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第6回 通常総会開催 

《主な事業計画》 

１．組織の充実 

  会員180名以上を目指し会員増強を図る 

２．安心、安全で生命力の高い農産物の生産、食品加工等の事業 

  ①新たに大和農場(宮城県黒川郡大和町吉田字欠ノ上地内)を開設 

  ②名取農場にビニールハウスを建設し、収量増と定期的な安定出荷を目指す 

３．人間性、精神性を高めるためのセミナー及び健康増進のための活動の開催 

  ①人材育成、健康増進等のための天命塾主催セミナーの開催 

  ②座禅断食会、生体エネルギー勉強会等の開催 

４．会員相互、地域住民及び目的や志を共有できる仲間等との交流活動の開催 

  ①あわの里 天命舎及び高柳亭を積極的に活用して各種イベントを開催 

  ②視察研修を受け入れ交流関係を深める                                    

収支予算(案) 

共に全員異議

なく可決承認

されました。 

 また新たに理

事として日下

裕子、塩飽浩

美の両氏が選出されました。誠にありがと

うございました。心より御礼申し上げま

す。 

 NGO仙台テンメイでは、

今年度も会員の皆様のご支

援、ご協力を戴きながら天

命塾セミナーや会員向け野

菜販売、あわの里 天命舎

及び高柳亭でのイベント開

催等に積極的に取り組んで

まいりますので宜しくお願

い致します。   （吉田） 

 桜の開花が恋しかった去る平

成24年4月15日(日)15時より、

あわの里 天命舎において第6回

通常総会を開催いたしました。 

 前年度末会員数153名、出席

者数21名、表決委任者数95名

で総会は成立致しました。 

 まず最初に大久保代表より挨拶があり、昨

年の東日本大震災における全国の皆様からの

多大なご支援に感謝の意が述

べられました。 

   その後木村純氏を議長に選

出して審議に入り、平成23

年度事業報告及び収支決算、

平成24年度事業計画(案)及び
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の新技術や手法も活用し、己と場の浄化、活性に

あわの歌を歌い、意識を高める学び、実践をして

いきたいと思います。キーワードは３Ｋ、

環境、健康、教育です。 

 これまで仕組まれていた謎を解いて、新

たな世界のひな形を皆さんと想造し、工夫

して創っていく喜びをこれからも満喫して

行きたいと思います。大和農場は素晴らし

い遊び場になりそうです。皆様、是非足をお運び

ください。     （大久保） 

NGO仙台テンメイ キーワードは３K 代表あいさつ 

 昨年の震災から激動の1年が過ぎました。お蔭様

で皆さんのご支援ご協力で仙台テンメイは順調に活

動できています。先の総会でもお認めを頂き

新たなスタートを切っています。活動の基本

は緑多き地球を新生させ、集う仲間が心豊か

に、明るく暖かく、1品持ち寄りで面白く楽

しく、自然の恵みに感謝しありがたく、幸せ

を満喫してピンピン輝いて生き、還ること。 

 今年度も佐藤政二先生の生体エネルギー技術は元

より、木内鶴彦さん、飯島秀行さん始めご縁の方々

 初めに、当ＮＧＯの代表である

大久保氏から、限界を迎えた今の

社会システムの中で必要な考え

方、ＮＧＯテンメイの現状とこれ

からについての話がありました。

今は乱世であり、まわりの動きに

翻弄されてはいいけない。人様が

どうこうというのではなく、健康

でやりたいことができてというの

が一番。素にもどることは体を通してしか分から

ず、同じ方向を向いている人と心の火をあたたかく

燃やしていきたい。と、分かりやすく話していただ

きました。 

 続いて、佐藤氏より復興支援に対するお礼の言葉

と、スライドを使って復興の進捗状況についての報

告がありました。業者がクレーンを使っても動かせ

なかった船を、先代から教わった方法で動かすこと

ができたエピソードなどを交えながら、震災直後か

ら現在までの作業状況を詳しく説明いただきまし

た。また、単なる現状復帰が

復興ではなく、一人一人が震

災を通じて感じたことが大切

で、一次産業に関わる人の使

命を呼び覚ます必要があると

力強く話していただきまし

た。 

 大平氏からは、主に日常の

取り組みを中心に話していた

だきました。新月に種を蒔く

とうまく取れることや、丸ま

らなかった白菜をそのままの

ばして新芽をたべたらすごく

瑞々しかったこと、ほうれん草のまわりに勝手に生

えたハコベを工夫してたべたことなど、工夫しなが

ら楽しんで農作業をしていることが伝わりました。

大和農場については、杉林や小川があり、森林浴が

できるような環境で、レクリエーション的な位置付

けにしたいとのお話がありました。 

 最後に木村氏から、震災後このまま農業を続けて

いいのかと考えたこと、放射能検査の数値が最低レ

ベルでも米が売れなくなったこと、震災で職を失っ

た人が職に就く意欲を失っていることなどを話して

いただきました。また、農機具の購入や補助金の問

題など業界の問題点にも触れ、そうした中で販売や

雇用、小農の実践など、これから必要な分野へ取り

組んでいること、それが思った以上のスピードで進

んでいることを話していた

だきました。 

 力強く元気になるお話を

して下さった４名の方々、

ありがとうございました。 

（石塚） 

 今、必要なこと 
   代表 大久保 直政 

 

NGO仙台テンメイ研修会 

「新生元年、今年は悠々歓喜で変化を楽しむ」 

テンメイ農場の取り組み、今後の課題 
    副代表 大平 仁 

新しい形の農業経営と自分の役割  
   理事 木村農園 木村 純 

復興に向けて     

理事 佐藤造船所 佐藤 文彦 
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草の根を掘起こし、焼却して耕作地の整備を行い

ました。翌日すぐに作付できるところだけ耕し

て、ジャガイモを植付けしました。 

 今後、雑木の切取り、木株の掘起こし、草根の

掘起こしなど開墾に近い作業がまだまだありま

す。体力に自信のある方お待ちしています。これ

から周りは雑木林の芽吹きがすごく綺麗になりま

す。小川のせせらぎ、小鳥の囀りを聞きながら新

緑の中の散策は最高でしょう。（ただし、熊・猪

に注意！）     （大平） 

 石の上にも３年、名取農場創めてから、二回目

の３年目を迎えました。その農場にもようやく春

がきて、いろいろな花が咲き誇り、農作業にも昼

寝にも気持ちのよい季節になってきました。ジャ

ガイモの植付は終わり、人参春大根、ごぼう、小

松菜、キャベツ、トマト、ナスなどの種も蒔きま

した。今年は自前でパイプハウスを組立て、その

中でも美味しくて、滋養の一杯含んだ野菜を育て

ようと、胸を膨らませています。また、初めての

もの、珍しいものにも挑戦し楽しんでいきます。 

 大和農場は、4月11日初めての農作業、雪が解

けたので、大きな枯れ枝、枯れ草を集め、さらに

を使った料理の試作や、野菜酵素を仕込んだり、漬

け物作り、麹作りも行いました。 

 月に１度開催の真向法体操教室も参加者が増えて

きました。震災により、閖上に在住だった参加者の

１名とは永遠のお別れとはなりましたが、同じ地区

にお住まいで家は流されつつも今は住まいは変え、

元気に活動、真向法教室に通って

きている方もいます。 

 他の行事にも高柳亭は使用可能

ですので、希望の方はお申し出下

さい。 

 本年度は例年の催しに、「高柳

亭ランチ」も加わり、毎月１回はお楽しみイベント

を行います。生体エネルギー活用の農法の勉強会も

開催します。  

 様々な活動が増え、より深く、より広くの物、

事、人との交流が増す高柳亭となることでしょう。 

 （日下） 

 水仙、梅が満開となり春の花々が目を楽しませ

てくれています。震災から１年が経ちました。こ

の間に水道管修復から始まり、ブロック塀取り壊

しと新たな垣根の一部新設、廊下壁・トイレ壁

面・玄関壁の修復が済み、ほぼ以前同様の環境に

整いました。2階の部屋も使用可能になりましたの

で、今後は農業研修生や農作業

協力者の短期宿泊にも活用でき

ます。 

 この２月には例年同様に味噌

作り会も開催。盛況の中、寒仕

込み味噌を各々持ち帰りまし

た。この会に先立ち昨年仕込みの味噌樽を開け、

天命舎にて開催のメンバーミーティングの試食会

にも持参。昨年の味噌は大豆がテンメイ農場の秘

伝豆の割合が多いので一昨年仕込みの物とはまた

異なる味わいでした。 

 また、その時々に集った皆様と季節の農場野菜

高柳亭 

農場から 

大和農場 

名 取 農 場 



 2012年の「あわの

里 天命舎」では天命

塾セミナーが新たな講

師の方々も迎えて開催

されました。２月は

「古代文字遊学 鈴木

學氏」、「病気の本質 

土橋重隆氏」、「神人さんライブ&講演会&ワーク

ショップ」、「これから～新エネルギー革命へ 

山田將貴氏」、３月に「あわの歌の会とあわ歌50

回の集い」、「自然界の法則 飯島秀行氏」、４月

は「宇宙の約束 山元加津子氏」とどの会も新たな

参加者も多く盛会でした。「あなたの未来を拓く

生支州の世界への誘い」は１月と４月に開催され

次回は６月です。「あわ歌39会」も月例行事とな

り毎月１回開催中。学びも進化、深化していま

す。 

 また、３月９日にはテンメイ代表大久保氏の還

暦祝賀会もサプライズで行われました。 

 天命塾の今後のイベントは別案内をご覧下さ

い。６月の野口・天外両氏のチャリティー講演会

の会場は宮城歯科医師会館ですのでお間違えのな

いよう参集ください。 

 天命舎では皆様の心身を整える癒しの時空間を

創っています。セミナー他、ぜひお出でください

ませ。   （日下） 

   編集後記 
 

 お陰様で今回も無事、発行に

漕ぎ着けることが出来ました。

感謝いたします。 

 花粉症になってからお花見を

楽しんだことがなかった私です

が、今年は満開の桜を見ること

が出来ました。今年度も楽しく

やっていけそうです。（塩飽） 

 

 

【申込書FAX送信先】 

０２２-２７９-１０２４ 
 

【郵便振替口座】 

名義人 仙台テンメイ 

記号番号 ０２２１０・０・６９７９９ 

・入会金：5,000円（新入会員様のみ） 

・年会費：3,000円 

  （平成２４年度分の年会費です） 

・寄付金：一口1,000円 

  （いつでも何口でも歓迎です） 

会員の皆様へ 会員更新お手続きのお願い 

 いつもありがとうございます。 

 会員更新時期となりました。今年度の年会費 

納入をお願い申し上げます。 

ＮＧＯ仙台テンメイにご入会を希望される方へ 

 入会申込書にご記入いただきFAX送信の上、 

お振込をお願いします。 

いのち野菜定期購入をご希望の方へ 

 申込用紙にご記入いただきFAX送信をお願い 

します。 

★農場の携帯電話 ０９０・１０６７・６５５６ 

「仙台テンメイ農場」をご登録下さい。 

事務局より 

あわの里 

天命舎 

新理事挨拶 
 

 テンメイ設立前より事務局を務めておりま

したが、この３月に盛大な送別会にて見送ら

れ、埼玉に引っ越しました。が、この度新た

に理事に就任致しました。仙台とは距離は遠

くなりましたが、今まで通りサイトとブログ

の更新管理人は継続し、もちろん気持ちも共

鳴共振、アンテナを伸ばし、遠路だからこそ

出来る事に尽力いたします。定期的な来仙も

予定中。どうぞよろしくお願い致します。     

     日下裕子 

 

 事務局のお手伝いをさせていただいており

ますが、このたび理事に就任させていただき

ました。今までどおり、無理せず楽しんでお

仕事させていただきます。よろしくお願いい

たします。     塩飽浩美 
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