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平 成 二 十 一 年 四 月 十 一 日 に第 三 回 通 常 総 会

保代表より皆様のお蔭様で昨年度も順調に

◆名取農場、東松島農場の耕作を充実させよ

本年度のののの主主主主なななな事業計画

が開催され、全ての議案が承認されました。

進み本年度３期目を迎えることができた旨

り良い農作物の栽培、収量増と定期的な安定

大平副代表の開会の辞から始まり、大久

感謝の挨拶があり、議事は進み全ての議案
出荷を目指す。

業に協力いただいた会員の皆様を対象に一

◆ポイント制を導入しボランテイアで農作

が可決承認されました。
開催時会員数は９４名、本年度は１２３
名を目安に会員増強を目指します。

米も借用でき耕作も開始しております。農

され、３月からは東松島の農地１５００平

しての耕作、会員向け農産物の販売が開始

ル ギーレ ベルの 高い農 産物 を栽培 し供給 に

系 生体シ ステム プログ ラム 農法の よりエ ネ

◆ 生体シ ステム 実践研 究会 と連携 して生 態

加費に振り替えできるシステムを実施する。

定ポイント数で野菜や天命塾のセミナー参

場、天命塾セミナー、各種勉強会、ミーテ

努める。

昨年度は名取農場を１５００平米に拡張

ィング等にて学びと縁も深め広げることも

◆ 石巻市 の木村 純氏の 水田 を使用 させて 頂

しです。皆様ご参加いただき、共に学び共に

以上、イキイキワクワクする企画が目白押

われました。

に、食物連鎖の観点から土作りの重要性を問

が食す。自然から求められる人類であるため

須アミノ酸を植物が取り入れ、その植物を人

であり、それらが作り出す生命の素である必

「土作りは人づくり」最初の生命は微生物

でした。

ての、プログラム農法の理論と実践法の講義

までの経歴と感銘を受けた師の紹介を交え

れている高石氏の生体エネルギーに出会う

初年度よりテンメイ農場の農法を指導さ

講師 高石 健二（（（（監事・・・・農法指導担当））））

理論とととと実践法」」」」

①①①①「「「「生態系生体システムプログラム農法のののの

総会に
総会に引き続き、研修会が
研修会が開催されました
開催されました。
されました。
楽しんでいきましょう。

トなど開催する。

は味噌作り、パン作り、お月見会、コンサー

更に勉強会や様々な催しを企画し、具体的に

せて頂き、農場の休憩所としての利用から、

い）として会員相互の交流の場として活用さ

◆ 名取農 場の母 屋を高 柳亭 （こう りゅう て

れに伴う施設・設備整備をする。

◆農産物加工品の製造販売も試行・開始、そ

取り組み会員にお米の供給を仲介する。

き 生体シ ステム プログ ラム 農法の 米作り に

できました。

挨拶する大久保代表(右)と大平副代表（左）
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生体エネルギーの理論は難解ながら、土の団粒構
②②②②「「「「テンメイ農場のののの実践とこれからの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」
大平氏からは前年度までの農場の移り変わりを図と

報告 大平 仁仁仁仁 （（（（副代表・・・・農業担当））））

と役割など具体的な説明もしていただきました。巷

写真を交えての報告がありました。天地換えの土だけの

造や土壌微生物のこと、土中に生息する微生物の数
の有機野菜・無農薬の曖昧な概念にも触れ、部分で

農場から、四季折々の野菜が育っていく様子、野菜より
屋が整備されていく様がよくわかりました。

も大きく茂った雑草や水浸しなどのアクシデント、納

なく全体を見る事が大事と力説されました。
日 頃からも 農業の 真実を教 えていた だいて いま
す。改めて感謝申し上げます。

講演の最後に農場に関わり開拓耕作でき
る喜び、感謝も述べられましたが、その心持
に感銘を受けましたとの研修参加者の声も
聞かれました。大平さんあってのテンメイ農
場です。感謝と共に今後も宜しくお願いしま
す。
日下裕子）

木村 純純純純

（総会・研修報告 事務局

理事

副代表・・・・農業プロジェクトリーダー

大平 仁仁仁仁

まして理事に選任され、就任致しました。突然の就

青葉の候 会員の皆様におかれましてはお元気

理事

り大地の生命力を

裸足で田んぼに入

も予定しており、皆様との交流が今から楽しみです。

今年、我が家の田んぼで田植え・稲刈り等の体験

う精一杯がんばりますので、よろしくお願いします。

す。まだまだ未熟者ですが、皆様のお役にたてるよ

の 人 達や 教科 書に 教わ りな が らい ろい ろな 野

ん で いま す。 でも 、ま だま だ です ので 、近 所

慣 れ てき まし たの で、 昨年 よ りは 農作 業は 進

に 増 えま した 。２ 年目 なの で 作業 手順 は少 し

面積が倍の約３，０００㎡（約１，０００坪）

た 。 今年 は、 名取 農場 に東 松 島農 場が 加わ り

春 の 農 作業 が楽 し く、 忙し く な って きま し

任指名で戸惑いましたがお引き受けを致しました。

味わって下さい。

私は先日開催されました第三回通常総会におき

にお過ごしの事と存じます。

微力ではございますがＮＧＯ仙台テンメイの目的達
ど宜しくお願い申しあげます。
なお、私は宮城真向法体操会の夜間教室を担当し
真向法の指導、普及活動もしております。興味のあ
る方はぜひご参加下さい。

（写真右・木村氏、

接 す るこ とを 忘れ ては いけ な いな と感 じさ せ

常 に 新鮮 な気 持ち 、純 粋で 素 直な 心で 野菜 と

られました。

左・吉田氏）

ですよ。」との言葉にハッとさせられました。

菜 作 りに 挑戦 して いき ます 。 先日 、東 松島 農

き種蒔きも一部終え芽出しを待つ）
皆様の参加をお待

今回テンメイの理事を仰せつかりました木村純で

名取農場の様子（手前は玉ねぎ、奥は畝がで

成のため精一杯努めてまいりますので、ご協力のほ

吉田 正光

大平仁氏

場で声を掛けくれた人の、
「農業は毎年１年生

熱弁講演中！

ちしております。

高石健二氏
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東松島農場

畝作り前の東松島農場

長芋を植え付け中（東松島農場）
す。

を 流 し て さっ ぱ りし て いか れ る の も良 い と思 い ま

湯」があります。汗をかいた後、温泉でゆっくり汗

近くには、海水浴場の野蒜海岸、温泉宿「簡保の

しくお願いします。

んのご支援で、少しずつ整えていきますので、よろ

ど環境整備をしていかなければなりませんが、皆さ

ここは、これからトイレの設置、水、防風対策な

てください。

苗を１，０００本植えますので、ぜひお手伝いに来

芋類を多く植付けします。５月１７日はさつま芋の

東、金時、干芋用）
・サトイモ（芋の子、芋茎）など

タアカリ、男爵、メークイン）
・長芋・さつま芋（紅

名取農場とは全く土壌が違うので、じゃがいも（キ

鳴瀬川河口付近なので海にも近い、砂地の農場です。

です。東松島農場は、航空自衛隊松島基地のすぐ側、

かんだ。ブルーインパルスの飛行訓練でのひとコマ

ものすごい音とともに、ハート型の雲が青空に浮

高柳亭と庭の眺め

２箇所の農場はそれぞれ特徴がありますので、特
徴を充分活かした野菜作りをしていきます。皆さん
のお越しをピョンと芽を出して、名取農場及び東松
島農場でお待ちしています。

名取農場

しゃくなげの花）

（写真下は高柳亭庭に咲く

ています。

てください。お待ちし

います。ぜひ、遊びに来

りくつろぐのも良いかと思

また、庭を眺めながらのんび

「高柳亭」で着替え、休憩ができます。

類を作付していきます。

類に玉ねぎ・ネギ・コカブ・人参・大根などの根采

ゲン・スナックエンドウ・オクラなどの果采類・豆

と茄子・トマト・キュウリ・ピーマン・枝豆・イン

菊・キャベツ・レタス・からし菜・シソなどの葉物

名取農場は、ホウレン草・小松菜・チンゲン菜・春

卓に、エネルギー溢れる野菜をお届けいたします。

多めに、きめ細かくして希望される会員の皆様の食

したので良い野菜ができそうです。作付けも種類を

天地換えして２年目、土壌もだいぶ落ち着いてきま

習（丹野様母屋「高柳亭」にて）が行われました。

ステムプログラム農法の圃場体験実習と基礎理論学

３月末に土作りの作業を終え、第１回目の生体シ

えんどうの花
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今 お 借り し てい る丹 野恭夫 様 のお 屋 敷は 、幕 末から

明治にかけて仙台藩他で活躍された「増田繁幸」翁（ 1826

～ 1896）が住んでおられた所だと、丹野先生が「宇宙の

会」でお話されました。その時の資料から「高柳亭」
（現

在、当時の建物は残っていません。）の歴史を抜粋して

みます。

〔増田繁幸翁は、維新後、居を高柳（現在の丹野恭夫

様宅地）に定め、村会議員、増田街道の創設、高柳小学

校創立に際して敷地を提供、多賀神社の社殿・境内を完

備し郷社に格上げなど、地方振興に尽力した。増田の政

治姿勢と関心と熱意が、やがて、「高柳亭」から出て、

県会・国会・最終的には貴族院議員に勅撰された。そし

て政治家としての本領を発揮した。また、実業家として

七十七銀行創設をはじめ、多角農業の元祖として、政治

家と実業家の道をともに実践した人物となった。

明治の初期は、農業の改良など問題にならなかった時

代であるが、増田は「高柳亭」に隠遁していた頃に、農

業の改良の実践を家族総動員で行い、
「私設農事試験場」

を設置して研究実験も行った。そしてその成果を地方の

人に伝え、普及に努めたのである。
〕

このような由緒ある所で、生態系生体システムプログ

ラム農法の実践ができることは、何か因縁が感じられま

す。当時の「高柳亭」は現存していませんが、お借りし

ました丹野恭夫様の母屋を「高柳亭」としてこれから、

多方面に活用していきたいと考えています。

丹野恭夫様は、東西クリニック院長でテンメイのメン

バーでもあります。よろしくお願いします。

（文 大平 仁）

「テンメイ券
テンメイ券」って？
って？
農作業ボランティア
ボランティア支援
支援ポイント
ポイント制
～農作業
ボランティア
支援
ポイント
制～

会員の
会員の方からのお
からのお便り紹介
「今回１日ほど留守をしており申し訳ありませんで
した。その為葉類がかなり黄色くなっており、お野菜

【会員対象です】
４月１２日から、テンメイ農場の農作業のお手伝い

さんにおわびしました。」

をしていただいた会員の方に「テンメイ券」をお渡し
する事になりました。

（徳島県在住 亀田悦子さんより）
◆野菜お届け時のアンケートから。お優しい表現にまず感激

野菜と交換できます。枚数により天命塾のセミナー

しました。ご不在と、３月でしたが気温も上がったことも重

にも使えます！ボーナスポイントデイも設けました。

なりました。これからの季節、葉物で遠方への発送は冷蔵便

楽しくご活用ください。

にした方が良いですね。皆様、お気付きのことはどうぞお知

天命塾サロン
天命塾サロン移転
サロン移転のお
移転のお知
のお知らせ 5 月より
NGO 仙台テンメイ「理事会・ミーティング」
天命塾「宇宙の会」
・意叡の学びの会などの会場と
して使用してきた天命塾サロンが移転しました。
現在地の筋向いで電話等の変更はありません。
県庁

勾当台公園
常禅寺通り
ホテル
コムズ
仙台

コンビニ

三越

らせ下さい。ご意見お待ちしております。（事務局まで）
・・誰ですか？冷蔵庫の奥にいたお野菜さんにお詫びしたの
は。（苦笑）

事務局より
事務局より
会員の皆様、いつもありがとうございます。新年度となり
ましたので、会員更新手続きとして本年度の会費をお振込い
ただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、NGO 仙台テンメイにご入会を希望される方は、入会
申込書にご記入いただきＦＡＸ送信の上、下記にお振込をお
願いします。
・入会金：５０００円
・年会費：３０００円（2009年度分の年会費です）
・寄付金：一口１０００円（何口でもいつでも歓迎です）
・郵便振替口座 名義人：仙台テンメイ
記号番号：０２２１０－０－６９７９９
・ 入会申込書送信先：FAX ０２２－２７９―１０２４

仙台市青葉区本町２－１８－２３
勾当台パークビル４０１号

《編集後記》
畑やイベント参加に最適な爽やかな季節です。畑と田植え
体験で泥んこになろう！PC 疲れを吹き飛ばします！

