氏　英訳依頼　東中野へ
　 　  ２０日　　パソコンへ
　　   ２２日　　蓼科ホテル下見
　　 　２３日　　けやきうちあわせ
　　   ２５日　　歯のメンテ　東中野へ英訳の校正
　　　 ２７日　　パソコンへ
　　 　２８日　　時代おくれへ　貝瀬氏ご子息来導

（操法）　　　　 ６日、８日、１４日、１５日、１６日、１７日、１８日、
　　　　　　　　 １９日、２１日、２２日、２３日、２４日、２５日、２６日、
　　　　　　　　 ３１日
（出張操法） 　１３日板橋、２０日板橋、２７日板橋

２月 　２日　 　ミヤテック社長　来導
　　　　３日　 　新橋へ　板谷先生
　　　　７日　　 プログスタート　　英訳受け取りに
　　　　８日　　 手足マッサージ
　　　　９日　 　天明講演会
　　　１０日　 　パソコンへ
　　　　　　　　　松永様宅へ
　　　１１日　 　キャリアコンサルティング　国護り演説大会
　　　１５日　　　佐々木氏と夕食
　　　１７日　　 パソコンへ
　　　１８日　　 活学２周年へ
　　　２０日　　 一般社団法人の件
　　　２２日　　 一般社団法人の件
　　　２４日　 　パソコンへ
　　　２５日　 　南木曽～恵那講演会（～２６日）
　　　２７日　 　貝瀬氏へ　　内藤氏も
　　　２９日　 　歯のメンテ

　（操法）　　　１日、６日、８日、１３日、１４日、１５日、１８日、
　　　　　　　 　１９日、２１日、２２日、２３日
（出張操法） 　３日板橋、１０日板橋、１７日板橋、２４日板橋

６月７日　　鈴村まゆみさん
７月７日　　小黒せんさん　



１８：１５受付開始　　　１８：３０－２０：００終了予定

会場/明治記念館

2012年は毎月第２木曜日
に変更になります天明 講演会

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。

 8月  9日（木）
　　　 
 9月13日（木） 　　
　　　

ホームページから
参加申し込みができます

387回

10月11日（木） 　　
　　　

389回

388回

５月 　４日　　    　わが母の記　映画へ
　　　　９日　　　 　八交会にて講演
　　　 １０日　　　　天明講演会
　　　 １１日　　　　パソコンへ
　　　 １２日　　　　数理学へ
　　 　１３日　　　　いのちの力　映画へ
　　　 １４日　　　　手足マッサージ
　　 　１５日　　　　本田氏へ
　　 　１６日　　　　イー・アグリ㈱へ
　　 　１７日　　　　松浦成利氏　死
　　 　１８日　　　　松浦成利氏　斎場へ
　　 　２０日　　　　松浦成利氏　斎場へ
　　 　２１日　　　　金環日食　　息吹の会終了　パソコンへ
　　 　２２日　　　　松浦成利氏　お通夜
　　 　２３日　　　　松浦成利氏　告別式
　　　 ２４日　　　　音や金時へ　　飯沼氏招待する
　　　 ２５日　　　　全日本女子バレーボール大会へ
　　　 ２６日　　　　時代おくれ
　　　 ２７日　　　　杉戸の網本氏へ
　　　 ２８日　　　　本田氏へ　松永氏を紹介

（操法）　　　　１日、３日、８日、１３日、１６日、２２日、２５日、
　　　　　　　　 ２６日、３１日
（出張操法）　１１日板橋、２５日板橋
（遠隔操法）　 ２９日恵那

親が子供をまっすぐ育てる3つの心
（待つこと、許すこと、願い祈ること）

11月 8日（木）　　
　12月13日（木）　　
　

391回

390回

この子、育てた親みたい
「はい」と返事のできる子に　口ではなく目でしかる親

「3と97」ってなーに　　部分と全体

「3と97」ってなーに　　見える世界、見えない世界

「3と97」ってなーに　　宇宙とつながっている、いのち

2012年

東京都港区元赤坂２－２－２３　
ＴＥＬ03-3403-1171　

・JR中央線・総武線　【信濃町駅】下車、徒歩3分 
・地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線　
　　【青山一丁目駅】下車（2番出口）、徒歩6分  
・地下鉄 大江戸線　【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分 

アクセス

６月 　１日　　　パソコンへ
　　　　２日　　　孫の運動会へ
　　　　３日　　　杉戸の田植えへ
　　　　４日　　　歯点検　ステラへ
　　　　５日　　　良子さん退院
　　　　７日　　　アポカード　新しく作成
　　　　８日　　　古代史セミナー
　　　　９日　　　小田先生縄文講座
　　　１０日　　　成城学園　佳子さん
　　　１３日　　　歯　インプラント下見
　　　１４日　　　天明講演会　水是セミナー
　　　１５日　　　パソコンへ
　　　１６日　　　石岡へ　ブルーベリー下見
　　　１７日　　　税理士先生来導
　　　１８日　　　府中の松永氏へ
　　　２１日　　　手足マッサージ
　　　２２日　　　パソコンへ
　　　２３日　　　南木曽・恵那講演会
　　　２７日　　　石岡へ　ブルーベリー下見
　　　３０日　　　松浦様宅へ

（操法）　　　　７日、１１日、１２日、１３日、１４日、２０日、２１日、
　　　　　　   　２４日、２５日、２６日、２８日、２９日、３０日
（出張操法）　１日板橋、８日板橋、平河町、１５日板橋、
　　　　　　　 　２９日板橋
（遠隔操法）　 ３日恵那、５日恵那



　これが、天明が今までテーマにしてきたことであり、皆さまに問い

かけてきたことです。

　他人のことは本当によく見えて、ああだこうだという人が自分のこと

となると、「分からない」「知らない」と答えます。自分がわからない、

自分を信じられないというのは、今まではこの仕組みの中にいれば

なんとなく生きられたから、自分と向き合うこと、　　接心しなくても生

きてこられたからです。

　しかし、これからはそうはいきません。

　「これからが不安だ」と感じているのなら、こうした仕組みに支えら

れて生きているからです。

　今の生き方がご自身が本当にしたいと思っている生き方ですか。

　自分の生き方とは自分と真向かうことから出て来ます。自分がわか

らないというのは、その真向かうことから逃げてきたからです。

　逃げるのではなく、覚悟することです。

けやき
第34号（2012年末号）
発行日：平成24年12月
発行者：心健導場主宰　天明
住所　 ：〒１６７－００５２
　　　　　杉並区南荻窪２－７－１２
ＴＥＬ   ：０３－３３３４－２５２７ 天明

てんめい

心健導場主宰

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。

2013年、いよいよ自分と真向かう、

　接心の時がやってきます。

　天明がこの４０年間テーマにしてきたのは、「いのち」です。そして、「自分　　　（あ）」です。

　２０１３年からは、いよいよ自分自身といのちに向き合わねばならない時がやってきます

（　　接心（あぜっしん）の時です）。

　この２０年間に起きたこと。それは、経済のみならず、国や政治、社会の仕組みそのものまでもがどんどん壊れ

てきているということです。医療の世界も同じです。

　これは、今まで通りやれていたことが続かなくなってきているからです。

　このことはもう誰もが感じとっていることだと思いますし、そのため、何を信じていいのかがわからなくなってきて

いると思います。

　では、これからどうすればいいのでしょうか。

　それは、「自分自身を信じること」しかありません。

　「自分がどういう人間なのかを知っていますか、自分を信じていますか」

　



自分のこころ、いのちに真向かう、覚悟がありますか。

　政治の世界でも、経済でも、前に向かって進んでいかないのは、その覚悟がないからです。のらりくらりとそ

の場を逃げればなんとかなるでやってきたから、こんな大変な状況をつくりだしてしまいました。

　身体、健康も同じです。

　「まあいいだろう」が、病気という結果を引き寄せてくるのです。

　

　覚悟するとは、その結果についての責任を持つということです。

　そしてその覚悟ができた人ほど、「自分の思っていた結果を出している」のです。

　覚悟ができる、腹がくくれる人には思い通りの結果が出てくるというのが、私が経験から感じとっていることで

す。２０１３年はこのことに気付いてください。

　たとえば最近、癌治療を拒否する人が増えています。

　これは、「いのちの覚悟」です。

　この天明会に来られている方々にもいます。その方々を見てください。

　医者がなんと言おうと自分なりの生き方をもって、自分のやりたいことをやって生き生きとして生きておられ

ます。

　それは、医療行為は受けない、自分が信じることをやって生きて行くという覚悟ができたからです。

　『大往生したけりゃ、医療と関わるな』という本を医者本人が書いて大反響となっていますね。

　医者はただ儲けたいだけ。これが現代医療の真の姿であることを暴露してくれました。

　いままでは医者にばかり頼っていましたが、「いのち」はどうするのかを自分が覚悟しておかねばならない時

が来ているということです。

　　※　　　　　　　　　　　　　※　　　　　　　　　　　　　　※

　また、その覚悟ができると、自分の生き方そのものが変わってきます。

　生きるのに必死、本氣になるからです。

　

　どんな小さなことであったとしても全力で取り組んでいる人がいます。会社の事業であっても、ボランティア

でも、他人がこんなことと思うことでも、本人は真剣そのもので、一途に取り組んでいます。

　そういう人は、素晴らしいオーラを自らが出しています。周りの人たちをも元氣にしていくというオーラ（たとえ

ば、笑顔）です。

　そういう人はなぜ本氣になれるのでしょうか。

　それは、「いのちをかけてでも」とか、「これにいのちをかけている」という覚悟があるからです。

　「いのち」と「自分」に真剣に向き合うから、覚悟ができる、本氣になれるのです。

　「人生９０年時代」に入っています。定年からの人生は３０年もあります。

　その時間を生き生きとして生きていけるかどうか、です。これが「老後」という大きな悩みになっています。

　この期間をどう生きるかは、まさに、「覚悟するか、しないか」、「本氣になれるか、なれないか」という、あなた

自身の選択次第です。覚悟を決めて、与えられた時間を楽しく、おもしろく生きようではありませんか。

☆自分のいのちと真向かう覚悟をする時



もう１つのテーマは、「温もり」です。

　２０１３年、もう１つ、テーマにしたいのが、「ぬくもり」です。

　これも、「ありがとう」とか「もったいない」と同じように、日本独特の言葉なんでしょう。

　しかし、今は「温もり」がどんどん感じられなくなってきています。

　「温もり」が感じられないこととは、いじめや児童虐待、そして親が子供を…といった事件です。社会問題化し

て久しいですが、減るどころか、増えるばかりです。

　本当に残念な時代になってしまったなと思います。このまま放っておいていいはずはありません。

　「温もり」とは、両親や他者、そして自然から感じとるものです。言い換えれば、「愛情」です。

　なぜ、いじめや虐待がこんなにもひどくなっているのでしょうか。

　それは、この「温もり」を知らない、分からない人が増えてきているからです。自分が分からないのですから、子

供や他者に伝えることはできません。もう１つの理由は、自分に嫌なことがあった時に、自分をどうしたらいいの

かわからない大人が増えているからです。

　天明は、「紙おむつはやめなさい」、「ベビーカーはやめなさい」、「子どもに携帯電話は持たせない」と言って

きました。その理由がおわかりでしょうか。

　赤ちゃんから「嫌だ」とか、「不快だ」という感覚を学ぶチャンスを大人が奪ってしまうからです。

　今ではその紙おむつ、ベビーカーで育った人たちが親になっています。

 　自分が赤ちゃんの時に経験しているはずの不快感、他者からされて嫌なことを経験していないのですから、

分かりません。自分の子どもも自分と同じようにして育てるでしょう。

　これがどんどん連鎖していったら、どういう未来がやってくることになるのでしょうか。みなさんも想像してみてく

ださい。

　新宿高島屋さんが素晴らしいことを始められました。

　「へこおび（おぶいひも）」の販売です。

　これまで天明は、「赤ちゃんは抱っこする、おんぶすることが大事です」とお伝えしてきました。それは、親が

突発的な事故にあった時に両手でつかまれるし、物をはらいのけて走って逃げられるからだけではなく、親の

肌の「温もり」を赤ちゃんが感じられるからです。

　これはいいニュースです。

　この新宿高島屋さんの販売を契機として、この昔ながらのスタイルが、日本じゅう、世界じゅうの親たちに拡

がっていってくれればと思います。

　外出時には大変でしょうが、この「温も

り」は将来、子供からは思いやりとなって

返ってきますよ。

　過保護はよくないと言われますが、そ

んなことは気にせず、親としての愛情は

めっいっぱい注いでください。授乳にし

ても、赤ちゃんの顔をみながらできるの

は、ほんの数カ月だけなのですから。

　赤ちゃんが親の「温もり」を感じられる

機会をどうぞつくってあげてください。

　これが、親としての覚悟です。

　２０１３年は、「いのち」「自分　　（あ）」に

加えて、この「覚悟」と「本氣」をテーマに

お伝えしていきます。



１０月１３日（土）、１４日（日）

縄文天然温泉　尖石の湯に行ってきました

長野蓼科・一日断食ツアー

　10月13日、14日と、長野県茅野市で1日断食のツアーを行いました。

一行はまず茅野市の尖石の縄文遺跡へ。ここには国宝の「縄文ビーナ

ス」があります。この日は残念ながら本物は貸し出し中でしたが、学芸員さ

んの説明を聞き、しばし縄文の世界を感じました。

　そして今日の宿である、たてしなに移動。三井の森、多くの別荘が立ち

並ぶ中にこの「たてしなエグゼクティブハウス」はあります。

　このツアーの目的は、1日断食と縄文温泉に入ることでした。

　この縄文温泉「尖石のしずく」は、露天風呂作りの名人を招いて作り上

げた、自然そのものが感じられる「野天温泉」です。明かりはありません。

宿舎からは少し離れているため、夜は懐中電灯をもって行きます。

　そして翌日朝までの断食です。何も食べないから身体を動かさない方が

いいのではなく、軽い運動をした方がいいのです。夜は、活元運動をし

て、朝は少しばかりの散策に出かけました。

　下の写真は、散策から帰ってきた直後に撮ったものです。まだ食事前で

すが、みなさん、いい顔されていますね。

　自然に学び、自然を感じることができた、今回の天明ツアーでした。

天明ブログをご覧ください。

「心健導場イベント・日記」

http://www.tenmei-keyaki.net/

→プログを始めて以来、2012年からは

書きこむ頻度も増えて来ました。

　右は写真ですので、読みづらいと思い

ますので、どうぞネットでご覧ください。

こんな調子で書いています。



操法
仲間

人間はできますでしょうか
バフ君、父母の死みおくり、いい見本を頂きました

　1996年、ダックスフンドのバフ君が家族の一員となり、

　たくさんの思い出を16年間、ありがとうございました。

バフ君闘病記

10月27日ＰＭ10.30

　ウッ!!  息をすった後、いっさい口開かず、歯の上下くっついて固まる。呼吸止まり、ＰＭ10.38、心臓止まる。

　子供達と娘達５人で風呂に入れてあげようと抱きかわった時、コロっと梅干の種子の大きさのうんちがころがり

落ちた。肛門に綿をつめ、風呂できれいになってピンクのハウスに入れて、寂しくないようにとパク君のお気に

入りだったおもちゃ、人形、手紙などを供え、お香をたいて合掌した。

　家族全員が精いっぱい看取ったので悲しいが、ホッとした。

10月28日ＡＭ9.30

　斎場へ。１時間で遺骨となり、帰宅する。

　家族に病人が出ると生活のリズムがみだれますね。危篤状態になると、子供達は学校やクラブ活動を早退し

たり、昼間私が診れない時は娘達も在宅勤務（外資系）や代休をとったりして、24時間バフ君から目を離しま

せんでした。

　食べたい、痛い、苦しい、厚い、のどがかわく等、何も文句言わずにただひたすら横になり、目だけあけて様

子をみる。同じ横寝は床づれができてはいけないのでかえてあげる。皮膚病でただれていた（500円玉）のが

きれいに治り、毛もはえてきた。たべないと消化に使うエネルギーが皮膚の再生に回ることを教えられた。

　食物を食べない方がよくなることを！！

　前足だけで歩けるあいだは自力で水飲みに行っていたが、寝たっきりになって水をスポイドであげるとゴクン

と飲む。ほしくなければ、歯を上下しっかり閉じる。

　水を飲むと、必ずトイレに行こうとする。上体を起こし、後足と腰を支えて連れて行くとシートの上にとまり、ま

た、帰って寝る。「おむつをしているから行かないでいいよ」と言っても、必ず行く。おむつを見ると、おしっこを

している。私はあげない方がいいよと言ったが…。

10月12日

　水だけでは栄養失調になって死ぬと言って、

高カロリーの液体の栄養剤をあげた。バフ君

も食べた。

　その夜、ＡＭ1.00-3.00　ウーウーと苦しそうに

もがき、吐き、ずっと抱いていた。

　このことがあり、この後は水しかあげなかった。

　昼間は寝たきりなのに子供が帰ると、表情が

やさしくなる。水をあげるとゴクン、目を開けて飲

む。３～４回危篤状態があり、夜中起こされたり

しましたが、子供の心に強く生きることの大切さ

を身をもって感じたのでしょう。

10月28日ＰＭ10.38　永眠。　亡くなってすぐに

書いた８歳の子供の手紙です。

　父母とバフ君を看取り、全生時（死ぬとき）の

いい見本を頂きました。私の一番の宝物です。

　　　　　　　　　



2012年7月～２０12年11月天明・活動報告

７月　７日　　　小黒せんさん
８月１４日　　　吉野順子さん

会員さんの声

誕生　おめでとう！

９月６日　　坂斎直君　男

おくやみ申し上げます。
ごくろうさまでした。

10月   ３日　　　 ＡＩＡ研修へ
　　　　７日　　　 小林氏と三鷹にて
　　　　８日　　　 八木会
　　　  10日　　　 上野、絵画展へ
　　　  11日　　　 天明講演会（３８９回）
　　　  12日　　　パソコンへ
　　　　13日　　　バフ君　食物すべて受け入れない
　　　　　　　　　　１日断食ツアー　蓼科にて（～１５日）
　　　　16日　　　 手足マッサージ
　　　　19日　　　 山腰氏と川崎の田村さんへ
　　　　27日　　　 バク君死亡（ＰМ10.38）
　　　　28日　　　 斎場へ（ＡＭ9.30）
　　　　31日　　　 娘（次女）、バイクと自転車の事故

（操法）　　　    　２日、９日、１６日、１７日、１８日、２０日、
　　　　　　　　     ２２日、２３日、２４日、２６日、２７日、　　　　　
　　　                ２８日、 ２９日、３０日
（出張操法）　     ５日板橋、１２日板橋、１９日板橋、２９日品川

11月   ２日　　   帳簿整理（５月～１０月）（～５日）
　　　　５日　　　 歯メンテナンス
　　　　　　　　　　日本臨床動作法の体験をする
　　　　８日　　　 天明講演会（３９０回）
　　　　９日　　　 台湾オーケストラ演奏会へ
　　　  10日　　　 南木曽講演会
　　　　11日　　　 恵那講演会
　　　　12日　　　 木曽福島観光課の須藤氏に接見
　　　　14日　　　 長岡氏来導
　　　　　　　　　　 五反田の水是セミナーへ
　　　　16日　　　 パソコンへ
　　　　19日　　　 手足マッサージ
　　　　21日　　　 「けやき」打ち合わせ
　　　　23日　　　 「けやき」原稿（～２４日）
　　　　24日　　　 時代おくれ
　　　　25日　　　 川越へ

（操法）　　　　    １３日、１７日、１８日、１９日、２０日、２１日、
　　　　 　　　　    ２２日、２８日、
（出張操法）　     ９日板橋、１３日社会保険中央病院へ、
　　　　　　　　     １６日板橋と社会保険中央病院へ
　　　　　　　　     ３０日板橋

７月 ２日　　　歯メンテナンス
　　　４日　　　ヒッグス粒子発見
　　　５日　　　手足マッサージ
　　　６日　　　パソコンへ
　　　７日　　　縄文セミナーへ　　「けやき」打ち合わせ
　　　８日　　　埼玉Ｋ氏宅へ
　　　９日　　　せんさんお通夜
　　 10日　　　歯メンテナンス
　　 11日　　　ガイヤの森　説明会へ
　　 12日　　　天明講演会（３８６回）
　　 13日　　　川崎へ　　　
　　 14日　　　畑中氏と伊東の件
　　 17日　　　１７クラブ会食　　渡辺氏と西荻窪にて
　　 19日　　　台湾へ（～２４日）
　　 27日　　　パソコンへ
　　 28日　　　時代おくれへ
　   29日　　　「けやき」校正作業

（操法）　　　　 ３日、８日、１０日、１１日、１５日、１６日、１８日、
　　　　　　　　　２５日、２６日、２８日、３０日
（出張操法） 　６日板橋、９日中津川病院、１３日板橋、２７日板橋
（遠隔操法）　 ６日南木曽、７日南木曽

８月 １日　　　川崎へ
　　　 ２日　　 Ｈさんと反省会
　　　 ３日　　 映画「おおかみ子供の雨と雪」
　　　 ５日　　 世田谷のＭ氏宅へ
　　　 ９日　　 天明講演会（３８７回）
　　　10日　　 パソコンへ
　　　　　　　　 映画「おおかみ子供の雨と雪」
　　　11日　　 ブルーベリーツアー
　　　13日　　 台湾の謝先生よりパナマ帽子（４ケ）届。
　　　　　　　　　　渡辺氏来導契約する
　　　14日　　 サイズ合わない等でそのまま返品する
　　　　　　　　　　順子さん告別式
　　　15日　　 京都へ（～１８日）
　　　20日　　 パソコンへ
　　　23日　　 手足マッサージ
　　　25日　　 時代おくれ
　　　26日　　 ワールドレッツサービスのセミナーヘ
　　　27日　　 古代史セミナーへ
　　　31日　　 ドコモ、迷惑メールの件

（操法）　　　   ４日、５日、６日、１３日、２０日、２１日、２５日、２７日、
　　　　　　　  　２９日、３０日、３１日

９月　１日　　 なんじゃもんじゃオーケストラコンサート
　　　 ３日　　 歯メンテナンス　　Ｋサロンへ
　　　 ４日　　 パソコンへ
　　　 ７日　　 大丸にて　川原氏と
　　　 ８日　　 ドコモへ、迷惑メールで
　　　10日　　 帳簿整理（１月～４月）（～１２日）
　　　13日　　 天明講演会（３８８回）
　　　14日　　 パソコンへ
　　　18日　　 手足マッサージ　　
　　　　　　　　 水是セミナーへ
　　　21日　　 本断食の下見（～22日）
　　　23日　　 精算（21～22日）
　　　24日　　 川崎へ
　　　25日　　 パソコンへ
　　　　　　　　 濱田氏へ　　携帯メール変更
　　　26日　　 飯田の菜花　矢澤両氏へ
　　　28日　　 ワールドレッツサービスの社長、会長に接見
　　　29日　　 パソコンへ
　　　 

（操法）　　　　 ５日、６日、８日、９日、１５日、１６日、１７日、
　　　　　　　 　１９日、２０日、２７日、２９日



ご存知ですか、「児童憲章」
　冒頭でも述べましたが、今、本当に「温もり」
が感じられない世の中になってしまいました。
それは子供に対するいじめ、虐待が日常的
になってしまっていると感じるからです。
　いじめも学校が認めないことで、子供たちが
苦しんでいます。
　このままでいいはずはありません。

　この「児童憲章」をご存知ですか。
　戦後の1951年、子供の日である５月５日に
制定された宣言的文書です。
　前文で、「児童は、人として尊ばれる」「児
童は、社会の一員として重んじられる」「児童
は、よい環境の中で育てられる」という３つの
理念を示しています。
　戦後の荒廃した社会環境の中で子供を守
り育てる施策の充実が迫られていたことから
作成されたものです。
　ここでもう一度、大事にしなければならない
のは、「児童憲章」を制定した頃の精神に立
ち返ることではないでしょうか。
　2013年は、講演会などでもこの児童憲章の
大事さをご紹介していきます。

憲章の序文には、
「われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を
確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める」
とある

１８：１５受付開始　　　１８：３０－２０：００終了予定

会場/明治記念館

毎月第２木曜日です

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。

ホームページから
参加申し込みができます

1月10日（木） 18.15集合　　
　　
2月14日（木）　　　

3月14日（木）　　　

392回

2013年

東京都港区元赤坂２－２－２３　
ＴＥＬ03-3403-1171　

・JR中央線・総武線　【信濃町駅】下車、徒歩3分 
・地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線　
　　【青山一丁目駅】下車（2番出口）、徒歩6分  
・地下鉄 大江戸線　【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分 

アクセス

天明 講演会
新年は恒例、神田明神でお会いいたしましょう

393回 未定です

未定です

　携帯電話についての勉強会に行ってきました。
この会では携帯電話の問題点を挙げていました。これは以前から言
われていたことではあります。
　携帯電話を子供に使わせるのは、大変危険だというのです。
　そのわけは、携帯電話が出している電磁波です。これは電子レン
ジで使われているのと同じマイクロ波で、熱上昇効果があります。
　わかりやすく言えば、脳の近くで電子レンジをかけているようなもの
です。
　アメリカでは携帯電話によって脳腫瘍の健康被害にあったとして
集団訴訟が起きていますし、ヨーロッパ各国では16歳未満の子供に
は使用を禁止すべきとしています。
 日本では、親が気をつけるしかありません。

19.00から
新年会 会費5.000円



けやき
第35号（2013年末号）
発行日：平成25年12月
発行者：心健導場主宰　天明
住所　 ：〒１６７－００５２
　　　　　杉並区南荻窪２－７－１２
ＴＥＬ   ：０３－３３３４－２５２７ 天明

てんめい

心健導場主宰

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。

　会報「けやき」第35号は、天明けやきの会400回記念祝賀会での皆さまからのご感想をお伝えするとともに、

天明先生からのメッセージ、天明会の2013年の動き、2014年からの動きについてです。

　2013年は、「けやきの会400回」という記念すべき会がやってくる年でしたが、実施するかどうかは決めかね

ていました。それが具体化したのは、6月のある日のこと。「よし、やろう」ということで急きょ、決定。そこからこの

会をどうするのかの打ち合わせが始まりました。

　本来ならば「記念講演会」とすべきですが、400回は、天明先生をゲストとしてお招きして、先生にご縁してい

る方がたが400回を祝うという形をとりました。そして今回のメインスピーカーとなるのは、天明先生にご縁したこ

とで信じられないような体験をした方々でした。天明会は2013年、いよいよその時がやってきたとして、「医者

に頼らない健康法」をパンフなどでうたい始めましたが、その体現者のお話をお医者様をお招きしてお聞きす

るという、まさにけやきの会らしい400回記念になりました。

　お陰さまで、日本全国、そして台湾とここ東京銀座がつながる、素晴らしい会にすることができました。

　厚く御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天明けやきの会400回記念祝賀会・実行委員会

天明けやきの会400回記念祝賀会

2013年9月7日（土）
クルーズクルーズＴＨＥ ＧＩＮＺＡにて

日本全国と海外から１２０名超の方々が足を
運んでくださり大盛況の中に幕を閉じました。



☆天明けやきの会400回記念祝賀会

参加くださった皆さまの感想をご紹介します

よかった。料理も美味しかった。
いい話をきいて出席してよかった。
　　　　　　　　　　　
天明さんの話をもう少し聞きたかった。
9.18.36.72.144の話がよかった。
　　　　　　　　　

いろんなセミナーに出席するが、こんな空気はない。
はじめて

アットホーム、家族的な会でした

台湾から駆けつけて下さいました、謝先生

子ども（2歳）がさわがなかった。
不思議に思った。空気がちがうの
か、出席して心の財産もらいました。

謝先生
どっしりとして風格あり。言葉
に誠実があり、天明先生を大事
に思っているのが感じられた。

天明先生を思っている方の集まりを再確認した。
若いスタッフの方々が協力している姿、とても好感が持てた。
呼吸深く、脳の活性、波の話し、
天明講演の原点にもどったのがよかった。

いろんなセミナーに出席するが、エネルギーは体
の中にエネルギーの元がある、呼吸法、すごい。
部下をつれて行きます。

余生を命かがやかせて一生けんめい、
生きてゆきたいと思います。
楽しく学ばせて頂きました。

天明先生の人徳としか思えません。
個人的にも先生と関わり、
とても楽しい思いをしました。
　　　　　　　　　



こういう会、いいね。また出席しますよ。

物売りの場ではなく、四谷の時の原点にもどってやってほしい。
手当ての指導も、身に付いていない。
習慣化させていないからくり返しくり返しやってもいいと思う。

ご挨拶を頂きました、葉先生

1987年の2周年から9回、節目の記念会に出席したが、
今回が一番よかった。余分なものがとれて、
すっきりしてわかりやすかった。

元気な身体を保つためには日々の呼吸法をマスターしていれば、医者
いらずという良い日々がおくれること。
「いのち」の本をあらためて何度も読み返すことで、自分みがきをし
てすごすことの大切さを良く感じました。
1人でも多くの方が天明先生の講演を聞きに来てくださることが望ま
しいと思います。自分が変わらなければ周りは変わらない。そんな思
いです。自分みがきをすることが一番です。

謝先生、
年より向き、
理屈屋にはいい
葉先生、
若い人向き、
感覚的な人によい

今日はありがとうございました。私の席は畏れ多いところでビックリしましたが、
これも意味があると思い、有難く座らせて頂きました。9.18.36.72.144は凄かったです。
びっくりでした。面白いですね。
素敵なひと時を過ごすことができました。ありがとうございました。



命について
3.9.18.36.72.144
2ヶ月に1回でも郊外（千葉、埼玉、神奈川）

で講演をしてほしい

「3と97の法則」や「9」という
数字が持つ意味など、命の原形に
ついての話が印象的でした

「9」という数字が波動とは知りませんでした。
今日、天明先生のお話で人生まだまだと感じ
ました。
9.18.36.72.144　初めていろいろなことに気
付きました。
もう少し機会があればうれしいです。

雰囲気がよかった。ざわざわでなく、静かな、透明感があった。
知識じゃなく、氣付き、感じるが大切だとまた教わった。
自分の命は自分で守る、力強さを改めて感動いたしました。

寺澤先生の同じ生命体という
言葉を頂いて帰る

寺澤先生の集中力がだらける
ところに1人1人テーブルを
回って意識をひきしめてい
く、すごさ、すばらしい。

21年ぶりにお会いでき、
本当に来てよかった。
男性が多いのにビックリした

４００回の締めは、やはり寺澤先生にお願いしました

また得ることがあり、申し訳ない程です。
日、時、場所等大変良かったです。



良かった、
元気がもらえた

料理、美味しかった。雰囲気よかった。
Ｙ大学病院から生存しているのに「死亡
診断書」が来た話しをすればよかった

よかったよ。皆さんの心が
1つになっていたよ。天明
さんの人徳だね。

思いの強さは生きる力を生む。
体験談をもう少し多くの人から聞きたいと思いました。

よかった。いい雰囲気で。
天明さんの応援団だ。

様々な人の生命力に触れ、エネルギーがわいてきました。
こういう人たちが集まる天明先生の存在に感動しました。

生命の大切さを上手に話してくださり、ありがとうございました。
身の宝…心の宝はいつまでも自分の中に残りますよね。いつも心に
感謝をし、いま生かされていることに感謝することが大切なんだな
ぁと思いました。大切なお話をありがとうございました。

1人でばたばたとしていたけれども、
まかせるスタッフはいないの。
４０年、よくやってきたね。

天明先生のお話から感じたこと、気付いたことに対して、葉先生のご祝辞、
謝先生のお話は自分にとってよかった。寺澤先生のお言葉はプレッシャーに
なり、今後に良いと思った。
お話の中で会場全体が先生のパワーであふれていたことを感じた。
会場について真っ先に目にとまったのは、忙しそうな先生のお姿でした。今後
のことですけれども、先生が動かなくてすむようにスタッフの方々に望みます。



皆が1つになっている。
いい会だった。

天明先生のお心が皆々様に伝わったと思います。
謝先生はじめ、遠方から来られて、それぞれの言葉が
良かったです。
生命体ですね。心が１つになりましたよ。
次回のけやきの会がいっぱいになりますように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺澤先生

ご多忙の中で駆けつけて下さった、行徳先生

先生、お久しぶりでございます。
ますますお元氣で皆さまを救っている姿はとても感動的でした。

「３と９７」の根本を
教えて頂き
ありがとうございました。

いい会でしたね。
天明さんの人がらが皆さんを惹きつけるんですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　謝先生、葉先生

数えきれないパーティーをやっていますが、
大変素晴らしいお話を聞けて、
ありがとうございました。
　　　　　　　　クルーズクルーズのフロアマネージャーさん、失礼する時

皆さま、本当にありがとうございます。
頂きましたご意見、ご感想を掲載させて頂きました。



天明
からの御礼

　４００回記念祝賀会、開催できましたことを御礼申し上げます。貴重な
ご意見も頂きまして、ありがとうございます。
　御礼の電話をしました時も、こんな意見を頂きました。
「いのちの原点を教わり、大変よかった」
「3.9.18.36.72.144、その数字がどこから来ているのか、知らないけれ
ど使っていました」
　海水と羊水の中で進化してきた「いのち」の話しを２０分でしました
が、アンケートを拝見しますと、「難しかった」とか、「よくわからな
かった」という方が１人もいませんでした。私の方がびっくりしているく
らいです。
　４０年というこの「けやきの会」の歴史の凄さ！と、ずっと変わらず、
「３と９７の法則」をぶれずに伝えてきたことに尽きると思いました。
　繰り返し申し上げます。
　「いのち」とは、「３と９７」の宇宙の法則で育んでいるのです。
　9.18.36.72.144の数字は、「見える世界」のこと。９の前、144の後
は「見えない世界」です。天明の話しを聞いていない方はこの数字が何の
数字か分からないと思います。知りたければ、けやきの会にお越しくださ
い。また、講演にも伺います

・自分がどんなに尊い存在なのか
・自分が氣付いていないが、どれだけ沢山の人々の手（食物、衣服、家、
モノ）を頂いて生かされているのか
・自分が自然のおかげさまで生かされているのか（空気、太陽、水、木な
ど）
　忘れていませんか。
　
　お金お金と経済ばかりを追い掛けて、今、物は豊かになりましたが、心
の豊かさはどうですか。なにかおかしいとは思いませんか。
　「3と97のけやきの木」をもう一度、みてください。

　幹と根っ子を強く育てましょう。
　枝葉の見えることばかりに悩んで、それが解決できたとしても、また、
別の悩みが起きて来ます。
　これが生きているということです。
　一生、こうした悩みや苦しみは出て来ます。
　しかし、幹と根っ子がしっかりしてくると、何事が起きても、動じなく
なります。
　これから10年は、団塊世代のリタイアに伴って高齢化が急速に進み、
800万人という「老人」が社会問題になってくるでしょう。
　国はもうお手上げの状態です。
　これから日本で起きることに、自分だけは関係がないと思ってはいませ
んか。
　そう思っていたとしたら、とんでもないことです。
　あなたの親のことですよ！
　天明けやきの会も、400回記念を契機として、これからは自分の命は自
分で守る方法として、「活源運動」を主体にしていきます。
　自分の身体を手当てする方法を取得して、子供や社会になるべく迷惑を
かけない生き方ができるようになっていきましょう。
　そして自分らしい人生を元氣で楽しみましょう。



天明・けやきの会のごあんない

　2013年、天明講演会「けやきの会」は、400回という記念すべき年を迎え

ました。この400回という節目で皆さまから貴重なご意見を賜りましたこと

を契機として、新たな会場となった銀座区民館では和室を借りて、「天明の

原点に還る」ことを目指して参ります。講和だけではなく、氣功や活源運動

を中心に、「自分のいのちは自分で守る」という、天明が400回以上の講演

を通じてお伝えしてきたことを身体で感じて頂こうと考えております。

　「考えることはもうやめよう、感じることが大事ですよ」

　現代人は知識ばかりを詰め込もうとしますが、天明が伝える「３と９７」は

感覚や感性が大事だと言ってきました。病気は身体が必死で治そうとする

のです。それが自然治癒力というもので、これは全ての人が分け隔てなく

頂いている、凄い力なのです。しかし、知識が邪魔をして自然治癒力が働か

なくなっているのが現代人です。

　「顕在意識よりも、潜在意識にこそ目を向けてください」

　2014年からは、見えない世界を意識することがますます大事になって

きます。それはあの東日本大震災以降、皆さまもお感じになられている

ことだろうと思います。

　天明講演会「けやきの会」は、2014年、もう一度、基本の基に立ち戻り

ます。そしてこの基本の基を徹底的にやります。

　どうぞご友人にご案内頂ければと存じます。誘ってお越しください。

天明けやきの会ホームページが
新しくなりました。
2013年11月から、会場を銀座区民館に移しました。
公的機関であるために「第一木曜日」に予約が取れない場合もある
かもしれません。
日時は、ホームページ、ブログでご案内しますのでご確認ください。

http://keyaki-no-kai.net/天明けやきの会 で検索



2012年12月～２０13年11月天明・活動報告

12月   5日　　    　大竹さん宅ホームパーティーへ
　　　　7日　　　　　一金会へ出席
　　　12日　　　　　水是セミナーに参加
　　　13日　　　　　天明講演会（391回けやきの会）
　　　16日　　　　　茂会セミナーに参加
　　　18日　　　　　手足マッサージ
　　　20日　　　　　コロッケ・ディナーショー
　　　23日　　　　　千恵さんと忘年会
　　　25日　　　　　エステサロン、クリスマス　
　　　　　　　　　　　瞑想に入る

（操法）　　　　8日、11日、15日、17日、18日、19日、20日、
　　　　　　　　　23日
（出張操法）　7日板橋　　14日板橋

2013年

2012年

2月 　１日　　　　　縄文セミナーへ参加
　　　  4日           1月～12月帳簿、先生に
　　　  5日　　　　　水是先生と網本氏
　　　　7日　　　　　自動車免許講習
　　　 14日　　　　　天明会講演会（393回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　スタッフ会　明治記念館にて
　　　 15日　　　　　パソコン
　　　 16日　　　　　プログについて打ち合わせ、秋山氏
　　　 17日　　　　　八木会へ出席
　　　 18日　　　　　歯のメンテナンス、エステサロン
　　　　　　　　　　　アルパ特許事務所へ相談
　　　 19日　　　　　夫、東医大へ
　　　 20日　　　　　手足マッサージ、奥村先生申告
　　　 21日　　　　　ブログほか、スタッフ会議　明治記念館にて
　　　　　　　　　　　　パソコン
　　　 22日　　　　　導場の下見へ
　　　 23日　　　　　南木曽　恵光園にてボランティア
　　　　　　　　　　　南木曽ホテルにて講演
　　　 24日　　　　　東海新栄電気にて講演
　　　 25日　　　　　貸し倉庫引き上げ　導場、物置状態に
　　　 27日　　　　　銀座メディア会
　　　 28日　　　　　倉庫下見へ

（操法）　　　   2日、3日、9日、10日、11日、12日、14日、20日、
　　　　　　　　　22日
（出張操法） 　1日板橋、8日板橋、13日溜池山王、15日板橋、
　　　　　　　　　22日板橋、27日川崎
（遠隔操法）　 1日埼玉病院

1月　  1日　　　　　浅草寺　　天祖神社
　　　　2日　　　　　松浦様へ年賀
　　　　9日　　　　　パイロゲン新年会に参加
　　　10日　　　　　初詣　神田明神（392回けやきの会）
　　　　　　　　　　　新年会
　　　14日　　　　　エステサロン
　　　16日　　　　　夫、河北へ
　　　21日　　　　　秋山氏、坂木氏とＨＰ、ブログ打ち合わせ
　　　　　　　　　　　2月より「けやきの会」司会、秋山氏に
　　　23日　　　　　鈴木先生へ
　　　25日　　　　　昭夫氏、京子さん来宅
　　　30日　　　　　多治見へ
       
（操法）　　　　 8日、12日、13日、23日、24日、２６日
（出張操法） 　18日板橋、27日埼玉の病院
（遠隔操法）　 28日、30日

国際縄文学協会
に縄文コラムを
寄稿しました

縄文人は「３と９７」の
宇宙の法則で生きていた

第2稿

第1稿

氣の世界、波動の世界　
～縄文の昔からわかっていた、日本の医療

天明けやきの会ホームページ
「最新情報」をご覧ください。

天明けやきの会ホームページ
「最新情報」をご覧ください。

金沢・桝田氏のサイト
「コミュニケーションの達人TV」の
インタビューを受けました。
「3と97の法則」ほか、詳しく語っています。
これからも「YouTube」でネット配信をしてい
きますので、ご覧ください。

http://keyaki-no-kai.net/

2014年11月８日（土）

南木曽

天明×中村仁一
大往生したけりゃ医療とかかわるな 

講演会

いまからご予定下さい。
東京からのツアー企画します。

ホテル木曽路にて



3月 　１日　　　　　ちらし打ち合わせで荻窪へ
　　　　4日　　　　　会報「けやき」打ち合わせ、エステサロン
　　　　5日　　　　　児島先生へ　「一般社団」相談へ
　　　　7日　　　　　日本企業調査会へ坂木氏と
　　　　　　　　　　　講演会場ＯＫをいただく（5月より）
　　　　9日　　　　　倉庫へ荷物引っ越し
　　　 14日　　　　　天明講演会（394回けやきの会）
　　　　　　　　　　　スタッフ会議
　　　 15日　　　　　パソコン、荻窪にて
　　　 16日　　　　　残りの荷物倉庫へ
　　　 17日　　　　　桝田氏、セッションへ
　　　                   国際縄文学協会のプログ・コラム書くように
　　　　　　　　　　　と西垣内先生から電話が来る
　　　 19日　　　　　水是セミナーに参加
　　　 22日　　　　　企業調査会会長へ　「一般社団」の相談へ
　　　 23日　　　　　お墓参り
　　　 27日　　　　　交詢社にて本庄氏、寺澤先生
　　　　　　　　　　　　銀座メディア塾へ
　　　 29日　　　　　ちらし完成　印刷へ
　　　　　　　　　　　　千恵さんへ
　　　 31日　　　　　柳平へ

（操法）　　　   2日、3日、5日、9日、11日。12日、13日、25日、
　　　　　　　　　26日
（出張操法） 　8日板橋、22日板橋、25日溜池山王、
　　　　　　　　　28日溜池山王
（遠隔祈願）　30日　2回宮崎、31日　2回宮崎

4月 　１日　　　　　歯のメンテナンス
　　　　2日　　　　　自動車免許更新
　　　　3日　　　　　廉也君の保険書類作成　　徹夜
　　　　4日　　　　　廉也君の保険書類作成　　徹夜
　　　　8日　　　　　エステサロン
　　　 10日　　　　　三越にて、寺澤先生、交詢社にて本庄氏　　
　　　　　　　　　　　　3人で打ち合わせ
　　　 11日　　　　　天明講演会（395回けやきの会）
　　　       　　　　　　千恵さん手術、遠隔操法
　　　 12日　　　　　日赤病院へ、千恵さん、ＣＣＵにて操法
　　　 12日　　　　　南木曽へ　宮下様宅泊（～14日）
　　　 14日　　　　　吉野山千本桜へ
　　　 　　　　　　　　本庄氏、寺澤先生と食事会
　　　 16日　　　　　手足マッサージ、パソコン
　　　 17日　　　　　（オーストラリアからの観光客に土産）
　　　　　　　　　　　　池田様の友人とディナー
　　　 19日　　　　　縄文セミナーヘ
　　　 20日　　　　　秩父の天一宮へ　寺澤先生と本庄氏
　　　　　　　　　　　　宮下さん、松川さんと
　　　 21日　　　　　秩父の天一宮へ　寺澤先生と本庄氏
　　　 23日　　　　　パソコン　　夫、脳の検査へ
　　　　　　　　　　　　日赤病院、千恵さんのお見舞い
　　　 24日　　　　　Ｋサロン最終回へ
　　　 25日　　　　　寺澤先生、本庄氏からバースデー祝い
　　　 26日　　　　　千恵さん、日赤病院にて操法
　　　 28日　　　　　家族でバースデー祝う
　　　 29日　　　　　家族会議
　　　 30日　　　　　秋山氏と縄文原稿打ち合わせ

（操法）　　　   3日、6日、9日、15日、18日、22日、25日、28日
（出張操法） 　5日板橋、12日武蔵境・日赤、19日板橋、
　　　　　　　　　26日武蔵境・日赤
（遠隔祈願）　　1日　2回宮崎　　　11日　手術（千恵さん）
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　15日四国、23日南木曽、29日南木曽

5月 　１日　　　　　1～3月売り上げ伝票整理
　　　  2日　　　　　さやさん、パソコン
　　　　3日　　　　　ちらしＦＡＸ
　　　　5日　　　　　3～4月売り上げ伝票整理
　　　　6日　　　　　奥村先生、売り上げ帳簿
　　　　8日　　　　　安岡銀座サロンの藤岡会長にご挨拶
　　　　9日　　　　　天明講演会（396回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　秋山氏と縄文原稿打ち合わせ
　　　　　　　　　　　　三徳堂にて山川氏、岩淵氏とお茶
　　　 10日　　　　　パソコン
        11日　　　　　活亜興セミナーへ（紅景天）
　　　 13日　　　　　歯メンテナンス　　エステサロン
　　　 14日　　　　　ちらしＦＡＸ
　　　 16日　　　　　松浦氏一周忌へ
　　　 17日　　　　　寺澤先生、誕生日祝い
　　　 18日　　　　　紅景天セミナーに参加
　　　 20日　　　　　水是セミナーに参加
　　　 21日　　　　　手足マッサージ
　　　 22日　　　　　オーストラリア友人友賀さんと勘六へ
　　　　　　　　　　　　勝沼先生の治療院へ
　　　 23日　　　　　縄文コラム原稿校正
　　　 25日　　　　　孫の運動会
　　　 29日　　　　　縄文コラム完成
　　　 31日　　　　　パックスセミナーに参加
　　　　　　　　　　　　本庄氏誕生日祝い　

（操法）　　　   7日、12日、14日、20日、27日、28日、30日
（出張操法） 　10日板橋、24日板橋、24日溜池山王
（遠隔操法）　　7日木曽郡、29日埼玉
（遠隔祈願）　　4日宮崎
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　5日木曽郡、11日木曽郡

6月 　１日　　　　　静子さん、クモ膜下出血　緊急入院
　　　　　　　　　　　病院に付き添い泊まり
　　　　2日　　　　　脳死状態　　14.20　死亡
　　　　5日　　　　　パソコン
　　　　6日　　　　　安倍明恵首相夫人講演会へ出席
　　　　7日　　　　　静子さん通夜
　　　　8日　　　　　静子さん告別式
　　　 12日　　　　　エステサロン
　　　　　　　　　　　　国際縄文学協会へコラム送付
　　　　　　　　　　　　天明寄稿文、縄文ＨＰにアップ
　　　 13日　　　　　天明講演会（397回けやきの会）
　　　 14日　　　　　400回記念会打合わせ
　　　　　　　　　　　　水是セミナーに参加
　　　 15日　　　　　ＮＰＯ絆　河田先生講演会へ
　　　 16日　　　　　　宮下さん、松村さんと恵那支部について
　　　 17日　　　　　坂木氏、西本氏と400回記念会打ち合わせ
　　　 18日　　　　　手足マッサージ
　　　 19日　　　　　坂木氏、400回記念会打ち合わせ
　　　 20日　　　　　秋山氏、けやきの会打ち合わせ
　　　 22日　　　　　南木曽へ　（～23日）
　　　　　　　　　　　 南木曽ホテル、中津川新栄電気、天明講演
　　　　　　　　　　　　阿寺特老ボランティア
　　　 26日　　　　　ねこ２枚作り直し返す
　　　 28日　　　　　桝田氏とＩＴ活用法について打ち合わせ
　　　　　　　　　　　　400回会場下見
　　　 29日　　　　　行徳先生パーティー

（操法）　　　   5日、9日、11日、18日、19日、20日、24日、
　　　　　　　　　25日、26日
（出張操法） 　3日虎ノ門、4日虎ノ門、7日板橋、11日虎ノ門
　　　　　　　　　17日虎ノ門、20日虎ノ門、21日板橋、
　　　　　　　　　24日虎ノ門、27日虎ノ門
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　5日南木曽、10日田立、13日南木曽、
　　　　　　　　　24日南木曽



1月31日　　　   小幡裕様
2月  3日　　　  関根晶子様
6月  2日　　　　杉浦静子様
7月14日　　   　網本源起様

会員さんの声

誕生　おめでとう！
8月11日　　靖子さんに慎馬君誕生

おくやみ申し上げます。
ごくろうさまでした。

7月 　 2日　　　　　新中野の大橋氏へ
　　　　3日　　　　　ちらし校正（400回記念）
　　　　5日　　　　　㈱いせやバラ霊園へ
　　　　7日　　　　　フェスティバルヒーリング、桝田氏へ
　　　　8日　　　　　歯メンテナンス
　　　　9日　　　　　桝田氏、Ｅさんにインタビュー
　　　 10日　　　　　水是セミナーに参加
　　　 11日　　　　　天明講演会（398回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　秋山氏、400回記念会・司会打ち合わせ
　　　 13日　　　　　パソコン　　桝田氏、Ｈ氏インタビュー
　　　 14日　　　　　400回記念会招待状発送
　　　　　　　　　　　　しがくセミナー
　　　 16日　　　　　アルパ特許東京事務所、川村先生へ
　　　 17日　　　　　17クラブへ
　　　 18日　　　　　パソコン　　
　　　 19日　　　　　春日部、網本氏、告別式
　　　　　　　　　　　　山東昭子さん選挙応援
　　　　　　　　　　　　秋山氏と西垣内先生へ
　　　 25日　　　　　保谷へ　　カートリッジ交換に
　　　　　　　　　　　　夫、地下階段で転び入院　　　　　　

（操法）　　　   2日、3日、4日、6日、9日、12日、13日、15日、
　　　　　　　　　17日、18日、20日、21日、22日、23日、
　　　　　　　　　26日、30日
（出張操法） 　1日虎ノ門、3日虎ノ門、5日板橋、8日虎ノ門、
　　　　　　　　　12日虎ノ門、16日虎ノ門、19日虎ノ門
（遠隔操法）　　21日山梨
　　　　　　　　　

8月 　１日　　　　　夫、河北退院
　　　　2日　　　　　新橋第一ホテル、河野氏と打ち合わせ
　　　　　　　　　　　　千恵さん、訪ねる
　　　　　　　　　　　　元枝さん、入院
　　　　4日　　　　　キャリアコンサルティングセミナーヘ参加
　　　　6日　　　　　ギンザサロン会議室にてパソコン指導受け
　　　　8日　　　　　天明講演会（399回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　秋山氏と縄文コラム2回目打ち合わせ
　　　 12日　　　　　秋山氏と400回記念会打ち合わせ
　　　 14日　　　　　パソコン
　　　 17日　　　　　熊本崇城大学三枝教授と食事
　　　 18日　　　　　映画「風立ちぬ」へ
　　　 19日　　　　　三枝教授と指輪の件
　　　 20日　　　　　400回記念会、スタッフ打ち合わせ
　　　 27日　　　　　指輪の件で、佐藤氏と
　　　 28日　　　　　クルーズクルーズ食事下見
　　　　　　　　　　　　400回記念、最後の打ち合わせ
　　　 29日　　　　　千恵さんへ　9月8日の食事会の件で

（操法）　　　   3日、5日、6日、10日、11日、12日、13日、
　　　　　　　　　19日、20日、21日、24日、26日、30日
（出張操法） 　1日虎ノ門、5日虎ノ門、9日虎ノ門、13日虎ノ門、
　　　　　　　　　15日虎ノ門、22日虎ノ門、23日虎ノ門、
　　　　　　　　　27日国分寺、29日虎ノ門
（遠隔操法）　　5日八王子手術、27日国分寺
（遠隔祈願）　　3日宮崎、4日宮崎、5日宮崎
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　21日南木曽、25日南木曽、26日中津川、
　　　　　　　　　27日恵那、28日南木曽

9月 　 1日　　　　　もんなかもんじゃオーケストラへ
　　　　2日　　　　　シルバーパス申請
　　　　3日　　　　　水是セミナーヘ参加
　　　　　　　　　　　　内山氏と農業の今後について
　　　　4日　　　　　400回記念会、スタッフ最終会議
　　　　7日　　　　　天明けやきの会400回記念祝賀会開催
　　　　　　　　　　　　銀座、クルーズクルーズにて
　　　　8日　　　　　出席者全員に御礼の電話、手紙出す（～9日）
　　　　9日　　　　　寺澤先生、本庄氏が御苦労さま会をして下さる
　　　 10日　　　　　千恵さんへ、6日、接待の御礼に行く
　　　 12日　　　　　月刊日本　山浦氏に御礼に
　　　 14日　　　　　仙台へ　志賀夫妻へ田口氏へ（～15日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　菅野氏夫妻操法
　　　　　　　　　　　　　　　　　被災地回りおはらいに行く
　　　 18日　　　　　天明けやきの会、ホームページ打ち合わせ
　　　 20日　　　　　一金会セミナーヘ参加
　　　 21日　　　　　「いのち」「道草」発送6件
　　　 22日　　　　　カートリッジ発送11件
　　　 23日　　　　　国際縄文学協会プログ・コラムに
　　　　　　　　　　　　天明縄文原稿の第二弾をアップ
　　　 26日　　　　　青山で全国木工芸展へ
　　　 28日　　　　　天明ホームページ、新しくアップした
　　　　　
（操法）　　　   11日、13日、17日、20日、24日、26日、27日
（出張操法） 　2日虎ノ門、5日虎ノ門、8日恵那、15日仙台、20日板橋
（遠隔操法）　　26日練馬、27日中津川手術
（遠隔祈願）　　17日恵那　　　　　　　　　
（電話カウンセリング）　３日恵那、８日恵那、１０日南木曽、２４日恵那

10月 　2日　　　　　ベルエアー会長へ　400回記念会の御礼
　　　　　　　　　　　　青山、全国木工芸展へ
　　　　4日　　　　　カリフォルニアより甥一家来宅
　　　　　　　　　　　　銀座サロン、10月で閉館の電話来る
　　　　5日　　　　　縄文セミナー参加
　　　　　　　　　　　　11月より、銀座区民館、第一木曜に移行を決定
　　　　6日　　　　　しがくセミナー
　　　　7日　　　　　エステサロン　　水是セミナーヘ参加
　　　　9日　　　　　歯メンテナンス
　　　 10日　　　　　天明講演会（401回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　東京芝・とうふ屋うかいにてお礼会
　　　 12日　　　　　秋山氏と今後のけやきの会の打ち合わせ
　　　 13日　　　　　電話工事
　　　 15日　　　　　手足マッサージ
　　　 17日　　　　　17クラブ食事会へ
　　　 19日　　　　　宮崎県県人会に出席
　　　 21日　　　　　ベルエアー会長へ　しおり作成して下さる
　　　 22日　　　　　クーラー取り付け工事
　　　 24日　　　　　パソコン
　　　 26日　　　　　南木曽へ　（～27日）
　　　　　　　　　　　　ボランティア中津川花の里（子どもたちと）
　　　　　　　　　　　　南木曽ホテルで講演
　　　　　　　　　　　　恵那市福祉センターにて講演
　　　 30日　　　　　健康運動実践指導者の更新講座へ

（操法）　　　   1日、2日、3日、8日、11日、12日、14日、16日、
　　　　　　　　　20日、21日、29日
（出張操法） 　4日板橋、11日虎ノ門、18日板橋
（遠隔操法）　　8日南木曽、17日練馬手術
（遠隔祈願）　　31日吾妻（なくしもの）
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　16日南木曽、22日南木曽

合格　おめでとう！
2月　　　　　石川理夫さん
3月12日　　小幡聖君

03-3542-6828



１８：１５受付開始　　１８：３０－２０：００終了予定
会場/銀座区民館

1月9日（木） 18.15集合　　
　　

2014年天明講演会

新年は恒例、神田明神で
お会いいたしましょう

19.00から
新年会 会費5.000円

11月  　1日　　　　　歯メンテナンス
　　　  　4日　　　　　しおり修正
　　　  　5日　　　　　水是セミナー参加
　　　　　7日　　　　　天明講演会（402回けやきの会）
　　　　　9日　　　　　羽衣へ　　ペレットの古川氏と草苅さん
　　　　 11日　　　　　エステサロン
　　　　 13日　　　　　9月分帳簿整理
　　　　 15日　　　　　南木曽Ｍ様新築地鎮祭祈願
　　　　　　　　　　　　　ホテル木曽路にて
　　　　　　　　　　　　　年3回の「天明　いのちショー」（仮題）
　　　　　　　　　　　　　2014年２月からスタート
　　　　　　　　　　　　　知的障がい者の自立を目指している恵那の
　　　　　　　　　　　　　たんぽぽを訪ねる
　　　　 16日　　　　　恵那のＭ様新築祝いに出席
　　　　 17日　　　　　リンパの講習会に
　　　　 19日　　　　　手足マッサージ
　　　　 　　　　　　　　　イーマのセミナー参加
　　　　 21日　　　　　月刊日本パーティーへ出席
　　　　 22日　　　　　坂木氏、木村氏、ＤＶＤの件で打ち合わせ
　　　　 25日　　　　　エステサロン
　　　　　　　　　　　　　ベルエアー会長、大村氏、御礼に
　　　　 26日　　　　　寺澤先生と食事
　　　　 27日　　　　　1年間の活動まとめ
　　　　 28日　　　　　秋山氏、桝田氏、来導
　　　　　　　　　　　　　facebook、メーリングリスト立ち上げ
　　　　 29日　　　　　携帯電話、電池交換
　　　　 30日　　　　　縄文セミナーへ参加

（操法）　　　   2日、3日、6日、7日、11日、12日、18日、19日、
　　　　　　　　　24日、25日、29日
（出張操法） 　1日板橋、22日板橋
（遠隔操法）　　6日練馬、19日南木曽
（遠隔祈願）　　30日宮崎、12月1日　宮崎
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　1日吾妻、10日南木曽、14日南木曽、田立、
　　　　　　　　　18日田立、19日南木曽、22日南木曽、
　　　　　　　　　23日南木曽２回、30日田立

ご結婚　おめでとうございます

5月26日　　池田祐一さん

竜巻
の

予兆
〇急に黒い雲になり、カミナリが鳴り出す
〇土、草のにおいがする
〇雹（ひょう）が降って来る

家の中にいたら、
風呂の中に布団を濡らして
かぶって入る

2014年1月9日（木）18.15集合
神田明神の門のところでお待ちしております。
正式参拝の後、新年会に移動します。

歌舞伎座のすぐ裏です

会場は
銀座区民館です

銀座4丁目13番17号

会場/銀座区民館

東京メトロ日比谷線東銀座駅下車5番出口　徒歩2分 
都営地下鉄浅草線東銀座駅下車3番出口　徒歩3分

03-3542-6828

和室で
行っています

２階の

２月以降の開催日は
ホームページ、天明ブログ
でご確認ください。

メールアドレスをお知らせ頂ければ、直接、ご案内をお送りさせていただきます。 tenmei-397@nifty.com

歌舞伎座の
すぐ裏です

２０１４年は、facebookなどのIT勉強会も企画します。



けやき
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発行日：平成26年1月
発行者：心健導場主宰　天明
住所　 ：〒１６７－００５２
　　　　　杉並区南荻窪２－７－１２
ＴＥＬ   ：０３－３３３４－２５２７ 天明

てんめい

心健導場主宰

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。

　２０１４年、年初の天明のメッセージです。
　世界中で「和の良さ」が認められてきていることにお気付きでしょうか。
　２０１１年３月１１日、あの東日本大震災で、被災しながらも争わず、きちんと列に並び、この苦難に皆で立ち向
かわんとした東北の方々の姿は、「日本人のすごさ」として世界の人たちのココロに焼きつきました。
　そして、２０１３年は、日本そのものに世界のスポットライトが当てられる年となりました。
　富士山の「世界遺産」登録。
　２０２０年の東京オリンピック開催決定。
　和食が「無形文化遺産」として登録。
　ところが、日本人が一番この大事なことに
気付いていません。
　「縄文の太古から我が国に残されてきた叡智」
に世界の関心が集まってきているのに、日本人
自身の目は未だに海外に向けられたままです。
　これは残念なことです。

　日本人の主食は何でしょうか。
　「お米」です。
　毎日の食事でご飯を頂いていますか。
　今では外食産業が大流行で、こだわりのパン屋、インドカレー屋
から、イタリアのピサ・パスタ、中華料理、ラーメンばかりになり、
魚ではなく肉食が中心になってしまいました。
　「医食同源」という言葉があります。
　ご飯にお味噌汁、野菜（つけものなど）が日本の伝統の食事です。
　この組み合わせが、いわば、病気にならないように免疫力を上げ
る作用をしてくれていたのです。
　それが欧米食に代わって、日本人の健康状態はどうなったでしょうか。
　言うまでもありませんね。
　「ガン」とは、漢字で書くと、病気の原因がすぐにわかります。
　「品物を山ほど食べると病気になる　→　癌」と書いているのです。
　これも日本の昔の人が残してくれた智恵が言葉の中に込められて
いるのでしょう。
　
　２０１４年は、我が国を知る年にしなければなりません。
　最近の邦画は素晴らしい作品が続きますね。
　天明もこの正月は『武士の献立』、『利休にたずねよ』の２本を見て来ました。
　映画を通じて日本の良さを感じとって頂ければ有難いです。

あけまして、おめでとうございます。

　２０１４年、天明けやきの会のテーマ

　　母さんのぬくもりは
　　心が荒れて大人を信じない子にも伝わるよ。
　　深く心の根がはって、耐える力もついてくるよ。
　　自分を慈しんで下さい。
　　人様にぬくもりを与えられる自分を大切にして下さいね。

第35号（2013年末号）合併号



　少し長めの文章ですが、２０１４年のテーマとして天明の頭の中に出てきた“ひらめ
き”です。
　さっと目を通されて、「子育てのための教え」だから自分には関係のないと感じられ
た方もいることでしょうが、これは、自分と両親との関係でもあるのです。
　「自分を慈しむ」
　「自分を大切に」
　と、「自分」が２度も出て来ます。
　これは、天明本人に向けられたメッセージであるかもしれません。
　
　●子育て現役世代の方々へ

　このメッセージは、子どもとの接し方です。以前から申し上げてきているとおり、「お
ぶいひも」「布おむつ」です。
　ベビーカーをバスに持ちこめる持ちこめないで世間（メディア）ではいろいろと言わ
れていますが、子どもは肌と肌を触れ合わせて育てるのが一番です。
　「おんぶ」と「抱っこ」の違いがわかりますか。
　前で抱えるか、背中で抱えるかの違いを言っているのではありません。その時の親
と子供の心臓の位置を考えてみてください。
　「抱っこ」すると心臓は対角線になりますが、「おんぶ」だと、心臓同士がくっつくので
す。
　くっついた状態とは、「お母さんのお腹の中で胎児だった頃の状況」と同じです。
　赤ちゃんはお腹の中にいても、きちんとお母さんの状況を知っています。
　それは、心音、心臓の音によって、「怒っている」とか、「笑っている」とか、お母さん
のことを感じとっているのです。
　最近街中でほっとするのは、父親がおんぶしている姿をみかけることです。
　すごくいいことですね。
　これからもっともっと「おぶいひも」が普及していくと、こうした父親が街中に増えてく
るのではないでしょうか。２０１４年はこうした「育メン」を増やす活動もしたいですね。
　母親の背中は柔らかい。父親の背中は堅い。こうして子どもは母親と父親の違いに
気付いて行くのです。

　●子育てが終わった世代の方々へ

　世代にもよると思いますが、昔はベビーカーはありません。しかも、親達は忙しく、
手は何らかの仕事で使わねばなりませんから、自然と「おんぶ」するようになっていま
した。
　そして両親ができないなら、兄姉が背負って、肌と肌を付き合わせていたものです。
　これが親や家族の本当の「ぬくもり」を伝えることになったのです。
　そして、家の中では家族が「川の字」になって寝るのが普通でした。
　これも大切な家族のふれあいだったのです。
　ご自身が子どもの頃はどうだったのかなと思い出してみてください。
　すると、自然と親や兄姉への感謝の念が出てくるのではないでしょうか。

　そしてこのメッセージは、親や家族から受けたその「ぬくもり」を今度は自分を慈しむ
ために向けなさいというメッセージなのだと思います。
　「自分を大切にできない人は人様を大切にすることはできない」
　「まずは自分ですよ」
　と言ってくれているのです。
　天明はこれを「天」にいる母親からのメッセージと受け取りました。
　ご自身に照らし合わせて、このメッセージの意味を感じとって頂ければと思います。

　※　　　　　　　　　※　　　　　　　　　　　※

　２０１４年は、いろいろと困難の時代の幕開けになるのかもしれません。
　それゆえにこうしたメッセージが天から降りてきたのでしょう。
　
　天明けやきの会、みかづき会は、また原点に立ち戻って、「いのち」をお伝えしてい
きます。
　そして「呼吸法」と「手当て」を通して、「自分の命は自分で守るための術」をお伝えし
ていきます。ますます「いのち」を大切に考えねばならない時代に入ろうとしています
ので、日常生活の中ですぐに使える、自分を慈しむ術を実践して参ります。
　どうぞ、ご自身の大切な人をお連れください。
　健康であれば心は苦しくとも悲しくとも憎らしくとも笑って！！、顔がひきつっても笑
うと脳が勘違いしてリラックスするホルモンを出してくれます。
　今年は「笑顔とありがとう」でスタートしましょう。

　２０１４年、天明けやきの会のテーマ



　会報「けやき」第35号は、天明けやきの会400回記念祝賀会での皆さまからのご感想をお伝えするとともに、

天明先生からのメッセージ、天明会の2013年の動き、2014年からの動きについてです。

　2013年は、「けやきの会400回」という記念すべき会がやってくる年でしたが、実施するかどうかは決めかね

ていました。それが具体化したのは、6月のある日のこと。「よし、やろう」ということで急きょ、決定。そこからこの

会をどうするのかの打ち合わせが始まりました。

　本来ならば「記念講演会」とすべきですが、400回は、天明先生をゲストとしてお招きして、先生にご縁してい

る方がたが400回を祝うという形をとりました。そして今回のメインスピーカーとなるのは、天明先生にご縁したこ

とで信じられないような体験をした方々でした。天明会は2013年、いよいよその時がやってきたとして、「医者

に頼らない健康法」をパンフなどでうたい始めましたが、その体現者のお話をお医者様をお招きしてお聞きす

るという、まさにけやきの会らしい400回記念になりました。

　おかげさまで、日本全国、そして台湾とここ東京銀座がつながる、素晴らしい会にすることができました。

　厚く御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天明けやきの会400回記念祝賀会・実行委員会

天明けやきの会400回記念祝賀会

2013年9月7日（土）
クルーズクルーズＴＨＥ ＧＩＮＺＡにて

日本全国と海外から１２０名超の方々が足を
運んでくださり大盛況の中に幕を閉じました。

参加くださった皆さまの感想をご紹介します

よかった。料理も美味しかった。
　　　　　　いい話をきいて出席してよかった。
　　　　　　　　　　　

天明さんの話をもう少し聞きたかった。
9.18.36.72.144の話がよかった。
　　　　　　　　　

天明先生の人徳としか思えません。
個人的にも先生と関わり、
とても楽しい思いをしました。
　　　　　　　　　



いろんなセミナーの出席するが、こんな空気はない。はじめて

アットホーム、家族的な会でした

台湾から駆けつけて下さいました、謝先生

子ども（2歳）がさわがなかった。
不思議に思った。空気がちがうのか、出席して
心の財産もらいました。

謝先生
どっしりとして風格あり。言葉に誠実が
あり、天明先生を大事に思っているのが
感じられた。

天明先生を思っている方の集まりを再確認した。
若いスタッフの方々が協力している姿、とても好感が持てた。
呼吸深く、脳の活性、波の話し、
天明講演の原点にもどったのがよかった。

こういう会、いいね。また出席しますよ。

物売りの場ではなく、四谷の時の原点にもどってやってほしい。
手当ての指導も、身に付いていない。
習慣化させていないからくり返しくり返しやってもいいと思う。

いろんなセミナーに出席するが、エネルギーは体
の中にエネルギーの元がある、呼吸法、すごい。
部下をつれて行きます。

ご挨拶を頂きました、葉先生

元気な身体を保つためには日々の呼吸法をマスターしていれば、医者いらずという良
い日々がおくれること。
「いのち」の本をあらためて何度も読み返すことで、自分みがきをしてすごすことの
大切さを良く感じました。
1人でも多くの方が天明先生の講演を聞きに来てくださることが望ましいと思いま
す。自分が変わらなければ周りは変わらない。そんな思いです。
自分みがきをすることが一番です。

謝先生、
年より向き、理屈屋にはいい
葉先生、
若い人向き、感覚的な人によい

皆が1つになっている。
いい会だった。

余生を命かがやかせて一生けんめい、生きてゆきたいと思います。
楽しく学ばせて頂きました。



☆天明けやきの会400回記念祝賀会

1987年の2周年から9回、節目の記念会に出席したが、
今回が一番よかった。余分なものがとれて、
すっきりしてわかりやすかった。

命について
3.9.18.36.72.144
2ヶ月に1回でも郊外（千葉、埼玉、神奈川）で講演をしてほしい

「3と97の法則」や「9」という数字が持つ意味など、
命の原形についての話が印象的でした

「9」という数字が波動とは知りませんでした。
今日、天明先生のお話で人生まだまだと感じました。
9.18.36.72.144　初めていろいろなことに気付きました。
もう少し機会があればうれしいです。

雰囲気がよかった。ざわざわでなく、静かな、透明感があった。
知識じゃなく、氣付き、感じるが大切だとまた教わった。
自分の命は自分で守る、力強さを改めて感動いたしました。

寺澤先生の同じ生命体という言葉を頂いて帰る

寺澤先生の集中力がだらけるところに1人1人テーブルを
回って意識をひきしめていく、すごさ、すばらしい。

思いの強さは生きる力を生む。
体験談をもう少し多くの人から
聞きたいと思いました。

よかった。いい雰囲気で。天明さんの応援団だ。

生命の大切さを上手に話してくださり、ありがとうございました。
身の宝…心の宝はいつまでも自分の中に残りますよね。いつも心に
感謝をし、いま生かされていることに感謝することが大切なんだな
ぁと思いました。大切なお話をありがとうございました。

今日はありがとうございました。私の席は畏れ多いところでビック
リしましたが、
これも意味があると思い、有難く座らせて頂きました。
9.18.36.72.144は凄かったです。びっくりでした。面白いですね。
素敵なひと時を過ごすことができました。ありがとうございました。

先生、お久しぶりでございます。
ますますお元氣で皆さまを救っている姿はとても感動的でした。

「３と９７」の根本を教えて頂き
ありがとうございました。

４００回の締めは、やはり寺澤先生にお願いしました



良かった、元気がもらえた

21年ぶりにお会いでき、本当に来てよかった。
男性が多いのにビックリした

料理、美味しかった。雰囲気よかった。
Ｙ大学病院から生存しているのに
「死亡診断書」が来た話しをすればよかった

よかったよ。皆さんの心が1つに
なっていたよ。天明さんの人徳だね。

様々な人の生命力に触れ、エネルギーがわいてきました。
こういう人たちが集まる天明先生の存在に感動しました。

1人でばたばたとしていたけれども、まかせるスタッフはいないの。
４０年、よくやってきたね。

天明先生のお話から感じたこと、気付いたことに対して、葉先生のご祝辞、
謝先生のお話は自分にとってよかった。寺澤先生のお言葉はプレッシャーになり、
今後に良いと思った。
お話の中で会場全体が先生のパワーであふれていたことを感じた。
会場について真っ先に目にとまったのは、忙しそうな先生のお姿でした。今後のこ
とですけれども、先生が動かなくてすむようにスタッフの方々に望みます。

天明先生のお心が皆々様に伝わったと思います。
謝先生はじめ、遠方から来られて、それぞれの言葉が良かったです。
生命体ですね。心が１つになりましたよ。
次回のけやきの会がいっぱいになりますように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺澤先生

ご多忙の中で駆けつけて下さった、行徳先生

また得ることがあり、申し訳ない程です。
日、時、場所等大変良かったです。

いい会でしたね。
天明さんの人がらが皆さんを惹きつけるんですね。
　　　　　　　　　　　　　　　謝先生、葉先生

数えきれないパーティーをやっていますが、
大変素晴らしいお話を聞けて、
ありがとうございました。
　　　　　　　　クルーズクルーズのフロアマネージャーさん、失礼する時

皆さま、本当にありがとうございます。
頂きましたご意見、ご感想を掲載させて頂きました。



天明
からの御礼

　４００回記念祝賀会、開催できましたことを御礼申し上げます。貴重な
ご意見も頂きまして、ありがとうございます。
　御礼の電話をしました時も、こんな意見を頂きました。
「いのちの原点を教わり、大変よかった」
「3.9.18.36.72.144、その数字がどこから来ているのか、知らないけれ
ど使っていました」
　海水と羊水の中で進化してきた「いのち」の話しを２０分でしました
が、アンケートを拝見しますと、「難しかった」とか、「よくわからな
かった」という方が１人もいませんでした。私の方がびっくりしているく
らいです。
　４０年というこの「けやきの会」の歴史の凄さ！と、ずっと変わらず、
「３と９７の法則」をぶれずに伝えてきたことに尽きると思いました。
　繰り返し申し上げます。
　「いのち」とは、「３と９７」の宇宙の法則で育んでいるのです。
　9.18.36.72.144の数字は、「見える世界」のこと。９の前、144の後
は「見えない世界」です。天明の話しを聞いていない方はこの数字が何の
数字か分からないと思います。知りたければ、けやきの会にお越しくださ
い。また、講演にも伺います

・自分がどんなに尊い存在なのか
・自分が氣付いていないが、どれだけ沢山の人々の手（食物、衣服、家、
モノ）を頂いて生かされているのか
・自分が自然のおかげさまで生かされているのか（空気、太陽、水、木な
ど）
　忘れていませんか。
　
　お金お金と経済ばかりを追い掛けて、今、物は豊かになりましたが、心
の豊かさはどうですか。なにかおかしいとは思いませんか。
　「3と97のけやきの木」をもう一度、みてください。

　幹と根っ子を強く育てましょう。
　枝葉の見えることばかりに悩んで、それが解決できたとしても、また、
別の悩みが起きて来ます。
　これが生きているということです。
　一生、こうした悩みや苦しみは出て来ます。
　しかし、幹と根っ子がしっかりしてくると、何事が起きても、動じなく
なります。
　これから10年は、団塊世代のリタイアに伴って高齢化が急速に進み、
800万人という「老人」が社会問題になってくるでしょう。
　国はもうお手上げの状態です。
　これから日本で起きることに、自分だけは関係がないと思ってはいませ
んか。
　そう思っていたとしたら、とんでもないことです。
　あなたの親のことですよ！
　天明けやきの会も、400回記念を契機として、これからは自分の命は自
分で守る方法として、「活源運動」を主体にしていきます。
　自分の身体を手当てする方法を取得して、子供や社会になるべく迷惑を
かけない生き方ができるようになっていきましょう。
　そして自分らしい人生を元氣で楽しみましょう。



天明・けやきの会のごあんない

　2013年、天明講演会「けやきの会」は、400回という記念すべき年を迎え

ました。この400回という節目で皆さまから貴重なご意見を賜りましたこと

を契機として、新たな会場となった銀座区民館では和室を借りて、「天明の

原点に還る」ことを目指して参ります。講和だけではなく、氣功や活源運動

を中心に、「自分のいのちは自分で守る」という、天明が400回以上の講演

を通じてお伝えしてきたことを身体で感じて頂こうと考えております。

　「考えることはもうやめよう、感じることが大事ですよ」

　現代人は知識ばかりを詰め込もうとしますが、天明が伝える「３と９７」は

感覚や感性が大事だと言ってきました。病気は身体が必死で治そうとする

のです。それが自然治癒力というもので、これは全ての人が分け隔てなく

頂いている、凄い力なのです。しかし、知識が邪魔をして自然治癒力が働か

なくなっているのが現代人です。

　「顕在意識よりも、潜在意識にこそ目を向けてください」

　2014年からは、見えない世界を意識することがますます大事になって

きます。それはあの東日本大震災以降、皆さまもお感じになられている

ことだろうと思います。

　天明講演会「けやきの会」は、2014年、もう一度、基本の基に立ち戻り

ます。そしてこの基本の基を徹底的にやります。

　どうぞご友人にご案内頂ければと存じます。誘ってお越しください。

天明けやきの会ホームページが
新しくなりました。
2013年11月から、会場を銀座区民館に移しました。
公的機関であるために「第一木曜日」に予約が取れない場合もある
かもしれません。
日時は、ホームページ、ブログでご案内しますのでご確認ください。

http://keyaki-no-kai.net/天明けやきの会 で検索



2012年12月～２０13年11月天明・活動報告

12月   5日　　    　大竹さん宅ホームパーティーへ
　　　　7日　　　　　一金会へ出席
　　　12日　　　　　水是セミナーに参加
　　　13日　　　　　天明講演会（391回けやきの会）
　　　16日　　　　　茂会セミナーに参加
　　　18日　　　　　手足マッサージ
　　　20日　　　　　コロッケ・ディナーショー
　　　23日　　　　　千恵さんと忘年会
　　　25日　　　　　エステサロン、クリスマス　
　　　　　　　　　　　瞑想に入る

（操法）　　　　8日、11日、15日、17日、18日、19日、20日、
　　　　　　　　　23日
（出張操法）　7日板橋　　14日板橋

2013年

2012年

2月 　１日　　　　　縄文セミナーへ参加
　　　  4日           1月～12月帳簿、先生に
　　　  5日　　　　　水是先生と網本氏
　　　　7日　　　　　自動車免許講習
　　　 14日　　　　　天明会講演会（393回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　スタッフ会　明治記念館にて
　　　 15日　　　　　パソコン
　　　 16日　　　　　プログについて打ち合わせ、秋山氏
　　　 17日　　　　　八木会へ出席
　　　 18日　　　　　歯のメンテナンス、エステサロン
　　　　　　　　　　　アルパ特許事務所へ相談
　　　 19日　　　　　夫、東医大へ
　　　 20日　　　　　手足マッサージ、奥村先生申告
　　　 21日　　　　　ブログほか、スタッフ会議　明治記念館にて
　　　　　　　　　　　　パソコン
　　　 22日　　　　　導場の下見へ
　　　 23日　　　　　南木曽　恵光園にてボランティア
　　　　　　　　　　　南木曽ホテルにて講演
　　　 24日　　　　　東海新栄電気にて講演
　　　 25日　　　　　貸し倉庫引き上げ　導場、物置状態に
　　　 27日　　　　　銀座メディア会
　　　 28日　　　　　倉庫下見へ

（操法）　　　   2日、3日、9日、10日、11日、12日、14日、20日、
　　　　　　　　　22日
（出張操法） 　1日板橋、8日板橋、13日溜池山王、15日板橋、
　　　　　　　　　22日板橋、27日川崎
（遠隔操法）　 1日埼玉病院

1月　  1日　　　　　浅草寺　　天祖神社
　　　　2日　　　　　松浦様へ年賀
　　　　9日　　　　　パイロゲン新年会に参加
　　　10日　　　　　初詣　神田明神（392回けやきの会）
　　　　　　　　　　　新年会
　　　14日　　　　　エステサロン
　　　16日　　　　　夫、河北へ
　　　21日　　　　　秋山氏、坂木氏とＨＰ、ブログ打ち合わせ
　　　　　　　　　　　2月より「けやきの会」司会、秋山氏に
　　　23日　　　　　鈴木先生へ
　　　25日　　　　　昭夫氏、京子さん来宅
　　　30日　　　　　多治見へ
       
（操法）　　　　 8日、12日、13日、23日、24日、２６日
（出張操法） 　18日板橋、27日埼玉の病院
（遠隔操法）　 28日、30日

国際縄文学協会
に縄文コラムを
寄稿しました

縄文人は「３と９７」の
宇宙の法則で生きていた

第2稿

第1稿

氣の世界、波動の世界　
～縄文の昔からわかっていた、日本の医療

天明けやきの会ホームページ
「最新情報」をご覧ください。

天明けやきの会ホームページ
「最新情報」をご覧ください。

金沢・桝田氏のサイト
「コミュニケーションの達人TV」の
インタビューを受けました。
「3と97の法則」ほか、詳しく語っています。
これからも「YouTube」でネット配信をしてい
きますので、ご覧ください。

http://keyaki-no-kai.net/

2014年11月８日（土）

南木曽

天明×中村仁一
大往生したけりゃ医療とかかわるな 

講演会

いまからご予定下さい。
東京からのツアー企画します。

ホテル木曽路にて



3月 　１日　　　　　ちらし打ち合わせで荻窪へ
　　　　4日　　　　　会報「けやき」打ち合わせ、エステサロン
　　　　5日　　　　　児島先生へ　「一般社団」相談へ
　　　　7日　　　　　日本企業調査会へ坂木氏と
　　　　　　　　　　　講演会場ＯＫをいただく（5月より）
　　　　9日　　　　　倉庫へ荷物引っ越し
　　　 14日　　　　　天明講演会（394回けやきの会）
　　　　　　　　　　　スタッフ会議
　　　 15日　　　　　パソコン、荻窪にて
　　　 16日　　　　　残りの荷物倉庫へ
　　　 17日　　　　　桝田氏、セッションへ
　　　                   国際縄文学協会のプログ・コラム書くように
　　　　　　　　　　　と西垣内先生から電話が来る
　　　 19日　　　　　水是セミナーに参加
　　　 22日　　　　　企業調査会会長へ　「一般社団」の相談へ
　　　 23日　　　　　お墓参り
　　　 27日　　　　　交詢社にて本庄氏、寺澤先生
　　　　　　　　　　　　銀座メディア塾へ
　　　 29日　　　　　ちらし完成　印刷へ
　　　　　　　　　　　　千恵さんへ
　　　 31日　　　　　柳平へ

（操法）　　　   2日、3日、5日、9日、11日。12日、13日、25日、
　　　　　　　　　26日
（出張操法） 　8日板橋、22日板橋、25日溜池山王、
　　　　　　　　　28日溜池山王
（遠隔祈願）　30日　2回宮崎、31日　2回宮崎

4月 　１日　　　　　歯のメンテナンス
　　　　2日　　　　　自動車免許更新
　　　　3日　　　　　廉也君の保険書類作成　　徹夜
　　　　4日　　　　　廉也君の保険書類作成　　徹夜
　　　　8日　　　　　エステサロン
　　　 10日　　　　　三越にて、寺澤先生、交詢社にて本庄氏　　
　　　　　　　　　　　　3人で打ち合わせ
　　　 11日　　　　　天明講演会（395回けやきの会）
　　　       　　　　　　千恵さん手術、遠隔操法
　　　 12日　　　　　日赤病院へ、千恵さん、ＣＣＵにて操法
　　　 12日　　　　　南木曽へ　宮下様宅泊（～14日）
　　　 14日　　　　　吉野山千本桜へ
　　　 　　　　　　　　本庄氏、寺澤先生と食事会
　　　 16日　　　　　手足マッサージ、パソコン
　　　 17日　　　　　（オーストラリアからの観光客に土産）
　　　　　　　　　　　　池田様の友人とディナー
　　　 19日　　　　　縄文セミナーヘ
　　　 20日　　　　　秩父の天一宮へ　寺澤先生と本庄氏
　　　　　　　　　　　　宮下さん、松川さんと
　　　 21日　　　　　秩父の天一宮へ　寺澤先生と本庄氏
　　　 23日　　　　　パソコン　　夫、脳の検査へ
　　　　　　　　　　　　日赤病院、千恵さんのお見舞い
　　　 24日　　　　　Ｋサロン最終回へ
　　　 25日　　　　　寺澤先生、本庄氏からバースデー祝い
　　　 26日　　　　　千恵さん、日赤病院にて操法
　　　 28日　　　　　家族でバースデー祝う
　　　 29日　　　　　家族会議
　　　 30日　　　　　秋山氏と縄文原稿打ち合わせ

（操法）　　　   3日、6日、9日、15日、18日、22日、25日、28日
（出張操法） 　5日板橋、12日武蔵境・日赤、19日板橋、
　　　　　　　　　26日武蔵境・日赤
（遠隔祈願）　　1日　2回宮崎　　　11日　手術（千恵さん）
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　15日四国、23日南木曽、29日南木曽

5月 　１日　　　　　1～3月売り上げ伝票整理
　　　  2日　　　　　さやさん、パソコン
　　　　3日　　　　　ちらしＦＡＸ
　　　　5日　　　　　3～4月売り上げ伝票整理
　　　　6日　　　　　奥村先生、売り上げ帳簿
　　　　8日　　　　　安岡銀座サロンの藤岡会長にご挨拶
　　　　9日　　　　　天明講演会（396回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　秋山氏と縄文原稿打ち合わせ
　　　　　　　　　　　　三徳堂にて山川氏、岩淵氏とお茶
　　　 10日　　　　　パソコン
        11日　　　　　活亜興セミナーへ（紅景天）
　　　 13日　　　　　歯メンテナンス　　エステサロン
　　　 14日　　　　　ちらしＦＡＸ
　　　 16日　　　　　松浦氏一周忌へ
　　　 17日　　　　　寺澤先生、誕生日祝い
　　　 18日　　　　　紅景天セミナーに参加
　　　 20日　　　　　水是セミナーに参加
　　　 21日　　　　　手足マッサージ
　　　 22日　　　　　オーストラリア友人友賀さんと勘六へ
　　　　　　　　　　　　勝沼先生の治療院へ
　　　 23日　　　　　縄文コラム原稿校正
　　　 25日　　　　　孫の運動会
　　　 29日　　　　　縄文コラム完成
　　　 31日　　　　　パックスセミナーに参加
　　　　　　　　　　　　本庄氏誕生日祝い　

（操法）　　　   7日、12日、14日、20日、27日、28日、30日
（出張操法） 　10日板橋、24日板橋、24日溜池山王
（遠隔操法）　　7日木曽郡、29日埼玉
（遠隔祈願）　　4日宮崎
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　5日木曽郡、11日木曽郡

6月 　１日　　　　　静子さん、クモ膜下出血　緊急入院
　　　　　　　　　　　病院に付き添い泊まり
　　　　2日　　　　　脳死状態　　14.20　死亡
　　　　5日　　　　　パソコン
　　　　6日　　　　　安倍明恵首相夫人講演会へ出席
　　　　7日　　　　　静子さん通夜
　　　　8日　　　　　静子さん告別式
　　　 12日　　　　　エステサロン
　　　　　　　　　　　　国際縄文学協会へコラム送付
　　　　　　　　　　　　天明寄稿文、縄文ＨＰにアップ
　　　 13日　　　　　天明講演会（397回けやきの会）
　　　 14日　　　　　400回記念会打合わせ
　　　　　　　　　　　　水是セミナーに参加
　　　 15日　　　　　ＮＰＯ絆　河田先生講演会へ
　　　 16日　　　　　　宮下さん、松村さんと恵那支部について
　　　 17日　　　　　坂木氏、西本氏と400回記念会打ち合わせ
　　　 18日　　　　　手足マッサージ
　　　 19日　　　　　坂木氏、400回記念会打ち合わせ
　　　 20日　　　　　秋山氏、けやきの会打ち合わせ
　　　 22日　　　　　南木曽へ　（～23日）
　　　　　　　　　　　 南木曽ホテル、中津川新栄電気、天明講演
　　　　　　　　　　　　阿寺特老ボランティア
　　　 26日　　　　　ねこ２枚作り直し返す
　　　 28日　　　　　桝田氏とＩＴ活用法について打ち合わせ
　　　　　　　　　　　　400回会場下見
　　　 29日　　　　　行徳先生パーティー

（操法）　　　   5日、9日、11日、18日、19日、20日、24日、
　　　　　　　　　25日、26日
（出張操法） 　3日虎ノ門、4日虎ノ門、7日板橋、11日虎ノ門
　　　　　　　　　17日虎ノ門、20日虎ノ門、21日板橋、
　　　　　　　　　24日虎ノ門、27日虎ノ門
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　5日南木曽、10日田立、13日南木曽、
　　　　　　　　　24日南木曽



1月31日　　　   小幡裕様
2月  3日　　　  関根晶子様
6月  2日　　　　杉浦静子様
7月14日　　   　網本源起様

会員さんの声

誕生　おめでとう！
8月11日　　靖子さんに慎馬君誕生

おくやみ申し上げます。
ごくろうさまでした。

7月 　 2日　　　　　新中野の大橋氏へ
　　　　3日　　　　　ちらし校正（400回記念）
　　　　5日　　　　　㈱いせやバラ霊園へ
　　　　7日　　　　　フェスティバルヒーリング、桝田氏へ
　　　　8日　　　　　歯メンテナンス
　　　　9日　　　　　桝田氏、Ｅさんにインタビュー
　　　 10日　　　　　水是セミナーに参加
　　　 11日　　　　　天明講演会（398回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　秋山氏、400回記念会・司会打ち合わせ
　　　 13日　　　　　パソコン　　桝田氏、Ｈ氏インタビュー
　　　 14日　　　　　400回記念会招待状発送
　　　　　　　　　　　　しがくセミナー
　　　 16日　　　　　アルパ特許東京事務所、川村先生へ
　　　 17日　　　　　17クラブへ
　　　 18日　　　　　パソコン　　
　　　 19日　　　　　春日部、網本氏、告別式
　　　　　　　　　　　　山東昭子さん選挙応援
　　　　　　　　　　　　秋山氏と西垣内先生へ
　　　 25日　　　　　保谷へ　　カートリッジ交換に
　　　　　　　　　　　　夫、地下階段で転び入院　　　　　　

（操法）　　　   2日、3日、4日、6日、9日、12日、13日、15日、
　　　　　　　　　17日、18日、20日、21日、22日、23日、
　　　　　　　　　26日、30日
（出張操法） 　1日虎ノ門、3日虎ノ門、5日板橋、8日虎ノ門、
　　　　　　　　　12日虎ノ門、16日虎ノ門、19日虎ノ門
（遠隔操法）　　21日山梨
　　　　　　　　　

8月 　１日　　　　　夫、河北退院
　　　　2日　　　　　新橋第一ホテル、河野氏と打ち合わせ
　　　　　　　　　　　　千恵さん、訪ねる
　　　　　　　　　　　　元枝さん、入院
　　　　4日　　　　　キャリアコンサルティングセミナーヘ参加
　　　　6日　　　　　ギンザサロン会議室にてパソコン指導受け
　　　　8日　　　　　天明講演会（399回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　秋山氏と縄文コラム2回目打ち合わせ
　　　 12日　　　　　秋山氏と400回記念会打ち合わせ
　　　 14日　　　　　パソコン
　　　 17日　　　　　熊本崇城大学三枝教授と食事
　　　 18日　　　　　映画「風立ちぬ」へ
　　　 19日　　　　　三枝教授と指輪の件
　　　 20日　　　　　400回記念会、スタッフ打ち合わせ
　　　 27日　　　　　指輪の件で、佐藤氏と
　　　 28日　　　　　クルーズクルーズ食事下見
　　　　　　　　　　　　400回記念、最後の打ち合わせ
　　　 29日　　　　　千恵さんへ　9月8日の食事会の件で

（操法）　　　   3日、5日、6日、10日、11日、12日、13日、
　　　　　　　　　19日、20日、21日、24日、26日、30日
（出張操法） 　1日虎ノ門、5日虎ノ門、9日虎ノ門、13日虎ノ門、
　　　　　　　　　15日虎ノ門、22日虎ノ門、23日虎ノ門、
　　　　　　　　　27日国分寺、29日虎ノ門
（遠隔操法）　　5日八王子手術、27日国分寺
（遠隔祈願）　　3日宮崎、4日宮崎、5日宮崎
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　21日南木曽、25日南木曽、26日中津川、
　　　　　　　　　27日恵那、28日南木曽

9月 　 1日　　　　　もんなかもんじゃオーケストラへ
　　　　2日　　　　　シルバーパス申請
　　　　3日　　　　　水是セミナーヘ参加
　　　　　　　　　　　　内山氏と農業の今後について
　　　　4日　　　　　400回記念会、スタッフ最終会議
　　　　7日　　　　　天明けやきの会400回記念祝賀会開催
　　　　　　　　　　　　銀座、クルーズクルーズにて
　　　　8日　　　　　出席者全員に御礼の電話、手紙出す（～9日）
　　　　9日　　　　　寺澤先生、本庄氏が御苦労さま会をして下さる
　　　 10日　　　　　千恵さんへ、6日、接待の御礼に行く
　　　 12日　　　　　月刊日本　山浦氏に御礼に
　　　 14日　　　　　仙台へ　志賀夫妻へ田口氏へ（～15日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　菅野氏夫妻操法
　　　　　　　　　　　　　　　　　被災地回りおはらいに行く
　　　 18日　　　　　天明けやきの会、ホームページ打ち合わせ
　　　 20日　　　　　一金会セミナーヘ参加
　　　 21日　　　　　「いのち」「道草」発送6件
　　　 22日　　　　　カートリッジ発送11件
　　　 23日　　　　　国際縄文学協会プログ・コラムに
　　　　　　　　　　　　天明縄文原稿の第二弾をアップ
　　　 26日　　　　　青山で全国木工芸展へ
　　　 28日　　　　　天明ホームページ、新しくアップした
　　　　　
（操法）　　　   11日、13日、17日、20日、24日、26日、27日
（出張操法） 　2日虎ノ門、5日虎ノ門、8日恵那、15日仙台、20日板橋
（遠隔操法）　　26日練馬、27日中津川手術
（遠隔祈願）　　17日恵那　　　　　　　　　
（電話カウンセリング）　３日恵那、８日恵那、１０日南木曽、２４日恵那

10月 　2日　　　　　ベルエアー会長へ　400回記念会の御礼
　　　　　　　　　　　　青山、全国木工芸展へ
　　　　4日　　　　　カリフォルニアより甥一家来宅
　　　　　　　　　　　　銀座サロン、10月で閉館の電話来る
　　　　5日　　　　　縄文セミナー参加
　　　　　　　　　　　　11月より、銀座区民館、第一木曜に移行を決定
　　　　6日　　　　　しがくセミナー
　　　　7日　　　　　エステサロン　　水是セミナーヘ参加
　　　　9日　　　　　歯メンテナンス
　　　 10日　　　　　天明講演会（401回けやきの会）
　　　　　　　　　　　　東京芝・とうふ屋うかいにてお礼会
　　　 12日　　　　　秋山氏と今後のけやきの会の打ち合わせ
　　　 13日　　　　　●●工事
　　　 15日　　　　　手足マッサージ
　　　 17日　　　　　17クラブ食事会へ
　　　 19日　　　　　宮崎県県人会に出席
　　　 21日　　　　　ベルエアー会長へ　しおり作成して下さる
　　　 22日　　　　　クーラー取り付け工事
　　　 24日　　　　　パソコン
　　　 26日　　　　　南木曽へ　（～27日）
　　　　　　　　　　　　ボランティア中津川花の里（子どもたちと）
　　　　　　　　　　　　南木曽ホテルで講演
　　　　　　　　　　　　恵那市福祉センターにて講演
　　　 30日　　　　　健康運動実践指導者の更新講座へ

（操法）　　　   1日、2日、3日、8日、11日、12日、14日、16日、
　　　　　　　　　20日、21日、29日
（出張操法） 　4日板橋、11日虎ノ門、18日板橋
（遠隔操法）　　8日南木曽、17日練馬手術
（遠隔祈願）　　31日吾妻（なくしもの）
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　16日南木曽、22日南木曽

合格　おめでとう！
2月　　　　　石川理夫さん
3月12日　　小幡聖君

03-3542-6828



１８：１５受付開始　　１８：３０－２０：００終了予定
会場/銀座区民館

1月9日（木） 18.15集合　　
　　

2014年天明講演会

新年は恒例、神田明神で
お会いいたしましょう

19.00から
新年会 会費5.000円

11月  　1日　　　　　歯メンテナンス
　　　  　4日　　　　　しおり修正
　　　  　5日　　　　　水是セミナー参加
　　　　　7日　　　　　天明講演会（402回けやきの会）
　　　　　9日　　　　　羽衣へ　　ペレットの古川氏と草苅さん
　　　　 11日　　　　　エステサロン
　　　　 13日　　　　　9月分帳簿整理
　　　　 15日　　　　　南木曽Ｍ様新築地鎮祭祈願
　　　　　　　　　　　　　ホテル木曽路にて
　　　　　　　　　　　　　年3回の「天明　いのちショー」（仮題）
　　　　　　　　　　　　　2014年２月からスタート
　　　　　　　　　　　　　知的障がい者の自立を目指している恵那の
　　　　　　　　　　　　　たんぽぽを訪ねる
　　　　 16日　　　　　恵那のＭ様新築祝いに出席
　　　　 17日　　　　　リンパの講習会に
　　　　 19日　　　　　手足マッサージ
　　　　 　　　　　　　　　イーマのセミナー参加
　　　　 21日　　　　　月刊日本パーティーへ出席
　　　　 22日　　　　　坂木氏、木村氏、ＤＶＤの件で打ち合わせ
　　　　 25日　　　　　エステサロン
　　　　　　　　　　　　　ベルエアー会長、大村氏、御礼に
　　　　 26日　　　　　寺澤先生と食事
　　　　 27日　　　　　1年間の活動まとめ
　　　　 28日　　　　　秋山氏、桝田氏、来導
　　　　　　　　　　　　　facebook、メーリングリスト立ち上げ
　　　　 29日　　　　　携帯電話、電池交換
　　　　 30日　　　　　縄文セミナーへ参加

（操法）　　　   2日、3日、6日、7日、11日、12日、18日、19日、
　　　　　　　　　24日、25日、29日
（出張操法） 　1日板橋、22日板橋
（遠隔操法）　　6日練馬、19日南木曽
（遠隔祈願）　　30日宮崎、12月1日　宮崎
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　1日吾妻、10日南木曽、14日南木曽、田立、
　　　　　　　　　18日田立、19日南木曽、22日南木曽、
　　　　　　　　　23日南木曽２回、30日田立

ご結婚　おめでとうございます

5月26日　　池田祐一さん

竜巻
の

予兆
〇急に黒い雲になり、カミナリが鳴り出す
〇土、草のにおいがする
〇雹（ひょう）が降って来る

家の中にいたら、
風呂の中に布団を濡らして
かぶって入る

2014年1月9日（木）18.15集合
神田明神の門のところでお待ちしております。
正式参拝の後、新年会に移動します。

歌舞伎座のすぐ裏です

会場は
銀座区民館です

銀座4丁目13番17号

会場/銀座区民館

東京メトロ日比谷線東銀座駅下車5番出口　徒歩2分 
都営地下鉄浅草線東銀座駅下車3番出口　徒歩3分

03-3542-6828

和室で
行っています

２階の

２月以降の開催日は
ホームページ、天明ブログ
でご確認ください。

メールアドレスをお知らせ頂ければ、直接、ご案内をお送りさせていただきます。 tenmei-397@nifty.com

歌舞伎座の
すぐ裏です

２０１４年は、facebookなどのIT勉強会も企画します。
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てんめい

心健導場主宰

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。

　 近、生命３８億年の秘密や我々の人体の謎といったテレビ特集番組が放映されています。
　自分の身体なんだから全部分かっているはずなんでしょうが、こうした番組をみますと、いかに何も知らないの
かを思い知らされます。
　病原菌が入ってきた時、我々の人体の中ではどんなことが起きているのでしょうか。
　 近の科学技術が体内で起きていることを捉えることができるようになったことで、私たちは映像としてみて、
ようやく理解し得るようになってきました。
　２０１４年３月にＮＨＫスペシャルで『人体　～ミクロの大冒険』という番組を放映しました。
　ご覧になられましたか。

「いのち」そのものの映像　～お母さんの胎盤内部

　写真１は、その番組の中で出てきた、お母さんの胎盤内部を初めて捉え
た映像です。
　これが、「いのち」そのものの映像です。
　この映像をどう捉えましたか、何を感じましたか。

　ＮＨＫは、お母さんからへその緒を通して胎児につながる姿を「樹木」をイ
メージさせるようにして、「夜桜」（写真２）と表現していました。
　しかし、「いのち」という観点からみれば、その逆（次ページ、写真３）になり
ます。

　天明はこう捉えます。
　「胎児」は、これから現実世界に出ようとしている「いのち」です。その「い
のち」を育んでいるのが「母」です。人間は生まれるまでに母から成長に必
要な栄養を頂いて「いのち」を育てます。
　これは、母なる大地から栄養を頂いて成長する、樹木と同じです。
　天明はこの「いのち」をお伝えするのに、「３と９７の法則」としてお話してき
ました。これをさらにわかりやすくするために、イメージ化したのが、「樹木
の枝葉と根っ子」です。
　写真３のように捉えると、この映像はまさに「いのち」
そのものを私たちに伝えてくれることになります。

　みなさまの中には、そんな生まれる前のことは記憶に
ないと言われる人が大半でしょうが、驚くことに 近では
お母さんの体内にいた時の記憶がある子供たちが増えて
きていると言います。
　これは、「いのちの記憶」です。
　お母さんがいて、自分がいることの証しです。
　人は勝手に生まれてくるわけではありません。

「3と97」＝「樹木の枝葉と根っ子」

写真1
初めて捉えられた、
お母さんの胎盤内部の映像

写真2 ＮＨＫの公表写真は、「夜桜」をイメージさせる

※写真は、NHKのホームページから



　人体のことは、まだまだ知らないことばかりです。
　自分の身体のこともわかっていないことだらけなのです。
　しかし知らなくても、身体は自分の役目をきちんと果たし
てくれています。
　これが、「いのちの仕組み」です。
　心臓は意識しなくても血液を体中に送りだしてくれ、肺は
呼吸をし、胃や腸は食べ物を消化してエネルギーに変えて
くれています。
　いのちを活かすための仕組み、いのちを守るための仕組
みが意識せずとも自然と２４時間、３６５日働いてくれている
のです。

お母さんのお腹の中では何が起きているのか
写真3 この写真は「いのち」を表現している。

下はお母さん、母なる大地である。
天明がイメージした「いのち」と同じ。

　もうひとつ、天明がずっと疑問に思ってきたことに氣付かされた「いのち
の仕組み」をお話したいと思います。

　このＮＨＫスペシャルの中で、胎児がこの世に生まれてくる時にお母さ
んのお腹の中では何が起きているのかが放映されました。
　天明もお産の経験のなかで、胎児が生まれやすくするために産道を開
く薬を使ったことがありますから、かなり以前から「産道を開く働きのホル
モン」があることは医学的にわかっていたことになりますが、もうひとつ、
もの凄いホルモンがお産の時に出ているのです。
　それは、「子宮を収縮させるホルモン」です。
　胎児には甚だ迷惑なホルモンなのでしょうが、お母さんにとっては、身
体を守るためのホルモンなのでしょう。胎児がそのまま成長し続ければ、
お母さんは困ったことになりますから、このホルモンが胎児の住環境を一
変させるのです。

　子宮を収縮させて胎児を押し出し産道へと導きます。
　これが「陣痛」です。
　そして胎児はこの時から生まれる瞬間までの間に、一度死んで生まれ
変わることになります。
　「えら呼吸から肺呼吸に切り替わる」からです。
　これは、ある程度の時間をかけて行われます。お産の時間とは、この切
り替えにかかる時間です。それが近年では、母体保護のためとして帝王
切開が行われますが、これは胎児にとっては、いきなり肺呼吸を強いら
れるのですからたまったものではありません。
　帝王切開で生まれた赤ちゃんと呼吸器（肺）との関係が氣になります。
　

山中 伸弥教授（やまなか しんや）
日本の医学者。京都大学iPS細胞研究所所長

細胞、1つ1つが生命体であって、
いのちを持っている

　ＮＨＫスペシャル『人体　～ミクロの大冒険』の番組の 後に、
  出演者の京都大学山中伸弥教授（iＰＳ細胞研究所所長）は
こんなことを仰いました。

　「細胞は裏切らない」「働きかければ答えてくれる」

　この言葉は天明の「いのち」の話そのものです。
　「よかった」、天明がこれまで言ってきたことが確信に変わった瞬間でした。
　これまで天明に共感してくれていたのは、免疫学の第一人者・安保徹（元新潟大学大学院教授）しか、
識者ではいませんでした。
　「細胞、1つ1つが生命体であって、いのちを持っているのです」といくら言っても、分かってくれる人がい
なかったのです。

　宇宙の節理とは、９:１８:３６:７２:１４４です。
　（１分間の海の波の回数・約９回、呼吸１８回、体温３６度、脈拍７２、血圧１４４です）。
　これは、９×２倍、１８×２倍、３６×２倍、７２×２倍、１４４×２倍と増え続けて行く、細胞分裂と同じでも
あります。

天明がイメージした「いのち」。
樹木の枝葉と根っ子で「3と97」を表現している。

写真は、フリー百科事典「ウィキペディア」から.



　山中教授が言われた、「細胞は裏切らない」「働きかければ答えてくれる」とはどういうことでしょうか。
　それは、自分の体の細胞たちが持っている生命力、免疫力、治癒力を１００％引き出して使いこなせば、
たとえ難病、奇病であっても乗り越えられるということです。
　なぜそうなるのかは、病気を、「臓器レベル」でみるのか、「細胞レベル」でみるのかといった、意識の違い
です。

　たとえば、ガン。「細胞レベル」でみてみましょう。
　健康な細胞は1つの口で栄養をとりますが、ガン細胞は４つの口を持っています。口から入っている栄養
を正常細胞とガン細胞が取りあうと、ガンは４倍ですからかないません。

　では、ガン細胞を撃退するにはどうすればいいのでしょうか。
　この「１対４」の理屈を実践すればいいだけです。
　それは、食べ物を少なくすることです。
　ガン細胞は食いしん坊ですから、食べさせないことが一番堪えるからです。
　身体の中での異物（ガン細胞）は自然と体外に出してしまう働きがありますから、自然と細胞さんに任せ
ていたらいいのです。

　「いのち」は、勝手に生まれてくるわけではありません。
　「心臓」は、勝手に動いているわけではありません。

　こうした「いのち」「身体、生命の仕組み」が分かってくる
と、何を感じるでしょうか。
　それは、ただただ、「ありがとう」ということですね。
　感謝、ありがとうの反対が、「当たり前」ですね。
　「病氣は健康のありがたさを分からせてくれた」と多くの方
が言われるとおり、日々こうして健康でいられるのは当たり
前ではありません。
　ガン細胞は1日5000個から6000個が生まれていると言わ
れますが、それでも健康でいられるのは、身体の免疫、白
血球が治してくれているからです。

　 近では、「病気にも感謝したほうがいい」と言われる人
もいますし、「病気と戦うな、仲良くしろ」というお医者さんも
います。
　11月8日に南木曽にて天明とともに講演させて頂く、中村
仁一先生は、「大往生したければ医療と関わるな」と言わ
れています。
　このように、これまでの医学の常識、当たり前がどんどん
ひっくり返ってきています。

　いのちの仕組み、身体の仕組みを知れば知るほど、不思
議と感謝の念が湧いてきますが、感謝、ありがとうの思い
こそが人間の自然治癒力を働かせるパワーなのかもしれ
ません。

　口から入ってくる食べ物が少ないと、身体をつくるため
の細胞はたとえ１つの口であっても、優先権をもって栄養
をまわしてくれ、細胞を再生していきます。一方、ガン細胞
は食物がとれないとしぼんで、死んで、体外に出されてし
まうのです。
　元氣な細胞は、ミトコンドリアの数にあります。ミトコンド
リアとは、体内の発電所のような役割をしてくれている細
胞です。
　このミトコンドリアを増やすことです。ミトコンドリアを増
やす食材に、「鶏のムネ肉」がありますので、「医食同源」
の発想で、毎日の食事で健康を創り出してください。

「いのち」「身体、生命の仕組み」が分かってくると…

近年の著書のタイトルをみると、
医学界の常識がどんどん変わりつつあることが
見えてくる。

ミトコンドリア

11/7
（土）

南木曽「みかづき会」100回記念講演として

天明×中村仁一講演会を行います。
大往生したけりゃ医療とかかわるな 詳しくは

5ページ



操法
仲間

３と９７の教えについて
Ｓ．Ｈ

　昨年（２０１３年）の１１月に、トリプルネガティブ乳がんが発見されました。
　私はちょうどその時期に海外生活を始めて、やっと楽しくなってきたところでした。一時
帰国した時に病氣が発覚し、そこからドタバタ。日本に帰って治療に専念することを第一
優先に動き始めました。しかし、日本に帰ってくる際の荷物整理や仕事のために、いった
ん海外に戻り、１０日間ほど過ごしました。
　これから自分はどうなってしまうのか、不安でいっぱいの時に知人から天明さんをご紹
介して頂きました。
　海外から天明先生に電話をかけて、いろんな不安の氣持ちをお話しました。その時に教
わったことは今も大事にしています。
　「がんさん、出て行ってください。もう私は元気ですから！」と毎日自分の身体に語りか
けること。
　何も身動きがとれないこの期間に、自分の心や思いの持ち様がどれだけ身体に影響を
与えるかということに氣付かされたことは大きかったと思います。
　それから帰国して、抗がん剤を点滴で投与する前日には天明先生の操法を受けてから
臨んでいます。

　この病気になると、真剣に自分のいのちと向き合うことになります。
　今まで身体の声に耳を傾けてこなかったなあと氣付き、天明先生の「３と９７」のお話で、
身体は頭で考えるよりももっともっと氣付かないうちにいろんなことをやってくれているん
だなあと、身体に感謝したくなりました。
　だから、自分の身体が本来持っている治癒力を信じて、そしてそれを手助けできるよう
に私の意識も変わってきました。
　そのおかげか、心配していた副作用もあまり出ておらず、いつも人に会っても、私が病
氣だということを忘れられていたり、いつもと変わらない接し方をしてくれます。

　ここで抗がん剤の一般的に副作用について書きますと、脱毛、味覚障害、むくみ、吐き
気などがあります。脱毛の副作用は出で、髪の毛は抜けましたが、いまでは産毛が生え
てきたり、まつ毛は残っていたりします。
　心配された味覚障害は結局何もなくて、口内炎もできず、いつも通りに楽しく食事ができ
ます。
　むくみや吐き気も目立った症状はなく、病院でそのことを話すと、不思議がられます。
　また、しこりのほうも 初の時より半分以下に小さくなり、手術までに消えてなくなるよう
に身体に語りかけていました。
　しかし、３回の抗がん剤したとき、吐き気、食欲なし、気分が悪くなり、一週間ほど寝込
みました。
　４回目に報告すると、
　「甘くみましたね。１回目、２回目と副作用が医者のいうようでなくて、楽だったので、たい
したことないと軽く考えて、抗がん剤をする前の意識がけが甘かったのではないです
か。」
　と、天明先生にズバリと指摘されました。
　「すきをみせたら、癌はこの時とばかりにのさばりますよ。癌細胞とあなたの意識との戦
いですよ。あなたの身体はあなたが守るのです。抗がん剤は後押しをしてくれます」
　そして、
「癌細胞だけを殺して、健康な細胞には悪さをしないでくださいと言って受けるんですよ」
　とお聞きして、４回から８回まできました。
　先生のおっしゃることは本当に間違いない。細胞は裏切らない。自分が思ったように働
いてくれることを実感しました。

　いまは実家の事務の仕事をしながら、ヨガと氣功の教室に通って、呼吸の大切さを教わ
りました。
　病氣を吐き出す。呼吸と同じなのですね。
　抗がん剤治療は８回で終わり、１ヶ月間を置いて、この７月に手術をします。
　あと１ヶ月間あるので、いままで以上にがんを吐き出して消します。
　自分の身体は自分で治すという意識は、先生から教えて頂いた「３と９７」の大切な考え
方で、この病氣を通じてこれからは身体と心のバランスに敏感になって生きて行こうと思
います。
　天明先生、本当にありがとうございます。



天明・けやきの会のごあんない
　2013年、天明講演会「けやきの会」は、400回という記念すべき年を迎え

ました。この400回という節目で皆さまから貴重なご意見を賜りましたこと

を契機として、新たな会場となった銀座区民館では和室を借りて、「天明の

原点に還る」ことを目指して参ります。講和だけではなく、氣功や活源運動

を中心に、「自分のいのちは自分で守る」という、天明が400回以上の講演

を通じてお伝えしてきたことを身体で感じて頂こうと考えております。

　「考えることはもうやめよう、感じることが大事ですよ」

　現代人は知識ばかりを詰め込もうとしますが、天明が伝える「３と９７」は

感覚や感性が大事だと言ってきました。病気は身体が必死で治そうとする

のです。それが自然治癒力というもので、これは全ての人が分け隔てなく

頂いている、凄い力なのです。しかし、知識が邪魔をして自然治癒力が

働かなくなっているのが現代人です。

　「顕在意識よりも、潜在意識にこそ目を向けてください」

　2014年からは、見えない世界を意識することがますます大事になって

きます。それはあの東日本大震災以降、皆さまもお感じになられている

ことだろうと思います。

　天明講演会「けやきの会」は、2014年、もう一度、基本の基に立ち戻り

ます。この基本の基を徹底的にやっております。

　どうぞご友人にご案内頂ければと存じます。誘ってお越しください。

大江戸放送局・レインボータウンＦＭに出演、
「３と９７」をお話してきました。

　米国から帰国された、アキ・ハラダさんのご縁で、大江戸放送局・レインボータウンＦＭ
「アキ・ハラダのインフィニティートーク」にゲスト出演してきました。
　このＦＭ放送局は、東京江東区や中央区、港区、千代田区、墨田区といった、東京の沿
岸地域向けに発信されている局ですが、ここで撮られた動画はインターネット動画サイト
の「ＹouＴｕbe」などにアップされているようですので、ご覧ください。

　ここでは、「３と９７」をお話させて頂きました。この写真のように、「いのち」をこの「３と９７
のイラスト」を使って説明しましたが、ラジオでも十分に伝えられたのではないかと感じて
います。
　「自分のいのちは自分で守る」が、天明のテーマです。
　これからもいろんな機会を作って、このテーマのお話をしていこうと思っております。

動画をご覧になりたい方は、「ＹouＴｕbe」で、「アキ・ハラダのインフィニティートーク」を
検索してください。



天明けやきの会ホームページが
新しくなりました。
2013年11月から、会場を銀座区民館に移しました。
公的機関であるために「第一土曜日」に予約が取れない場合もある
かもしれません。
日時は、ホームページ、ブログでご案内しますのでご確認ください。

天明けやきの会 で検索 http://keyaki-no-kai.net/

大往生したけりゃ医療とかかわるな 

いまからご予定下さい。東京からのツアー企画します。

南木曽「みかづき会」ご案内

6/28
土曜20.00～20.30

天明　心のふるさと童謡ショー

11/8
土曜

天明×中村仁一講演会

みかづき会100回記念講演

場所/ホテル木曽路にて
〒399-5302 長野県木曽郡南木曽町吾妻2278
TEL:0264-58-1126 FAX:0264-58-1234 

http://www.hotelkisoji.jp/



2013年12月～２０14年4月天明・活動報告

国際縄文学協会
に縄文コラムを寄稿しました

縄文人は「３と９７」の
宇宙の法則で生きていた

第2稿

第1稿

氣の世界、波動の世界　
～縄文の昔からわかっていた、日本の医療

天明けやきの会ホームページ
「 新情報」をご覧ください。

12月  　3日　　　　　9月～11月分　帳簿整理
　　　　  4日　　　　　9月～11月分　帳簿整理
　　　　　　　　　　　　　１７クラブ会へ
　　　　　5日　　　　　天明講演会（４０３回）、忘年会
　　　　　　　　　　　　　秋山氏とけやきの打ち合わせ
　　　　  6日　　　　　四谷倫理法人会へ　一金会へ
　　　　  9日　　　　　エステ
　　　　10日　　　　　志学塾（横浜）へ
　　　　11日　　　　　秋山氏、けやき原稿校正
　　　　15日　　　　　秋津にて、マイク真木ショー
　　　　16日　　　　　エステ
　　　　21日　　　　　歯メンテ
　　　　23日　　　　　エステ
　　　　26日　　　　　映画
　　　　30日　　　　　中国式リクレクソロジーへ

（操法）　　　   1日、5日、7日、8日、10日、11日、12日、
　　　　　　　 　14日、16日、17日、18日、19日、21日、
　　　　　　　 　22日、24日
（出張操法） 　6日板橋、10日虎ノ門、20日板橋、
　　　　　　 　　27日虎ノ門（秋山氏）、31日タマプラーザ
（遠隔操法） 　29日品川
（遠隔祈願　　1日宮崎2回、25日南木曽
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　2日南木曽、6日南木曽

　2月  　1日　　　　　勝沼先生、新年会
　　　　　2日　　　　　キャリアコンサルティング講演会へ
　　　　　　　　　　　　　大高未貴氏
　　　　　5日　　　　　縄文コラム、第4弾原稿作成
　　　　　6日　　　　　天明講演会（405回）
　　　　　　　　　　　　縄文コラム、秋山氏と打ち合わせ
　　　　　7日　　　　　ギンザエステ
　　　　　8日　　　　　大雪の中、鹿児島県人会へ
　　　　　9日　　　　　東京都知事選挙
　　　　 10日　　　　　サクラエステ
　　　　 11日　　　　　国護り演説大会へ
　　　　 14日　　　　　会報「けやき」発送作業（～16日）
　　　　 17日　　　　　１７クラブ夕食会
　　　　 19日　　　　　キャリアコンサルティングにて講演
　　　　 20日　　　　　熊本の平野氏と再会
　　　　 21日　　　　　縄文コラム第4弾　西垣内先生の校正終了
　　　　 22日　　　　　南木曽・恵那　みかづき会講演（～23日）
　　　　　　　　　　　　　特老ホームへボランティア
　　　　 23日　　　　　ホテル木曽路にて、
　　　　　　　　　　　　　6月の天明ショーの打ち合わせ
　　　　 26日　　　　　縄文。西垣内先生　死（3/2訃報メール）
　　　　 27日　　　　　紅景天３箱返送する
　　　　 28日　　　　　縄文コラム第４弾　ＦＡＸにて送信

（操法）　　　   3日、4日、13日、25日
（出張操法） 　7日板橋、13日虎ノ門、21日虎ノ門、24日虎ノ門
（遠隔操法）　
（遠隔祈願）　
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　1日南木曽、7日南木曽、12日南木曽、恵那
　　　　　　　　　17日南木曽

　1月  　1日　　　　　天祖神社、浅草寺初詣
　　　　　2日　　　　　松浦様へ年始
　　　　　3日　　　　　年賀状整理
　　　　  5日　　　　　ギンザエステ
　　　　　9日　　　　　神田明神　初詣（けやきの会・404回）
　　　　　　　　　　　　　スタッフ会議、新年会
　　　　 11日　　　　　歯メンテ
　　　　 13日　　　　　映画２本
　　　　 15日　　　　　歯メンテ　サクラエステ
　　　　 17日　　　　　ギンザエステ、秋山氏と打ち合わせ
　　　　 18日　　　　　名簿整理（～19日～21日）
　　　　 22日　　　　　パソコン先生
　　　　 24日　　　　　けやき発送（秋山氏手伝い）
　　　　　　　　　　　　　縄文塾へ
　　　　 27日　　　　　サクラエステ　イーマセミナーへ
　　　　 28日　　　　　下村博文文科大臣新年会
　　　　 29日　　　　　25年12月分　帳簿整理
　　　　 30日　　　　　縄文・西垣内先生より
　　　　　　　　　　　　　コラム第4弾「医食同源　旬にあり」にＯＫ
　　　　 31日　　　　　安保徹先生講演会へ　秋山氏と
　　　　 

（操法）　　　   6日、7日、8日、10日、12日、14日、
　　　　　　　 　16日、20日、22日、23日、24日、25日、
　　　　　　　 　26日、28日、30日
（出張操法） 　4日タマプラーザ、7日タマプラーザ、17日板橋、
　　　　　　　　　23日虎ノ門、30日虎ノ門
（遠隔操法）　
（遠隔祈願）　
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　8日南木曽、11日南木曽

2014年2013年

第3稿 縄文人たちは自然から健康的に

生活できる場を知っていた

「気圧と健康の意外な関係」

縄文人たちが氣付いていた「医食同源」第4稿
それは「旬」にあり

第4稿はアップ準備中です。お楽しみに!!



2013年12月11日　　　鈴木アサ子様
2014年　1月15日　　　永井　登様
　　　　 　2月26日　　　西垣内堅佑先生

会員さんの声

誕生　おめでとう！

2013年12月13日　　靖子さん、長男誕生

2014年2月17日　　池田祐一ご夫妻　長男誕生

おくやみ申し上げます。
ごくろうさまでした。

会場/銀座区民館2014年

天明講演会

　4月  　1日　　　　　桜　花見会へ
　　　　　2日　　　　　パソコン、善福寺川へ桜花見へ
　　　　　4日　　　　　下村博文文科大臣、桜の会　椿山壮にて
　　　　　6日　　　　　天明講演会（407回）
　　　　　7日　　　　　歯メンテ　水是セミナーヘ
　　　　　8日　　　　　ギンザエステ
　　　　 15日　　　　　間嶋氏とお茶
　　　　 18日　　　　　縄文塾へ
　　　　 20日　　　　　天明バースデー、羽衣にて
　　　　 21日　　　　　下村博文文科大臣講演会、提言書渡す
　　　　 22日　　　　　高松へ
　　　　 23日　　　　　福山へ　吉岡氏グループでの講演会
　　　　 24日　　　　　安芸宮島へ　
　　　　　　　　　　　　　吉岡氏案内で大聖院座主・吉田正裕様に接見
　　　　 25日　　　　　寺澤先生、北海道で病院建設に関わり、
　　　　　　　　　　　　　多忙で、音信不通
　　　　 27日　　　　　日誠会50周年記念祝賀会　野別先生
　　　　 29日　　　　　ギンザエステ
　　　　 30日　　　　　オーストラリア池田様とご友人夫妻と会食

（操法）　　　   2日、5日、8日、12日、13日、14日、16日、26日、30日
（出張操法） 　11日板橋、22日高松、25日板橋
（遠隔操法）　
（遠隔祈願）　
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　　8日南木曽、9日南木曽、10日南木曽、14日南木曽、
　　　　　　　　　15日恵那、15日南木曽、17日南木曽、18日南木曽

歌舞伎座の
すぐ裏です

会場は
銀座区民館です

銀座4丁目13番17号
東京メトロ日比谷線東銀座駅下車5番出口　徒歩2分 
都営地下鉄浅草線東銀座駅下車3番出口　徒歩3分

03-3542-6828

和室で
行っています

２階の

６月以降の開催日は
ホームページ、
天明ブログで
ご確認ください。

メールアドレスをお知らせ頂ければ、直接、ご案内をお送りさせていただきます。 tenmei-397@nifty.com

http://keyaki-no-kai.net/

　3月  　1日　　　　　ギンザエステ
　　　　　2日　　　　　鎌倉英勝寺にて座禅会へ
　　　　　　　　　　　　（縄文・西垣内先生訃報、メール受信）
　　　　　4日　　　　　西垣内先生、通夜
　　　　　5日　　　　　西垣内先生、告別式　小田ご夫妻とお茶
　　　　　6日　　　　　藤岡会長にご挨拶
　　　　 10日　　　　　サクラエステ
　　　　 12日　　　　　水是セミナー
　　　　 13日　　　　　天明講演会（406回）
　　　　 15日　　　　　パソコン
　　　　 18日　　　　　パソコン
　　　　 19日　　　　　藤岡会長と神谷会長と大内さんと昼食会
　　　　　　　　　　　　ギンザエステ
　　　　 25日　　　　　バブクラブへ
　　　　 26日　　　　　奥村先生、経理に来導
　　　　 　　　　　　　　馬場様宅へ、北川様宅へ
　　　　 29日　　　　　南原竜樹様宅にて、里桜花見会
　　　　 30日　　　　　ギンザエステ

（操法）　　　  3日、11日、16日、17日、18日、22日、23日、
　　　　　　　　24日、25日、29日
（出張操法） 　7日板橋、14日ルポール麹町、28日板橋
（遠隔操法）　
（遠隔祈願）　
（電話カウンセリング）
　　　　　　　　4日南木曽、13日南木曽、18日南木曽、
　　　　　　　　23日恵那、24日南木曽、26日南木曽、
　　　　　　　　27日南木曽

（3/2訃報メール届く）

毎月第一土曜日13.30からを予定

公的機関であるために「第一土曜日」に
予約が取れない場合もあるかもしれません。



けやき
第38号（2014年秋号）
発行日：平成26年10月
発行者：心健導場主宰　天明
住所　 ：〒１６７－００５２
　　　　　杉並区南荻窪２－７－１２
ＴＥＬ   ：０３－３３３４－２５２７ 天明

てんめい

心健導場主宰

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・ハワイ報告特別号

まさかの時には、
自分を守るＤＮＡが必ずＯＮになる
　天明と名乗ってから５０年間、「いのち」について真剣にお話してきました。
　そしてこの５０年間に、日本も、世界各国も、１つの大きな問題を抱えるようになってしまいました。
　それが、「高齢問題」です。
　人類はその叡智と技術で人生８０年、９０年という“長寿”を手にしました。昔は長生きは幸せの象徴でした
が、いまではどうでしょう。必ずしも幸せであるとはいえないようなそんな時代になってしまったのではないで
しょうか。

　この「高齢問題」は、この２１世紀に生きる私たちに初めて出てきた問題です。
　「これからどうすればいいのか」。
　あなたは自分の老いをどう捉えておられますか。
　国に頼ればなんとかしてくれる。病院、医師に頼れば病気もなんとかしてくれる。
　すべて国任せ、他人任せではありませんか。
　みかづき会１００回特別講演の講演者である中村仁一医師は、
　「老病死は誰も代わってはくれません。現代人はこれと向き合おうとしません」と仰います。
　この老いに向き合うとは、自分の「いのち」に向き合うことです。
　天明は、「自分のいのちは自分で守る」とお伝えしてきました。
　これは、長寿時代をどう生きるのかの答えは、「自分の中のいのちに聞け」ということです。

　みかづき会を行ってきた南木曽は、この７月、突然の鉄砲水で残念ながら大きな被害を受けてしまいまし
た。そして８月は、広島で大惨事が起き、９月には、東京代々木でのデング熱騒動や長野の御嶽山が噴火
し、関東圏の地震多発から首都圏直下地震や富士山の爆発の危機が叫ばれるようになりました。
　災害はいつどこで起きてもおかしくはない。
　これを肝に銘じてもらうためにも、もう一度、申し上げます。

　「自分のいのちは自分で守る」。

　これまで天明は、「まさかの時にどうするのか」を
具体的にお伝えしてきました。
　安心ください。
　まさかの時には、ちゃんと自分を守るＤＮＡがＯＮ
になりますよ。
　南木曽でも、みかづき会でご縁している方々に信
じられないような奇跡が起きました。
　１１月８日には１００回記念会がありますし、毎年６
回の定期講演をしていますので、天明と南木曽に
同行して、この奇跡の体現者の話をぜひとも聞い
て頂きたいと思います。 南木曽宮川町長へ、災害見舞金を手渡す
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やはり、意識の変化の時がきている　　　～ハワイにて

　今年の８月は、４０年間働きづめできましたので、自分へのご褒美と聖地を巡り充電してパワーアップするこ
と、そして今後４冊目の本の下書きを目的に、ハワイ島、オワフ島、カウアイ島を訪ねてきました。
　８月５日出国し、ホノルル空港でハワイ島に伺うための乗り継ぎをして、ヒロ空港に着きました。
　なんだろう?
  なにかが違う?
  と直感しました。
　ヒロに来て２日目、滅多に来ない台風がハワイ島に２２年ぶりにやってきました。しかも、大型台風が２つ、続
けて。
　ハワイ島のヒロ地区は水没し、そのため、ライフラインはすべてストップ。大変な状況になったのですが、宿
（ＭＡＫＯＡマコア）は自家発電設備があり、雨水をろ過して使用しているので、幸いにして大丈夫でした。
　ＭＡＫＯＡは、四方八方を牧場に囲まれていて（もともと牧場だった所に宿をつくった）、前方には海、水平線、
空が拡がっています。３６０度見渡す限り、あるのは草原と海と空だけです。
　庭には、ロバが７頭、ヤギ５頭、シベリアンハスキー犬２匹、ねこ１匹、そしてにわとり数羽が同居しています。

　私は人一倍、感性が鋭いと自負していますが、広大な
牧草地の真っただ中にたった一軒建っているＭＡＫＯＡ
の大自然に包みこまれて安心し切った感じになったから
でしょうか、このハワイ島ではその感性が一切働かな
かったのです。
　ヒロ空港に降り立った時に感じた、なにかが違う！！　
……（これを表現できる言葉がありません）
　
　ハワイ島は島全体がボルテックス（エネルギーの渦）
と言われていますが、ここで感じたのは、なにかわかり
ませんが、なにかが違う……　のです。
　一番行きたかった「ワイピオ渓谷」は北の次元の扉が
あると言われる神聖な場所ですが、台風のために残念
ながら行くことができませんでした。

　それでも、キラウエア火山にはこの台風の中で行ってきました。

　８月９日、オアフ島に戻る夕方の便がまたしても２つ目の台風のために飛ばないかもしれないというので、１
４時の便に変更してオアフ島に戻りました。
　ホノルルではワイキキビーチが見下ろせる、アストンワイキキピーチタワーを宿としましたが、朝６時、１９階
のベランダからコーヒーを飲みながらボーと外を見ていますと、小さな光の玉がだ円になって、「だ円の輪」
が乱舞しているように観えました。楽しそうに、輪と輪が飛び交っている。
　こんな光景をここオアフ島では、９日から３１日までの毎日観ました。（写真をみてください）

　２６日の朝には、その光のだ円のなかに、クラゲのような物体、変わったものが左から右へ、右から左へと動
いている。その物体は4つくらいだったように思います。
　中心は黒っぽくて、回りはグレー色でヒラヒラしている。
　なに！！
　クラゲ！！
　ひょっとしたら、これがＵＦＯ？

朝日、光の輪（１９Ｆより）　　　これが素粒子なのか？光の粒がだ円を描いて飛び交っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　娘の携帯電話には撮られていない。この光の輪を９日から３１日まで毎日観ていた。

ＭＡＫＯＡマコアのロバたち
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　一日中、ボーとして何もせずに過ごすこともありました。せっかくハワイまで来たのにどこにも行かないのは
もったいないと思われるかもしれませんが、あれこれと計画を立てるよりも、何も考えずに過ごす、瞑想状態。
氣づけば夕方ということもありました。
　とにかく時間の感覚がありませんでした。
　時が流れているのか、止まっているのか。氣づけば、
「こんな時間か」といった感覚で１日が過ぎて行く。
　言い換えれば、「いまがあるだけ」ということでしょうか。
　こんな不思議な感覚は初めてでした。

　過去にこんな光は４度観ています。
　1.　インドにて　：  一面に小さな尾をつけている
　2.　ロンドンにて　：　すき間ないほど光の粒が降り注いでいる
　3.　東京神楽坂　：　マインドコントロール修業中（４０分業）
　　　　　　　　　　　　　　太いほうきのような光の矢が飛び込んでくる
　4.　オアフ島ホノルルワイキキ　：　楽しそうに踊っている
　光の形はこの４回全て違いました。

　このハワイ（オアフ島）では、毒のある生き物（毒へび、毒虫、毒植物等）の毒がだんだん消えて行くのだそう
です。
　一般にハワイと言うと、オアフ島のホノルルワイキキのことを指しますが、どこに行ってもハワイの人は親切
です。
　移動手段はタクシーですが、５人で定員オーバーだと運転手さんがワゴン車タクシーを呼んでくれます。
びっくりです。世界中から観光客が押し寄せる理由もこのハワイ独特の「波動」にあるのかもしれません。
　これは、７年前にホノルルマラソンに参加した時には感じなかったことです。

　カウアイ島の「シダの洞窟（聖地）」に行きたかったので、１日ツアーに参加しました。２７年前に一度訪れて
いますが、もう１度「来たい」と思った所です。
　一瞬なのでカメラではうまく撮れませんでしたが、七色の虹が天空から降り注いで……・。
　このカウアイ島には刑務所がありますが、塀がないのもびっくりでした。夕方は庭でバーベキューをして、
歌って踊って。
　日本では考えられないことですね。

↑アストンワイキキピーチタワー19Ｆ
　　ベランダ、眼下にワイキキビーチ
←19Ｆベランダからの夕日

シダの洞窟（聖地）
２７年前に行き、また「来たい」と思っ
ていた所です。プレスリーが結婚式
をあげて有名になりました。シダの
景色は変わらなかったが、沼地（田
んぼ）だった所がステージになって
世界中から結婚式をあげに来るそう
です。天空より７色の光が注いでな
んとも美しい。また来られてよかっ
た。ありがとうございます。
この７色の光、ガイドさんに言って
も、「見えない」と言われました。
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　１７日、ハワイ大学外科教授の町淳二先生にお会いするの
も、楽しみの１つでした。
　町先生は、大学構内を車で案内くださいました。夏休み中
なので学生はいませんでしたが、学校内はあまりに広くて、
迷い子になりそうです。町先生は、日本人の若い医学生に月
に一度帰国して、日本とアメリカの医師の意識の差を憂いて
指導されていらっしゃいます。どうぞ日本の若い医師が海外
で通用する医師に育つための援助をお願いいたします。

　帰りに、ハワイのＡＭラジオ局１２１０のアナウンサー・カリ
ーンさんをご紹介下さり、ハワイに居る間にスケジュールが
合えば、ラジオのインタビューをしてもらえるよう後押ししてく
ださいました。
　それから、「いつ、返事のメールが来るのか」と楽しみにし
て２８日までメールチェックをしていましたが、来ないので、
「急なことだから無理だったか」と思いこんでいました。
　８月３１日、日本への帰国の途に就き、９月１日に帰国。翌
日、９月２日の朝８時、メールを確認すると、カリーンさんから
なんとメールが届いていたのです。
　「３０日１４時にお会いしてインタビューをしたい」との伝言。
帰国して気づくとは、残念でした。
　
　『最後の最後まであきらめてはいけませんよ』と、いつも皆
様の前でお伝えしているのに、改めて自分自身の言葉に気
づかされた感じです。

　ハワイには、古代から「ホ・オポノポノ」と呼ばれる、こころの癒やしの方法があります。
　日本でも数年前に本で紹介されて知られるようになりましたが、「ありがとう」「ごめんなさい」「許してください」
「愛しています」の言葉を繰り返すことで実践されるとするこの有りようは、米国流というよりも、なんだか日本の
縄文を感じさせます。
　青森の三内丸山の縄文人たちが船で太平洋を渡って、ミクロネシアや中南米に移り住んだ（縄文学協会・小田
静夫先生）ことがわかっています。
　このハワイにも古代縄文人たちが移り住んだとしても、なんら不思議ではないのです。

↑町教授にご案内して頂いたハワイ大学
↓ワイキキヨットクラブで、ＮＰＯハワイシニアライフ協会のイベ
ントに招待して下さったスタンレイ・チズさんにお会いしました。
おかわりなく元気で、面会に感謝。会長の坂井様にお会いして
協会の会員になりました。２０分間の講話をしました。

↑ダイヤモンドヘッド登山

普通は３０分で上るのを、４０分かけて上りました。朝日合掌、有難うございます。
７年前、ホノルルマラソンでダイヤモンドヘッドの周りを走りながら、いつか来た時
は登頂すると誓ったことが実現しました。

この滝は１５０メートルの落差を誇るハワイ島の
大滝、ここも聖地です。
「龍」が登っているようにみえませんか。

→アカカ滝
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天明の
縄文コラム

縄文人は「３と９７」の
宇宙の法則で生きていた

第2稿

第1稿

氣の世界、波動の世界　
～縄文の昔からわかっていた、日本の医療

第3稿 縄文人たちは自然から健康的に

生活できる場を知っていた

「気圧と健康の意外な関係」

縄文人たちが氣付いていた「医食同源」第4稿
それは「旬」にあり
第4稿はアップ準備中です。お楽しみに!!

　今回のハワイにやってきたのは、本当の目的
は２つありました。

　長年の構想だった、「生命いのち」の本の原稿
をこの大自然の中で書くことでした。
　しかし、いざハワイに着くと、不思議なオーラに
包まれて、何もしないでただ瞑想の日々を過ご
すことが続きました。
　これまでであれば、「なぜできないんだろう」と
自分を問い詰めているところでしょうが、なぜ
か、「これでいいんだ」と満足して日本に帰って
きました。
　日本に帰ってきて考えますと、１ヶ月間のハワ
イ滞在の本来の目的は、「自分をこれでいいん
だと思えるようになること」であったようにも思え
てきます。
　ハワイ独特の「ホ・オポノポノ」のありがとう、ご
めんなさい、許してください、愛していますといっ
た言葉の波動が自然とこころの中に響いてきた
のでしょう。

　「３と９７」、「　　（あ）」、そして「自分のいのちは
自分で守る」。

　これをいままでと同じようにこのまま伝えてい
けばいい。

　天明と名乗った原点に氣づかされたこのハワ
イの１ヶ月間でした。
　

「これでいいんだ」と思えるためにやってきた

ウクレレ教室に参加しました

ハワイでは、人とウミガメが同じ所で泳いでいます。

ＮＰＯ法人国際縄文学協会のホームページでご覧ください。 5

つい最近前まで出雲大社内でしか
聞けなかった八雲琴を　岡田様が演奏



会場/ＮＰＯ法人生活支援センター　宙（そら）

2014年天明講演会

杉並区成田東４-３８-１７　ＤＭＪビル７階
東京メトロ南阿佐ヶ谷駅　１番出口徒歩２分
ＪＲ阿佐ヶ谷駅　徒歩１４分

大往生したけりゃ医療とかかわるな 

東京からのツアー企画しています。お問い合わせください。

「みかづき会」ご案内

11/8
土曜13.00から 天明×中村仁一講演会

みかづき会100回特別講演

場所/ホテル木曽路別館
〒399-5302 長野県木曽郡南木曽町吾妻2278
TEL:0264-58-1126 FAX:0264-58-1234 

http://www.hotelkisoji.jp/

自然死のすすめ
自分が頂いた生命は自分で守る
聴講料　無料　自由参加

主催
みかづき会特別講演会
実行委員会

毎月第１土曜日
１３．３０から開催中

会場は、

阿佐ヶ谷
に移りました

演題 天明の「いのち」のはなし
自分の生命は自分で守る。春夏秋冬の天明氣功・
天明流呼吸法、活源運動、自分でできる手当法

１０/４　１１/1　１２/６

予約問い合わせ　03-5377-7005●

●●

●

みずほ銀行

杉並警察署

杉並郵便局

杉並区役所

阿佐ヶ谷荻
窪

丸の内線

南阿佐ヶ谷
ＤＭＪビル７Ｆ6



　　２０１５年、未年（ひつじ年）の天明のテーマは、

　です。
　この未年の意味することは、「内に秘めたことが開花する年である」です。
　今年こそは、自分の目標をきちんと決めて実行するよう、心掛けましょう。
　
　目標をあまりにも大きくしすぎると、なにかが１つでもダメになったことで
  挫折してしまうと言われますが、
  自分がやりたいことに、大きい、小さいは関係ありません。

　２０１５年をどう生きるかを考え、きちんと目標を立てることからこの１年をスタートさせてください。

　１年の計は元旦にあると言われますが、２月になっても、３月になっても決して遅くはありませんよ。
　一番意味がないのは、やろうやろうと思って先延ばしして、結果的になにもやらないまま、１年を過ごしてし
　まうことです。
　「思ったら吉日」。
　今日からでも、今からでも、自分が頑張らずにできることでいいですから、
　「今年はこういう年にするぞ」と意識して、２０１５年を過ごしてみてください。
　すると、必ず、２０１６年は変わってきますよ。

　世の中は「大変だ、大変だ」と大騒ぎするからどうしても行動などが委縮しがちになりますが、大変とは読ん
　で字のごとし、「大きく変わる」と書きます。「変わる」とはいいことではないように捉えられていますが、今の
　この時代に合わせることもまた「変わる」と言います。
　ひつじは１年に一度、身体の毛を剃られますが、
　これはひつじにとっては大事な変化です。
　そして次の年にはまた新たな毛が生えて来ます。
　人間の場合で言えば、意識です。
　古い意識を入れ替えることです。
　「これまで通りで今年もなんとかやれるだろう」と思って、
　それでいいことがあるのなら、「そのままでいいよ」となり
　ますが、そうでないとか、これからが心配だと思うのなら、
　まずは古い意識をさっさと捨ててしまうことです。
　そうすれば、当然ながら困難はあるでしょう。
　意識を変えて挑戦すれば、成功もあれば、失敗もあります。
　しかしながら、なにもしなければなにも得ることはできません。

　そしてこれまで懸命に努力し続けてきた人は、
　　「今年はそれが成就する年になりますよ」
　初心を忘れず、目標をしっかりと持ち続けて下さい。
　すると、２０１５年という年が応援してくれる年になりますよ。

けやき
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ＦＡＸ   ：０３－３３３４－２５２７ 天明

てんめい

心健導場主宰

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。
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新年、あけましておめでとうございます。

　ありがとう
　今日もいいことありました
　つらい時わね、お天道さんみてごらん
　ふしぎと力がわいてくるよ
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　２０１４年は、「節目の年」でした。

　ゲリラ豪雨や火山噴火など、予期せぬ災害で多くの人命が奪わ
　れました。
　天明がご縁してきた南木曽でも、７月に鉄砲水が町を襲いまし　　
　た。
　しかし、この南木曽では信じられない出来事が起きました。鉄砲　
　水の直撃を受けて流されてしまってもおかしくない家屋や学校が
　守られたのです。たまたま家を留守にしていたから難を免れたと
　いう人もいました。
　こうした天災がいつあなたを襲うかもしれません。ここにいるから
　安全だというような場所はどんどんなくなってきています。
　天明は、「自分のいのちは自分でまもる」、そのためにどうすれば
　いいのかをお伝えしてきましたが、２０１４年のこの災害ほど、こ
　れからもこれを言い続けていかねばならない思いにさせられたこ
　とはありませんでした。
　それは、みなさんご自身が自分の身を守る方法をもっていなが
　ら、それに氣付かれていない方が多いからです。

　その方法とは、「９７の力」です。つまりは、潜在能力のことです。
　顕在能力と潜在能力を世界中により分かりやすく伝えたいと悩ん
　でいたら、天から降りてきたのが、「３と９７」という数字でした。
　３とは意識の世界、９７とは無意識の世界です。
　９７とは、いわば、「火事場の馬鹿力」ですが、その潜在能力を意
　識的に使おうとすると、どうすればいいか、おわかりですか。
　それが、「（まさかの事態が起きた時は）ぐわっと目を見開く」こと
　です。

　なかなか信じられない方もいるでしょうが、南木曽では「目の前を
　土石流の壁が流れて行った」という経験をした方々がでてきまし
　た。

　こうした災害時、「いのちを頂くか、頂けないか」の差はいったいど
　こにあるのでしょうか。
　それは、「自分が自分の、この見えない能力を意識しているかど
　うか」なのです。
　

　いのちを頂くか、頂けないかの差はどこにあるのか？

　２０１４年１１月、この南木曽で、「みかづき会１００回記念講演会」が行わ
　れました。
　大ベストセラー『大往生したけりゃ医療と関わるな』の著者であり、お医
　者様である、中村仁一先生と、天明とのコラボ講演会でした。
　「いのちの基本の話をしよう」と自然にテーマが定まっていきました。

　中村先生は、「自然死のすすめ」。死の迎え方です。
　天明のテーマは、「自分が頂いた生命は自分でまもる」。初めて大きな
　講演会で「３と９７」をしっかりと皆様にお話ししました。
　偶然にも、生と死という相反するテーマになってしまいましたので、どん
　な話が出てくるのか、楽しみにされた方も多かったでしょうが、中村先生
　も、天明も、言っていることは「同じ」でした。
　つまりは、生き方は死に方となり、死に方は生き方につながるということ
　でしょう。
　天明は、死の迎え方を「全生時の迎え方」と言ってきました。
　死を「すべて生き切る時」と名付けた意味も、この南木曽での中村先生
　との講演で改めて感じさせられました。

　２０１４年は皆様にとってもどんな年でしたでしょうか。
　年初めに振り返ることで、これから先がみえてくるかもしれませんよ。

　南木曽みかづき会１００回記念講演会が行われました

鉄砲水・土石流はここを通りすぎた

上流には巨大な岩がころごろしていた。
土石流はこの巨大な岩ごと、流れてきた。

土石流は、大きく川底をえぐっている。

　『目を見開くと、自分の身の周りに見えないバリアができるよ』　
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天明にとっては、２０１４年はこの南木曽での出来事、前号で詳しく書
いた、ハワイで自分の意識としっかり向き合ったことなどを振り返っ
てみますと、これまで天明として５０年近く活動してきたことの１つの
節目の年だったのではないかと思えてきます。
そして今年は未年ですから「これまでのことが成就する年」となり、
私の人生の中で一番光輝く年になると信じています。
天から頂くエネルギーをご縁する方々に一杯振りまいていきますか
ら、この見えないパワーを頂いて、皆さまにとっても、２０１５年という
年を自分の目標の成就のために活かしてください。

国際縄文学協会に『古神道の氣』（花谷幸比古、菅田正昭著）と
いう本を見つけました。その中に、「いのち」の語源が書かれてい
ます。

　「おのれの内なる生命力のことをイノチという」
と出て来ます。

漢字でいのちを書けば、「胃の霊」。
この胃とは、内臓器官のことで、<胃の周辺に生命力の根源が
ひそんでいる>と古来から考えられていたようです。

「いのち」の語源がわかった

みなさんは、心は身体のどこにあるのかと聞かれて、
胃（みぞおち）のあたりと答えていませんか。
このように縄文や古神道を知れば、こうした根源のことがみえてきます。
古神道では、「氣は生命力」と捉えてきたようですが、まさにこの氣とは、「９７のパワー」のことです。
「氣」という見えない生命パワー、そして食べ物を消化することで身体のパワーを創り出す「胃」とが合わさって、
「いのち」となる。
さらにこの本によれば、「呼吸法がいのちの根源」と言っています。
天明会では必ず呼吸法をやっていますが、その意味は、今に始まったのではなく、縄文の太古からすでにあった
ということです。

神道では「祝詞」、仏教では「お経」を神前、仏前で読み上げますが、
これは信仰心のためでもありますが、もう１つ、重要な意味を持っています。
おわかりでしょうか。
それは、この呼吸法になっていることです。
いわば、「腹式呼吸（丹田呼吸）をすることになるわけで、祝詞やお経を毎日読むことがそのまま健康につながる
のです。

そしてこの呼吸に関して大事なことが１つあります。
それは、「吸うと吐くとの<間（ま）>によって人は生かされている」ということです。
吸う、吐くをこの間（ま）なくして続けていると苦しくなりますね。
身体は呼吸の時にこの間（ま）を意識せずにとっています。
これが、自然のはからいです。
これは、自然界では当然ですが、機械の世界や人間社会にもあります。
「ゆとり」とか、「無」とか、「空（くう）」とか、「あそび」とかと、いろんな言葉で呼ばれていますが、すべてはこの間
（ま）です。

２０１５年は、人生においてこの間（ま）を大切にしてください。
走り続けるだけではどこかで息が切れます。
「少しは心にゆとりをもって」と申し上げても、「無理だ」「今は頑張らないと」と言われることでしょう。
ならば、せめて今年は生活のなかに、「鼻歌」を入れてください。
苦しいとき、辛い時はなおさらです。
坂本九さんの「上を向いて歩こう」とか、いい歌、元気になる歌がたくさんありますよ。
　
天明も、みなさまにこころのゆとりをもって頂きたい願いを込めて、
『色葉マンダラ』（いろはまんだら）という歌（CD）を出します。
２０１５年に何をやろうか、決めていない方、目標をどうしようかと思われている方、ならば、今年は「鼻歌を歌える
ような生活をおくる」を目標にしてみてください。
こころの余裕、気持ちのゆとりを持つこともまた、今のこの大変な時を生きる時には必要なものですよ。
それでも、ゆとりがない、余裕がないという方、２０１４年暮れにスタートした「天明の座禅呼吸の会」（東京四谷地
域センター）にぜひともお越しください。自分をしっかりと見つめ直すための座禅と呼吸の会を毎月１回行っていま
す。
　（※日時は会場予約の関係で毎月変わりますので、参加希望の方はお問い合わせください。
　　　心健導場/ファックス０３-３３３４-２５２７）
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南木曽みかづき会100回記念講演会

2014年11月8日、南木曽のホテル木曽路別館にて、みかづき会100回記念講演会が行われました。
130名を越える、盛大な会となりました。
司会を務めさせて頂いた私がこの会を終えて、改めて意識したのは、
「これからは自分がどう生きて行くのかという思いをしっかりと持つことが大事になってきている」
ということです。

これは、寿命が80歳代に伸びたことだけではなく、自分自身が老後を意識せざるをえなくなってきたからだ
と思います。
中村仁一先生の講演テーマは、「自然死のすすめ」。
天明先生のテーマは、「自分が頂いた命は自分で守る」でした。
「生」と「死」という相反するテーマでしたが、このおふたりの話からどんな結論が出てくるのかと、非常にわ
くわくしておりました。
その結論は、「両先生共に同じことを言っている」でした。
つまりは、生きること、死ぬことが辛いとか、怖いとかと捉えるよりも、「いまのこの瞬間をいかに楽しんで生
きるかを考えることこそ大事だよ」というメッセージであると受け止めました。

「頑張らない生き方」という考え方があります。
スローライフとか、ロハスとかとも呼ばれています。
『降りて行く生き方（武田鉄矢氏主演）』という映画をご覧になられた方がいらっしゃるでしょうか。

武田鉄矢さんはこう問いかけます。
「山登りで、登りばかりで降りてこないことをどう言いますか」

「登るだけなら、それは登山ではなく、遭難と言うんですよ」

富士山登山でも、「登って降りる」から登山です。
登るばかりを考えているから、苦しくなって当然なのかもしれません。
これからは少しのゆとりを持つことで、
「生きることを楽しむ」ことが大事なのではないでしょうか。
これは、天明先生の本、『道草しながら生きようよ』のタイトル、そのままです。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文/事務局・秋山）
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心に残ったこと

　講演会は「大変良い」とのご感想を多くの方々に頂きました。有難うございます。
　ここでは、みなさまのご意見「心に残ったこと」をご紹介します。

くすりは脇役
人は生きてきたように死ぬ
３と９７
自分のいしきのもち方
　　　　　　　　　　　　　香川、女性

災害、病気（ガン）に
なった時の心がまえ
　　　　　　　　岐阜、女性

中村先生の講演が役立つと思う
　　　　　　　　　　　　　長野、男性

自分の生き方がこれで良かった
と感じました　　　　　　岐阜、男性

感謝、
中村先生、天明先生
のコラボがよかった

生と死はどちらも
同じ価値であること

自分の生き方の裏付け
を取ったようなもの
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自分の体は自分で守る事が身にしみました　長野、男性

いま生きてきて幸せであれば、これからの残りの
人生を生きるのが楽になりました　　長野、女性

病気は医者やクスリに頼るのではなく、
自分で治すすごい力がある　　　　香川、男性

自分の命は自分で守るため、
生命力、免疫力がある
　　　　　　　　　　　　　　長野、女性

自然死、心豊かに
生きたいと思いました

「ありがとうございます」
の氣持ちが９７のパワー
を発揮できる。
中村先生のお話が聞け
てよかった

自然との共生を
再確認できた事

自然界と仲良くしていくこと、
<気力>を大切にしたい
　　　　　　　　　　岐阜、男性



みなさまは、家族や大切な人の携帯電話番号、メールアドレスをお
ぼえたり、書き記したりしていますか。
こう聞けば、たいていのひとは「やっていない」と答えるでしょう。
携帯電話やパソコンが記憶してくれているから大丈夫と思いこんで
いることでしょう。
　
こんなことに気付いたのは、携帯電話をお風呂に落として使えなく
なってしまったからです。

あわててショップに行き、代替えの携帯電話を持つことはできました
が、電話がかかってきても、誰からなのかがわかりません。
結局、何度もかけて頂いた方から返信しましたが、まずは「どちらさ
までしょうか」とお聞きしないといけない有り様。
これは普段携帯電話を当たり前に使えている時には気付かないこと
です。
そして使えるのが当たり前の時には何も対処しませんから、壊れた
時には大慌てすることになるのです。

危機管理は、自分ができる時にしておくことです。

たかが携帯電話ではなく、日常生活から仕事でお世話になっている
のですから、バックアップやメンテナンスなどに気をつけておきたい
ものです。

そして、「天災は忘れた頃にやってくる」と言われます。
首都圏直下地震とか、東海・南海地震とか、今後発生する確率が高
くなったと新聞などで発表されていますが、この地震に備えてどんな
ことをされていますか。

2013年のある会社の調査によれば、
「全国の家庭の半数が大規模災害に備えて水の備蓄を全くしていな
い」
ことがわかりました。
現在国や自治体は、2.3日の備蓄では足らず、 低1週間以上の備
蓄を呼びかけていますが、なかなかこの呼びかけが浸透していない
のが実情です。

　非常時、大切なのは「水」です。

では続けて、おうかがいします。
飲料水は蓄えているという人でも、「生活用水」となるとどうでしょう
か。
平時は蛇口をひねれば水が出ますから、多くの人がこの生活用水
を確保しておく大切さには氣付いていません。

トイレの水から洗濯、炊事の水などの生活用水もまた、空きのペット
ボトルなどを利用してぜひともためてください。
「欲しい時にないのが一番困ります」

また、ラップもこの非常時には大いに役立ちます。
お皿にラップをかければ洗わずにすみますし、手足などに巻けば、
止血や保温にもなります。

これらはちょっとした智恵ですが、
これもまた、「まさかの時にやっていてよかった」と思えることです。
このけやきを読んだ瞬間から、実行してください。
これもまた「自分のいのちは自分で守る」ことにつながります。

2015年は、「身近なまさか」に備えてください
　　　　　～経験したことだから言えること～
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会場/ＮＰＯ法人生活支援センター　宙（そら）

2015年 天明講演会

杉並区成田東４-３８-１７　ＤＭＪビル７階
東京メトロ南阿佐ヶ谷駅　１番出口徒歩２分
ＪＲ阿佐ヶ谷駅　徒歩１４分

毎月第１土曜日
１３．３０から開催中

会場は、

阿佐ヶ谷
に移りました

天明の「いのち」のはなし
自分の生命は自分で守る。春夏秋冬の天明氣功・
天明流呼吸法、活源運動、自分でできる手当法

２/７　３/７　４/４

予約問い合わせ　03-5377-7005●

●●

●

みずほ銀行

杉並警察署

杉並郵便局

杉並区役所

阿佐ヶ谷荻
窪

丸の内線

南阿佐ヶ谷
ＤＭＪビル７Ｆ

天明がＣＤを出します

「色葉マンダラ」いろはまんだら

　２０１５年は、自分の思いを成就させる年。天明は、長年の思いをこの「歌」に
込めます。「いろば歌」は日本語の原点です。そして「マンダラ」は、この世と
仏の世界を描いたものです。これは見える世界と見えない世界を描いたもので
す。つまりは、天明の「３と９７の世界」を「色葉マンダラ」として歌詞をつくり、唄
います。
　他には、「チューリップの歌」、「子守唄」などを収録します。
　２０１５年３月頃に発売予定です。お問い合わせは、心健導場まで。

この写真がマンダラです。

天明の座禅・呼吸の会 ２０１４年１２月に
始めました

１ヶ月に一度の座禅と呼吸法で波動を整えましょう

毎月１度、19.00-21.00
参加費/　1.500円
場所/　四谷地域センター
地下鉄　丸の内線「新宿御苑前」駅より徒歩5分
東京都新宿区内藤町８７番地

日時は会場予約の関係で毎月変わりますので、参加希望の方はお問い合わせください。

　　　       　　　 心健導場/ＦＡＸ０３-３３３４-２５２７

1階に案内が出ております。
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けやき

複雑さを極める現在の社会環境で、健やかに生きるための

ヒントを与えてくれます。氣功・呼吸法・一日本断食とま

ず実践できることから体験してみませんか？月一回銀座に

て理論と実践の講演会を開催しています。

　天明けやきの会　会報

［ ニュース ］

27 年 11 月 3日

宮島の大聖院でコンサート決定！！

Ｐ .  ０１

ＣＤこもりうた発売に至った想いとは？

会員の皆さんからの感想

Ｐ .  ０１～０２

弘法大師降誕会に参加しました

Ｐ .  ０２～０３

ラジオ放送のご報告

活動報告

Ｐ .  ０３

講演のお知らせ
Ｐ .  ０４

健康法

活動報告

講演のご案内

Ｐ .  ０４

宮島の大聖院でコンサート決定！！
27年 11 月 3日「文化の日」世界遺産安芸の宮島

コンサートの予定

帯広、札幌、南木曽ホテル木曽路、高松、沖縄石垣島、宮

古島、西表島、熊本市、お近くのかたはおでかけください。　

「　生　」はスッゴクいいですよ！

＜大聖院とは？＞　引用：大聖院HPより

宮島にある寺院の中で最も歴史が古いのが、真言宗御室派

（総本山仁和寺）の大本山大聖院です。

空海が宮島に渡り、弥山の上で修行をして開基したのが

806 年といいますから、歴史の重みを感じない訳にはいき

ません。

皇室との関係も深く、古くは鳥羽天皇勅命の祈願道場とし

て、近くは明治天皇行幸の際の宿泊先になるなど、格式の

高いお寺といえます。

周りの大人が子どもは皆で育てると言う
気持ちで見守らなければ

Ｈさん　いつもありがとう、大変かわいい声で　良くねむ

れました。

Ｉさん　ありがとうございます。おちつきます。ピアノが

すばらしい　ピアニストはどなたですか？感謝！！

Мさん　いいです。東京にいきたくなったいっしょに働き

たい。

いたましい事件が続くなか
どうしても命の大切さを伝えたい

Ｃ D「こもりうた」好評
おせっかいばぁばという名前でデビューした理由

座主　ＣＤすごくよ

かったですよ。

手紙・お電話
振込用紙にメモで
沢山の反響を
いただきました。



Mさん

＜泣きながら電話頂く＞気持ちがらくになりました。

Ｔさん

＜泣きながら電話頂く＞これはいい本当に

心にしみる。

ケーブルテレビ　町長・課長に紹介したいのでＣＤを４枚

送ってほしい。

Ｔさん　なけてなけていいですね。これは

Ｋさん　語りがいい・これはいい。

Ｓさん　生きていることはありがたい事だと再認識した。

Ｓさん　なかなかいいね　どれもみんないい。　参考に

なった。

Ｍさん　いいです。高音にのびがある。私も熊本の地で頑

張りたいとおもいます。

Ｋさん　聴いて元気もらいました。いいですね。もう少し

長生きできそうです。

Ｋさん　頭がおちつく　眠るときお母さんにつつまれる。

むしゃくしゃがおちつく。

お電話にて Ｋさん　前略ご免下さい。いろいろありがとうございまし

た。知人にＣＤを今日送付します。拝聴しました・・・胸

にしみる感じを受けましたね。ありがとうございました。

Ｋさん　ＣＤ発売おめでとうございます。前作から何年が

経つでしょうか。まるで別人？みたいに素晴らしくしっか

りした歌唱でびっくりしました。探求の成果がありました

ね。こう・・力強さと、人の心に浸透するような説得力をもっ

た歌声ですね。何にしてもお元気さが伝わって嬉しかった

です。今後ともよろしくお願いします。

Ｋさん　ＣＤを早速拝聴させていただきました。先生の澄

んだお声の歌声に乗せられ説法をおとき下さり、気づきを

頂きました。この素晴らしい内容のＣＤを大切な方にお手

渡しさせて頂きたく思っております。十枚お送り下さいま

せ。

Ｋさん　毎日車できいている。いやされている

Ｋさん　説得力があっていいんじゃないの　よかったよ

Ｋさん　いつもありがとう。大変かわいい声で良くねむれ

ました。

Ｋさん　ありがとうございます。おちつきますピアノが素

晴らしい

Ｈさん　母もいい歌といっています。Ｋ君学校から帰ると

きいています。

Ｙさん　ばぁばの声は可愛い声で心や脳をやわらげます。

Ｄさん（８才）よくねむれた。行きたくない学校に気持ち

よく行けた。　－このDさんは８才で大学程度の学力がある天才児です。

Ｂさん　すてきなＣＤ何度も聴かせていただいています。

安心感と勇気が同時に湧いてまた頑張ろうと心から思える

ようになりました。ぜひ生のお声でのお歌も聴かせていた

だきたく思います。

―振込用紙にコメントを沢山いただきました。

Ｉさん　よかった　歌よりかたりがなつかしい。しばらく

会っていないので

うたよりかたりがなつかしい　口調を聞くと、導場でこう

いわれたな～と思いだします。

Ｔさん　ありがとうございました。子供と聞いている。

Ｔさん　人種のことひびいた。今後のライブのことなど何

か考えていますか？

Ｔさん　お美しいお声ですね。若々しいお声は子供達の幼

稚園時代と同じです。子守歌、さいたさいたなど二才の孫

娘にうたっております。この子守歌が大好きですぐお昼寝

します。ありがとうございました。

Ｙさん　心なごやかにひ

びきわたる。

Мさん

氣持がらくになった。

Ｔさん　いやされる。　

きもちなごむ。　

ピアノがよい。声がよい。

Ｙさん　心がいやされ安ら

ぎます。くり返し聞いて

おります。



　ラジオ日本　スタジオで録音しました。

自分が話しながら、感極まって涙と鼻水ズルズルで翌日取り

直しとなりました。ディレクターいわく、プロは泣いても、

スタジオを出ると笑っているとの事。翌日 1ヶ所取り直し

するが、音程が違う！といわれ、昨日と同じ声で話している

のに、ダメ、　2回目は一言前から流すからあわせるように、

　先日、天明先生のお宅で、私がけや

き新春号の土石流写真を拝見した事か

ら、戦時中空襲を受けた時の話をしは

じめると先生のご操法の手が止まりま

した。次のけやきに私の話を書こうと

メモを取り始められたのです。今まで

長い間先生にはお世話になって居りま

すが、こんな古い話はしたことありま

せんでした。先生はこの様な話は体験

した本人が書くのが一番なのよとおっ

しゃられたので、初めて筆を執った次

第です。

―忘れもしない出来事

　７０年前の事です。昭和２０年５月

２４日（１９４５）

東京の城南地区に焼夷弾の雨が降りそ

そぎました。その夜は父が遇々会社の

宿直。母と幼かった弟妹達３人は鎌倉

に疎開。兄は海軍に征って皆留守。当

時女学校４年たった私と、１０年以上

も働いてくれているねえやさんと２人

きりでした。

弘法大師降誕会
多喜山水精寺　大聖院

ラジオ放送されました　―おせっかいばぁば

戦後７０年をふり返って 操法仲間

洗足池の近くの家でしたが、爆音がす

ごかったので、私は玄関を出て防火用

水の脇に立ち空を見上げて居りまし

た。

―危機一髪

　すると赤松小学校の方から東京工大

の方へ向うＢ２９がはっきり見え、そ

の瞬間「ヒュー」っという音と共に私

の左腕すれすれに焼夷弾が落ちたので

す。幸い分厚いコンクリート製の用水

の中で「どかん！」と破裂したので、

炎の水が足元に流れてきました。もし

水の中でなければ、どんな風に炸裂し

たか分かりませんが、恐らく大火傷し

ていたか、命を落としていたかもしれ

ません。それからお風呂場で防空ずき

んの上から何杯も水をかぶり、バケツ

で火を消していたのですが、小学校に

駐留していた海軍士官の方が見廻りに

きて、早く避難しなさいと言って下さ

り、２人で小学校の線路沿いの原っぱ

で夜が明けるのを待ちました。

明け方、家に戻ってみれば、二階ごと

全部焼け落ちお風呂場では石炭がぼん

ぼん真っ赤に燃えていました。本箱に

ぎっしり並んでいた全集の本は一部び

しっと灰が立っていたのですが手で触

れると、はらりと崩れました。二階に

あったお雛様がしまってあった戸棚も

一階に落ち、きれいな白いお顔が地面

に転がっているのを見て、可哀想で初

めて涙が出てきました。

―それから

　奥沢の知人や本郷から祖父が駆け付

けてくれたりしましたが、ひとまず奥

沢に行き、それから父と鎌倉に向かい

ました。数日後学校に報告にいかなけ

ればと思い、横須賀線に乗った日、今

度は機銃掃射を保土ヶ谷の川の辺りで

受けました。暫く電車は止まってしま

い、横浜に到着した時、血だらけの水

兵さんが担架で運ばれてゆく姿を目撃

し、戦争が身近に迫っている事を実感

したのを覚えています。やっと旗の台

27年 6/15 AM11:00 ～ 12:00　「弘法大師降誕会」の体験談

当日に、吉田座主より「天明さん 11:00 にここにいらして下さい。」とだけいわれ社務所の前に伺うと「二番目に並んで

昇殿では左側に座して下さい。」何が起きるのかさっぱりわからない。左右に 150 余名の信者さんの合掌をいただきなが

ら多喜山水精寺に向かう中央に座主、左のりっぱな座布団に座す。１時間の声明が終わり座主のお説教を頂き、大師立像

に「あまちゃ」をかけて降誕会が終了した。

翌日、座主に電話して貴重な体験をさせていただきありがとうございました。とお礼を申し上げて失礼な事はありません

でしたかと伺うと「いいえ大丈夫でしたよ。」とおっしゃいましたので安心いたしました。

―大聖院HPにも天明写っています。

といわれてOKでした。プロは何日後でも 1回でピタッ

とあうとのことーやはりプロはスゴイ！！。（８月１４

日・リクエスト多数で再放送されました）

　FMやまとでは、感情をおさえて、やれましたがとちっ

たとこは、やり直せるとおもったのて、パニックになら

ずにすませました。ところが、生ですよ、えっ！！やり

直し無し！？。でした。2局終わって、病みつきになり

そうです。いい体験ができました。



健康法

講演の告知

活動の報告

の学校に着いて校門からきれいな築山

の坂を上れば見えるはずの瀟洒な本館

は無くなっていました。

また当時学徒動員で、軍服のボタン着

けや肩章のかがり等学校工場になっ

ていたお教室も全くない焼け野原に

なっていました。先生がお一人いらっ

しゃって、学校も同じ日に全焼したと

の事。下級生が直撃を受けて亡くなっ

た事。連絡あるまで自宅待機といわれ

ましたが、あまりの出来事にどう帰っ

たか全然覚えておりません。次に焼け

跡に行った時、焼夷弾が何個落ちたか

報告する様に云われ、探してみると

１００坪程の敷地に棒状の「から」が

１３本も出てきました。手作りの簡単

な防空壕には狭い座席に何と２本も突

き刺さっておりました。もし父が在宅

していたらきっと中に避難していて直

撃を受けたかもしれません。

後になってこの間一発の危機をまぬが

れた事、本当に不思議で何故か見えな

い「力」で生かされていただいたのだ

とつくづく感謝の気持ちでいっぱいに

なりました。　又、我が家の裏に原っ

ぱに焼夷弾が入っていた。大きな筒状

の残骸が転がっていたのですが、今ま

で私一人の記憶では、１８本位が２

段重なっていたと思いましたが、今回

記録するに当たり「東京大空襲・戦災

資料センター」があることを知り、早

速問い合わせてみましたら、ご親切に

も直ぐ資料のコピーを送って下さいま

した。１９本づつ計３８発も詰まって

いたという図解を初めて目に致しまし

た。８月１５日に終戦。まだ国内に居

た兄も無事帰ることが出来、家族揃っ

ての生活を喜び合いました。学校も秋

にやっと再開の運びとなり九品仏、浄

真寺境内の建物を仮校舎

として借りる事になりました。畳敷の

二階建の大広間で、本堂からはポクポ

ク木魚が響き、同じ境内からは讃美歌

が流れるという珍しい光景でした。長

い机に４人づつ寺子屋のように座って

久々に普通の事業が出来る様になった

のです。戦後の不自由さは多々ありま

したが。友達同士本当に楽しく、平和

の有難さを身に染みて過ごしました。

今年は戦後７０年の節目という事で、

新聞・テレビで特集記事が多く、私も

初めて知る事実が沢山あって、当時い

かに情報不足であったかと驚いてばか

りです。

我が家も一夜にして何もかも失ってし

まいました。この遭遇した体験を通し

て、平和の尊さ、戦争の虚しさ、無惨

さを痛感し、「二度と戦争をしてはい

けない！！」という思いを強く強く感

じて居ります。

［ 外傷・虫さされに］

ブヨなど虫に刺されたら、塩をつける。

打ち身も外傷、出血も傷薬として塩が

有効です。軽いやけども塩をつけると

火ぶくれになりません。

［  夏バテ対策  ］　

毎日、梅干しを１～２個。胡麻・シソ

塩をふりかけに使い、味噌汁を飲みま

しょう。　梅醤番茶（番茶に梅と醤油

を入れたもの）を飲んだり

子供の脱水症状は塩（水一リットルに

塩三十五グラム、

砂糖四十グラム）

を入れて飲ませ

ましょう。

２０１４年１２月
　２　仁之君と導場から新宿大ガード

までマラソン

　６　天明講演　宙にて

　８　ボイストレーニング

１１　呼吸、座禅の会　四ツ谷

１４　全国木工展、青山スクエアへ

１５　ホテル守田へ

１７　ボイス

１９　小笠原礼法

２１　野口先生生徒発表会

２３　暮の挨拶に松村一家来導

２５　勇志国際高等学校へ

２６　瞑想に入る　ボイス

２８　瞑想終了

３０　事務所移転

操法　３日　５日　６日　７日　９
日　１０日　１２日　１３日　１４

日　１８日　１９日　２０日　２２日　

２３日

出張操法　１０日　遠隔操法　２７日
カウンセリング　５日　９日

おくやみ申し上げます
２４　中條高德　３１　杉浦憲幸

３１　松浦章

２０１５年１月
　１　天祖神社へ

　２　新年挨拶松浦様宅へ

　３　ギンザ足つぼ

　５　杉並区役所　柏木出張所へ

　８　新年会　神田明神あけびの実

　９　座禅呼吸の会

１０　杉浦憲幸　通夜

１２　パソコン

１４　斉藤社長に新潟の安保先生紹介

１６　原田アキさんのラジオ生出演

１７　イオンクリーム新年会へ

１８　携帯電話風呂のデータ全滅

１９　ギンザ足つぼ　野口先生打合せ

第４２５回　１０月８日（木）

第４２６回　１１月１２日（木）

第４２７回　１２月１０日（木）

第１部　座禅と第２部の講演にわかれ

ています。１部無料　２部３０００円

時間：１７：３０～２０：００

会場：柏木地域センター

新宿区北新宿２丁目３番７号

アクセス：東京メトロ丸ノ内線　西新

宿駅徒歩１０分　JR 大久保駅北口徒

歩１５分　など



２０　ボイス

２３　志学塾の新年会へ

２８　佐々木先生へ木村氏と

２９　松浦先生へ木村氏と

操法　９日　１２日　２４日　２５日　

３１日

遠隔操法　７日　２３日

カウンセリング　２２日　３１日

おくやみ申し上げます　３０日　勝野

英一

２０１５年２月
　１　小笠原新春交交賀会

　　　ボイス

　３　パソコン

　４　ギンザ足つぼ

　　　ボイス

　６　座禅呼吸の会

　　　２月　天明講演会　宙

　８　ＣＤレコーディング

１０　松永氏と吉祥寺ＣＤの件

１１　靖国神社参集殿　参拝

１３　つつじヶ丘へＣＤ打ち合わせ

１５　ミヤティック社長来導新年挨拶

１６　パソコン　ギンザ足つぼ

野口先生ＣＤ打ち合わせ

１８　奥村先生

１９　青木塾へ

２１　南木曽講演　特老ボランティア  　　　

（神戸の杜）

２２　恵那講演

２３　昼神温泉にＳ氏より接待

神谷氏へ　キャリアコンサルティング

２５　事務所水もれ

操法　１２日　１４日　１５日　１７

日　２０日　遠隔操法　２８日

カウンセリング　 １ ６ 日　 １ ７ 日　

２４日　２８日

２０１５年３月
　５　縄文総会へ

　６　ギンザ　足つぼ

　７　３月天明講演　宙

　９　ボイス

１１　名古屋竹田耳鼻咽喉科にて手術

１２　神谷氏野口先生　第一ホテル

１３　座禅呼吸会

１７　ボイス　小笠原礼法

１８　ＣＤ発売

２０　ギンザ足つぼ

２３　志学塾セミナー講演

２７　みかづき会新事務局長と旧事務

局長ひきつぎの御挨拶で来導

２８　新事務所と桜花見会

３０　おせっかいばぁば申請する

操法　１ 日　 ７ 日　 ８ 日　 １ ０ 日　

１２日１４日　１５日　１９日　２７

日

カウンセリング　１８日

２０１５年４月
　２～７　中国南京献木ツアーへ

１０　座禅呼吸会・天明講演会　柏木

地域センター

１３　静岡村上園でのコンサート打ち

合わせ　野口先生と

１４　坂木氏けやきの会の動員につい

て

１５　ギンザ　つぼ　宙の会場中止

１６　川村先生へ

１７　１７クラブへ

２０　日本経済人会へ　龍村和子講師

２１　１１／ 3 安芸の宮島大聖院で

コンサート決定　小笠原礼法

２３　ボイス

２６　吉村さんといろはうたについて

２８　ボイス

２９　難民を助ける会　サントリー

ホール　ギンザ足つぼ

操法　１１日　１２日　１４日　１７

日　１８日　１９日　２３日　２５日

２８日

おくやみ申し上げます
２７日　藤間夏枝

２０１５年５月
　１～２　宮島へ野口先生と

　３　しがくセミナーへ

　８　野口先生１１月３のホテル予約

　と CD 再注文打合せ　大村氏とお茶

　９　天明ＢＤ　ホテルオークラにて

１１　ギンザ　足つぼ

１４　座禅呼吸会　天明講演会　５月　

柏木地域センター

１５～１６　南木曽へ町長、南木曽小

学校長、小椋一男　松川勝三各氏　野

口先生日本とヨーロッパの教育の違い

ホテル木曽路社長と打ち合わせ

　９／１９ディナーショー決定

１９　ボイス小笠原礼法

２３　パソナ本社バラ展に

２５　パソナ会長に毎日ハガキを出す

　　　ハワイシニアクラブへ

２７　ギンザ　足つぼ

２８　ボイス

操法　 １ 日　 ３ 日 ４ 日　 ５ 日　 ６

日　１２日　１５日　１８日　２０日　

２１日　２９日

カウンセリング
３日　５日　１１日　１２日　１３日　

１７日

２０１５年６月
　３　ラジオ日本の収録「突撃！日本

の歌道中」２度目携帯電話データ消え

る

　５　坂木氏にデータ保存依頼　サン

レックにてラジオ日本収録の雑音除く

一部の再集録する

６～１０　伝票整理

１１　座禅呼吸　天明講演会

１２　伝票整理

１３　奥村先生　１～５月分

１４　広島　縮景園　～　美術館

１５　宮島大聖院　空海誕生祭へ

１７　ＦＭやまと１９：００～２０：

００生収録

１９　ラジオ日本野球延長のため中止

２０　ＦＭやまと１９：００～放送

２１　ＦＭやまと１７：００～放送

２４　小笠原礼法

２６　ラジオ日本放送

２９　秋山産業へ野口氏と

操法　１日　７日　９日　１３日


