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

天明

てんめい

心健導場主宰

2013年9月7日（土）

クルーズクルーズＴＨＥ ＧＩＮＺＡにて

天明けやきの会400回記念祝賀会
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。

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

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
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。
台湾から駆けつけて下さいました、謝先生

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。
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。
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。

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。

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
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。
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
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。

「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。

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
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。
４００回の締めは、やはり寺澤先生にお願いしました

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。
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。
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。

よかった。いい雰囲気で。
天明さんの応援団だ。

良かった、
元気がもらえた
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。
「３と９７」の根本を
教えて頂き
ありがとうございました。
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。

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

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
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。

天明けやきの会 で検索 http://keyaki-no-kai.net/

http://keyaki-no-kai.net/
2014年11月８日（土）

南木曽

ホテル木曽路にて
大往生したけりゃ医療とかかわるな

天明×中村仁一
講演会

国際縄文学協会
に縄文コラムを
寄稿しました
第1稿
縄文人は「３と９７」の
宇宙の法則で生きていた
第2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。

東京からのツアー企画します。

いまからご予定下さい。

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。

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・活動報告

2012年12月～２０13年11月

2012年
12月 5日
7日
12日
13日
16日
18日
20日
23日
25日

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

（操法）

2月 １日
4日
5日
7日
14日
15日
16日
17日
18日

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

19日
20日
21日

2013年

22日
23日

1月

1日
2日
9日
10日
14日
16日
21日
23日
25日
30日

浅草寺 天祖神社
松浦様へ年賀
パイロゲン新年会に参加
初詣 神田明神（392回けやきの会）
新年会
エステサロン
夫、河北へ
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
鈴木先生へ
昭夫氏、京子さん来宅
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

24日
25日
27日
28日
（操法）

縄文セミナーへ参加
1月～12月帳簿、先生に
水是先生と網本氏
自動車免許講習
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
パソコン
プログについて打ち合わせ、秋山氏
八木会へ出席
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
夫、東医大へ
手足マッサージ、奥村先生申告
ブログほか、スタッフ会議 明治記念館にて
パソコン
導場の下見へ
南木曽 恵光園にてボランティア
南木曽ホテルにて講演
東海新栄電気にて講演
貸し倉庫引き上げ 導場、物置状態に
銀座メディア会
倉庫下見へ

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

3月 １日
4日
5日
7日
9日
14日
15日
16日
17日
19日
22日
23日
27日
29日
31日

ちらし打ち合わせで荻窪へ
会報「けやき」打ち合わせ、エステサロン
児島先生へ 「一般社団」相談へ
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）
倉庫へ荷物引っ越し
天明講演会（394回けやきの会）
スタッフ会議
パソコン、荻窪にて
残りの荷物倉庫へ
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
水是セミナーに参加
企業調査会会長へ 「一般社団」の相談へ
お墓参り
交詢社にて本庄氏、寺澤先生
銀座メディア塾へ
ちらし完成 印刷へ
千恵さんへ
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
2日
3日
4日
8日
10日
11日
12日
12日
14日
16日
17日
19日
20日
21日
23日
24日
25日
26日
28日
29日
30日

歯のメンテナンス
自動車免許更新
廉也君の保険書類作成 徹夜
廉也君の保険書類作成 徹夜
エステサロン
三越にて、寺澤先生、交詢社にて本庄氏
3人で打ち合わせ
天明講演会（395回けやきの会）
千恵さん手術、遠隔操法
日赤病院へ、千恵さん、ＣＣＵにて操法
南木曽へ 宮下様宅泊（～14日）
吉野山千本桜へ
本庄氏、寺澤先生と食事会
手足マッサージ、パソコン
（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
縄文セミナーヘ
秩父の天一宮へ 寺澤先生と本庄氏
宮下さん、松川さんと
秩父の天一宮へ 寺澤先生と本庄氏
パソコン 夫、脳の検査へ
日赤病院、千恵さんのお見舞い
Ｋサロン最終回へ
寺澤先生、本庄氏からバースデー祝い
千恵さん、日赤病院にて操法
家族でバースデー祝う
家族会議
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
2日
3日
5日
6日
8日
9日
10日
11日
13日
14日
16日
17日
18日
20日
21日
22日
23日
25日
29日
31日

1～3月売り上げ伝票整理
さやさん、パソコン
ちらしＦＡＸ
3～4月売り上げ伝票整理
奥村先生、売り上げ帳簿
安岡銀座サロンの藤岡会長にご挨拶
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
パソコン
活亜興セミナーへ（紅景天）
歯メンテナンス エステサロン
ちらしＦＡＸ
松浦氏一周忌へ
寺澤先生、誕生日祝い
紅景天セミナーに参加
水是セミナーに参加
手足マッサージ
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
縄文コラム原稿校正
孫の運動会
縄文コラム完成
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
2日
5日
6日
7日
8日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
22日
26日
28日
29日
（操法）

静子さん、クモ膜下出血 緊急入院
病院に付き添い泊まり
脳死状態 14.20 死亡
パソコン
安倍明恵首相夫人講演会へ出席
静子さん通夜
静子さん告別式
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
天明講演会（397回けやきの会）
400回記念会打合わせ
水是セミナーに参加
ＮＰＯ絆 河田先生講演会へ
宮下さん、松村さんと恵那支部について
坂木氏、西本氏と400回記念会打ち合わせ
手足マッサージ
坂木氏、400回記念会打ち合わせ
秋山氏、けやきの会打ち合わせ
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
ねこ２枚作り直し返す
桝田氏とＩＴ活用法について打ち合わせ
400回会場下見
行徳先生パーティー

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

7月

2日
3日
5日
7日
8日
9日
10日
11日
13日
14日
16日
17日
18日
19日
25日

新中野の大橋氏へ
ちらし校正（400回記念）
㈱いせやバラ霊園へ
フェスティバルヒーリング、桝田氏へ
歯メンテナンス
桝田氏、Ｅさんにインタビュー
水是セミナーに参加
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
パソコン 桝田氏、Ｈ氏インタビュー
400回記念会招待状発送
しがくセミナー
アルパ特許東京事務所、川村先生へ
17クラブへ
パソコン
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
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
2日
4日
6日
8日
12日
14日
17日
18日
19日
20日
27日
28日
29日

夫、河北退院
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
キャリアコンサルティングセミナーヘ参加
ギンザサロン会議室にてパソコン指導受け
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
秋山氏と400回記念会打ち合わせ
パソコン
熊本崇城大学三枝教授と食事
映画「風立ちぬ」へ
三枝教授と指輪の件
400回記念会、スタッフ打ち合わせ
指輪の件で、佐藤氏と
クルーズクルーズ食事下見
400回記念、最後の打ち合わせ
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

会員さんの声
誕生

おめでとう！
8月11日

合格

靖子さんに慎馬君誕生

おめでとう！
2月
3月12日

石川理夫さん
小幡聖君

9月

1日
2日
3日
4日
7日
8日
9日
10日
12日
14日
18日
20日
21日
22日
23日
26日
28日

もんなかもんじゃオーケストラへ
シルバーパス申請
水是セミナーヘ参加
内山氏と農業の今後について
400回記念会、スタッフ最終会議
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
出席者全員に御礼の電話、手紙出す（～9日）
寺澤先生、本庄氏が御苦労さま会をして下さる
千恵さんへ、6日、接待の御礼に行く
月刊日本 山浦氏に御礼に
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
天明けやきの会、ホームページ打ち合わせ
一金会セミナーヘ参加
「いのち」「道草」発送6件
カートリッジ発送11件
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
青山で全国木工芸展へ
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
4日
5日
6日
7日
9日
10日
12日
13日
15日
17日
19日
21日
22日
24日
26日

30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
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
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
しがくセミナー
エステサロン 水是セミナーヘ参加
歯メンテナンス
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
秋山氏と今後のけやきの会の打ち合わせ
電話工事
手足マッサージ
17クラブ食事会へ
宮崎県県人会に出席
03-3542-6828
ベルエアー会長へ しおり作成して下さる
クーラー取り付け工事
パソコン
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
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

おくやみ申し上げます。
ごくろうさまでした。
1月31日
2月 3日
6月 2日
7月14日

小幡裕様
関根晶子様
杉浦静子様
網本源起様

11月

1日
4日
5日
7日
9日
11日
13日
15日

歯メンテナンス
しおり修正
水是セミナー参加
天明講演会（402回けやきの会）
羽衣へ ペレットの古川氏と草苅さん
エステサロン
9月分帳簿整理
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
恵那のＭ様新築祝いに出席
リンパの講習会に
手足マッサージ
イーマのセミナー参加
月刊日本パーティーへ出席
坂木氏、木村氏、ＤＶＤの件で打ち合わせ
エステサロン
ベルエアー会長、大村氏、御礼に
寺澤先生と食事
1年間の活動まとめ
秋山氏、桝田氏、来導
facebook、メーリングリスト立ち上げ
携帯電話、電池交換
縄文セミナーへ参加

16日
17日
19日
21日
22日
25日
26日
27日
28日
29日
30日

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

新年は恒例、神田明神で
お会いいたしましょう

（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

2014年

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。

池田祐一さん

天明講演会

1月9日（木） 18.15集合
会場/ 銀座区民館

2014年1月9日（木）18.15集合

１８：３０－２０：００終了予定
会場/銀座区民館 歌舞伎座のすぐ裏です

１８：１５受付開始

19.00から
新年会 会費5.000円

歌舞伎座の
すぐ裏です

銀座4丁目13番17号
03-3542-6828

２階の

和室で
行っています

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

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。
２０１４年は、facebookなどのIT勉強会も企画します。
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。

会場は
銀座区民館です

tenmei-397@nifty.com

