
天明塾長講話

第２回 平成 28 年 6月25日（土）～26日（日） 今別町海峡の家ほろづき

知命・立命・宿命・運命

日程 場所

　前回お約束したように、今日は立命の話をいたします。こ
こはあおもり立志挑戦塾です。立志＝立命と考え、「立志」
について私が思っていることをお話させていただきます。

立志こそ人生の要諦
　知命とは命を知る。命は命令ですよね。命を立て、自分
に宿っているから「宿命」。その命に向けて、自分の命を運
んでいくから「運命」。運命だからしょうがない、宿命だか
らしょうがない、ではなくて、運命というのは、よりよい命
を作るべく運んでいく。立志というのはそういうことです。
　どんな組織が、幸せな組織なんだろう。社員の命が躍
動しているから世の中に感動的な商品やサービスが提供で
きる。社員の命が喜ぶというのは、この商品を買って、こ
れで本当に心が喜ぶ、こういう商品を作っていくことが大事
だと思うのです。
　躍動している人がどれくらいいるか。社長くらいじゃない
の？と思うかもしれませんが、多くの社長は躍動していませ
ん。「資金繰りが・・・」とか、不正で謝罪したりしていま
す。
　なぜ躍動していないのか。天命に気づいていないから。
志が立っていないから。私は、人生の要諦は天命、立志だ
と思います。「命を知らざれば以って君子なることなきなり。」
君子とは一流の指導者のこと。「五十にして天命を知る」（論
語）「天の命ずる、これを性という」（中庸）
　性というのは、自分そのもの。自分らしさ。でも、中庸
を紐解いても、天が何を命ずるのか、どうしたら天命を知
ることができるのか、どこにも書いていない。石田梅岩が
言っています。「天命を知り、天の道に生きる。」石田梅岩
はこうやったら天命を知ることができるとは何も書いていな
い。でも皆、天命を知るんだよね。

西洋思想と東洋思想
　世の中に数多ある問題の根本は、西洋思想に席巻されて
しまって、東洋思想が隅に追いやられていることに大きな原

因があると痛切に思っています。バランスを取っていくこと
が大事です。西洋は合理性・論理性。東洋は精神性・道
徳性。会津若松市では「ならぬものはならぬ」と至るとこ
ろに書いてある。良い悪いは別として、違いです。
　西洋は二元論で、真理を向こうに見て科学的に分析する。
東洋は一元論で、真理を内に見る。「命は一つ。命はぜん
ぶつながっている。」
　価値観で見ると、西洋は要素還元主義。医学で言えば、
臓器ごとに治せば良くなるという考え方。東洋は有機論。
部分部分が有機的に繋がっている。

西洋と東洋の 
生命観の違い

　西洋は個別生命観。東洋は連続生命観。命は連続して
いる。自分の上にお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃ
ん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん、ずーっとサムシン
ググレート、宇宙の創造主から命がつながってきて、その
バトンを子供に孫に受け継いでいく、連続している中間に
自分がいる。先祖から受け継いだ命を預かっている。だか
ら、バトンを渡してくれたお父さんお母さんの期待や願いに
応えていく必要があるんです。

あおもり立志挑戦塾10

1703-0061-立志挑戦報告書Ｈ28-02.indd   10 2017/03/15   13:26:52



天命を知るには
　人は誰でも自分しか果たせない天命を持って生まれてく
る、と皆言う。でもその天命が何かはどこにも書いていない。
私はこう思うんです。代々の親の子に対する願い・期待の
集積。どこに集積されているのか。ＤＮＡに集積されている。
60 兆の細胞の中に遺伝子があって、この遺伝子が記憶し
ている。このＤＮＡを洞察することで天命に気づいていく。
しかし、親の子に対する期待は、意外に言葉で出てこない。
　私の父親は人質に捕られました。なぜかというと、私の
祖父が他人の借金の保証をしてお金が返せなかったから。
それで私の父親は百姓奉公で働かされました。それが父親
の人間性を歪めていきました。でも父親は人質に捕らえた
数年間のことを一言も言わない。性格がこうなったのは、
そのときの辛いことやトラウマがあったからと、今になって
みるとよく理解できます。
　これが天命だと感じ取って、その天命を生き抜いている
人はたくさんいます。でも、何が天命だろうと分かりかねて
いる人は、このＤＮＡを洞察（家系を分析）していくと、天
命が見えてきます。

人間で大事なのは 
運命を切り開いていくこと

　宿命とは「定められた運命」。易があるのは、シナリオ、
すなわち定められた運命があるから。王様が生まれる。王
様は強くなくてはいけない。強運の持ち主で人格も最高で
なければいけない。そのためには、この日に生まれなけれ
ばいけない。そこから「帝王切開」という言葉が生まれた。

ではその宿命は誰が作ったのか。過去生命（代々の先祖）
がシナリオを作っているんです。
　そして、運命とは、命を社会に役立てるように運ぶ。こ
れを「人生シナリオの書き換え」と言っています。そのこと
をよく表しているのが「陰騭録（いんしつろく）」という中国
の古典です。運命はたしかに決まっている。しかし、人間
で大事なのは運命を切り開いていくことだという教えです。

「 我々の命をよく『運命』たらしめるか、「宿命」に堕させし
むるかということは、その人の学問修養次第である」

（安岡正篤）

　具体的なＤＮＡ洞察については次回お話します。

第２回 天明塾長－講話
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講師講話

放送の仕事とは～『伝える』の先にあるもの～ 講師 今 泉 清 保 氏

株式会社青森テレビ　ニュースキャスター

民放アナウンサーになるまで
　僕は出身が青森市です。高校を出た後に、母子家庭でお
金もなかったので、国立国会図書館というところに就職して、
夜、大学に行くという道を選びました。公務員を選んだのは、
母親を青森に残して東京に出ていくことになるので、何かが
あったときに社会的に信用される職業がいいと考えたからで
す。国会図書館を選んだ理由は、面接で「実は僕、夜、大
学に行きたいんです」という話をしたときに、「どうぞどうぞ。
ここは皆高卒で入ってきて、何人も大学に行っているから、
行きなさい。」と言ってくれたからです。その時点でアナウン
サーという職に就くなんて、まるで思ってもいなかったし、
考えてもいませんでした。一生公務員でいいと思っていました。
　大学４年のときに就職活動を始めるんですね。なぜ就職
活動をしたかというと、他の会社に大手を振って入れる機
会なんかないからです。就職をしたかったわけではありませ
ん。図書館を辞める気もまったくなかったんです。
　あるとき、名古屋のテレビ局の試験で、昼に公務員をし
ていて夜間大学に通っているという話をしたら、そのとき初
めて一次面接を通りました。最終面接まで残ったのはＴＢＳ
と北海道のＨＢＣの２つでした。ＨＢＣは一般職で最後の
面接まで残っていたのですが、最終面接で「君、何やりた
いの？」と言われたときに、何の答えも持ってなかったんで
すよね。なぜなら、就職がしたかったわけではなかったから。
　結局、どちらも最終面接で落ちたのですが、面接試験
が終わった後、「もしかすると僕はこの仕事に向いてるんじゃ
ないか」という想いがどんどん強くなっていったので、函館
山で午後から夕暮れくらいまでボーっと函館の街を眺めな
がら「この２～３ヶ月の就職活動の機会って何だったんだろ
う」と考えごとをしていました。「自分にとっての仕事って何
なんだろう」と。
　その年、ＴＢＳの最終内定者が安東弘樹さんというアナ
ウンサーだったんですね。安東さんはその前に福岡放送か
ら内定が出ていたので、福岡放送に空きが出て、10 月ごろ
に再募集が出たんです。最初九州なんて考えてなかったん
ですけれども、これで最後にしようと思って受けてみたら、
その試験で受かったしまったんです。さて、どうしようと。
　そのとき、自分のなかでアナウンサーの仕事がしたいと
想いが沸き起こっていたんですね。しかし、青森に一人母

親を置いてきている。だから東京で公務員になったのに、
福岡だとあまりにも遠い、ということを考えながら。
　でも、後悔は２種類あると思いました。一つはやったこ
とに対する後悔。もう一つはやらなかったことに対する後
悔。自分の性格諸 を々考えたときに、たぶん 30 歳くらいで

「あのときアナウンサーになっていたら、自分の人生どうだっ
ただろう」と絶対思うと考えました。
　それで母親に長い手紙を書きました。母親の返事は簡単
でした。「あなたの人生だから、あなたの悔いのないように
しなさい」。それだけでした。そして福岡でアナウンサーに
なるんです。

「人を動かそうと思って
伝える」こととは

　福岡放送は、アナウンサーが報道記者の仕事も兼務する
会社でした。入社して２ヶ月後に報道制作部に配属され、
カメラで撮影する研修とか、アナウンスと全然関係のない
取材などに行く毎日が始まったんです。右も左も分からない
のに、取材して原稿書いて、というところからスタートしまし
た。初めてニュースを読んだのが８月だったと記憶しています。
　入社２年目に、あしなが育英会の学生さんが取材の依頼
で会社に来ました。あしなが育英会とは、交通事故で親を
亡くした子供が進学するための奨学金を出してくれるところ
です。その奨学金をもらっている学生が、病気で親を亡く
した子供には公的な奨学金の制度がないことに気づいて、
自分たちで病気遺児のために募金を始めるにあたり、その
募金をＰＲするためのイベントの取材に来てほしいという内
容でした。
　イベント当日に来て取材してほしいという依頼だったんで
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すけれども、そのイベントをＰＲしてあげたいと思ったんで
すね。自分が社内で企画を出せる立場にあったので、まず
は、どうしてこのような活動を始めようと思ったのかを学生
にインタビューをしました。そして、あしなが育英会の方に、
次の４月から子供が奨学金を受ける予定の親御さんを紹介
してもらい、取材をしたのですが、「この奨学金をもらうこ
とが分かると、うちにはお金がないことが分かって、子供
が学校でいじめられるんじゃないか」と言ってオンエアは断
られるんです。４人に断られた末に、ようやく５人目でＯＫ
をもらえました。
　その方は、お子さんが４人いらっしゃって、ご主人をがん
で亡くされ、ご本人も子宮がんの治療中でした。一番上の
高校３年のお嬢さんが来年大学に進学する。どうしても大
学に行かせてやりたい、でも自分の身体もどうなるか分か
らない、という切実な不安をカメラの前で語ってくれました。
放送しても大丈夫でしょうか、と尋ねると「私が話して聞か
せます」といって取材は終わりました。放送まで時間がな
かったので、残念ながら、その娘さんには会えませんでした。
　その企画を放送しました。放送終了後に電話がかかって
きました。最初は、地元の演歌歌手の方で、チャリティコ
ンサートの募金の行き先を探していたので、連絡先を教え
てほしいというものでした。
　次の日、高校３年生の娘さんから電話がかかってきました。

「やっぱり学校で何か言われたかな」と思いました。「本当は、
会って放送していいかお聞きしたかったんだけれども時間が
とれずごめんなさい」と謝って、「何かありましたか？」と尋
ねました。彼女はこう言いました。「どうやったらアナウンサー
になれるんですか？どういう勉強をしたら、こういうことを世
の中に伝えることのできる仕事に就けるんですか？」
　グッと来るものがありましたね。まさかそんな答えが返っ
てくるとは思っていなかったので、とても驚き、とても嬉し
かったですね。彼女には、別に僕も特別な勉強をしたわけ
ではないし、あなたはあなたの本当にやりたいことをやり、
出会いたい人に出会い、この仕事のことだけを考えるので
はなく、いろんなことを知って、４年間勉強した後にこの仕
事がもし目標にあったら、ぜひ応援します、と返事をしました。
　僕はずっと自分の仕事のことをよく分かっていなかったん
です。周りのアナウンサーは、アナウンサーになりたいと思っ
てきた人がほとんどです。僕は夢でもなんでもなかったし、
なんとなくなってしまった。でもそのとき、人の心や行動が
何かしら動くことがこの仕事の喜びだということにやっと気
づきました。人を動かそうと思って伝えるということは、自

分が何を捉えるか、ということなんです。僕が普通の家庭
に生まれ育っていたら、あしなが育英会を企画にしようとは
たぶん思わない。自分のそれまでの人生があり、誰かと出
会って、そこから取材が始まるんです。

「ズームイン!!朝!」への抜擢か
らフリーでの活躍に至るまで

　４年目に全国ネットの番組「ズームイン!!朝 !」に抜擢され
ます。自分のやりたいことが叶ったことは、佐賀女子高校
新体操部が平成８年のインターハイで８連覇がかかってい
たときに、深夜にドキュメンタリーの枠があったので企画を
出して、取材に行きました。無事８連覇を達成して、ドキュ
メンタリーの評判も良く、その短縮版をズームイン!!朝 !で
放送することができました。自分が企画したものを全国の
人に見てもらうことは格別の喜びでした。
　しかし、そのときに３ヶ月くらい休みも取らず働いたので、
身体を壊して入院してしまいます。入院が長引き、部署を異
動しようかという話も出たのですが、部署を異動するなら福
岡にいる理由はないと思い、フリーに転身することにしました。
　派遣社員などもしながら、最初にやった仕事が、あるテ
レビ局の朝の番組のコーナーでした。そのコーナーのディ
レクター達の仕事の仕方はとても酷いもので、１年で辞め
ました。この頃には、「志」というものが私の中には出来て
いたわけです。何かしら人のためになることがしたい。人を
傷つけることに自分の経験などを絶対に使いたくないという
思いが芽生えていたので、その仕事がないと収入がゼロに
なるのですが、自分が耐えられなくて辞めたんです。
　ではどんな番組がやりたいのか、となって、「はなまるマー
ケット」にＶＴＲを送ってみました。当時、その番組のリポー
ターは足りていたので、「もし足りなくなったらよろしくお願
いします」と言って帰りました。すると、後日携帯電話が鳴っ
て「『アッコにおまかせ』の者ですけれども、来週リポーター

第２回 今泉清保氏－講話

あおもり立志挑戦塾 13

1703-0061-立志挑戦報告書Ｈ28-02.indd   13 2017/03/15   13:26:53



お願いしたいのですが」ということでした。そのリポートの
コーナーは新人の安住アナが担当していたのですが、一気
に人気が出てスケジュールが押さえられなくなり、他の局ア
ナも予定が埋まっていて、はなまるマーケットのリポーター
も誰も予定が空いていなかったので、「こないだこんな人が
来たよ」と僕のＶＴＲがなぜか「アッコにおまかせ」に回っ
たということでした。　そのロケは非常に楽しく、結局レギュ
ラーではないのに、１年半リポーターを務めました。
　「こんなことになるなんて」ということが時 人々生には起こ
ります。その後、テレビ東京の「レディス４」というワイドショー
で東北新幹線新青森駅開業のレポートをすることになった
り、ちょうど母親の看病で毎週飛行機で青森に帰っていて、
青森への想いがすごく膨らんでいるときに、あの震災が起こ
りました。そのとき４月からの仕事の話を詰めていたのです
が、震災で全部飛んでしまったので、少しの間、青森に帰っ
たんです。青森放送に挨拶に行ったら、ズームイン!!朝 !の
ときにディレクターをしていた方が、役員になっていて「いま
隣の局が困っているから、今から電話するから明日行ってみ
てくれないか」と言われました。青森テレビは、当時、女性
アナ２人でニュースを放送していて、男性を探していたのです。
　次の日青森テレビに行きました。本当に人を探しているの
だけれど見つからない。「ニュースキャスターが出来て、自
分で取材が出来て、後輩の育成が出来て、青森にゆかりの
ある人を探しているんだけど全く見つからない」と言われ、
そんな人、日本中探しても自分しかいないと思い「分かりま
した。やります」と答えたら、あまりに早く返事したものだ
から「えっ！？」と言われました。どこで何が起こるかわか
らない。毎日出来ることを生きていたら、何かの拍子で何
かが繋がったりします。

青森ならではの課題を
掘り下げて報道

　ある年、ものすごい雪でみんなが雪の文句ばかり言って
いる。そこで「雪と暮らす」というシリーズで取り上げるこ
とにしました。
　ある日、除雪業者さんから電話がかかってきて「本当に
ひどい。やればやるほど赤字」とのことでした。社内の会
議室を取って、12 人程度の業者さんに聞くという前代未聞
の「除雪業者覆面座談会」という企画につながりました。
　その当時、青森市では 11 月～３月までの間のシーズン契

約で、除雪に出れば出るほど赤字。情報開示請求で除雪
費の積算根拠を調べたところ、実態とはかけ離れた積算
が明らかになりました。このとき僕は矛先を市には向けませ
んでした。なぜなら、業者さんが文句を言いたいのが市だ
けではなかったからです。多くの市民が敷地内の雪を大量
に道路に出す「出し雪」のために作業が進まないのが日常
だったためです。例えば秋田市は道路法を根拠にして、道
路に雪を出してはいけないとしています。
　次のシーズンから契約方法が変わりました。この企画は
大反響でした。実はこの企画にはきっかけがありました。
居酒屋で飲んでいたときに、隣に座った札幌在住の人が「青
森の人ってどうしてあんなに雪を道路に平気で出すの？」と
言ったんです。自分達の当たり前を、当たり前と思わないこ
とがこの仕事には必要だと思いました。
　みなさんそれぞれがいままで生きてきて、感じてきたこと、
出会ってきたものの中のどこが相手に響くか。
　今、いつも考えていることは、「10 のことは伝えられない」
ということです。10 を順番にしゃべっていったって、テレビ
を見ている人はそのうちの１個か２個しか聞いてません。で
すから10 あるうちの「今日の１つ」はなんだろう、というこ
とを取材のときに考えています。何をその１つと考えるかと
いうことは、自分の心の中の、自分の人生の中の何と響き
あうかだと思います。

塾生とのやりとり
（塾生）
　指導する際に、自分の意見を押し通していいものか、相
手の意見を尊重する形にしたほうがいいのか悩むことがあ
ります。自分も相手も納得するには、どのように話を進めて
いくのがいいでしょうか？
（今泉講師）
　どういう話し方をしたら、この人がやる気になって
くれるか、だと思います。「やってください」とは言
わずに、「そういう方法もありますよ」くらいにとど
めるのと、何度か繰り返すこと。僕が人に何かをして
ほしいときに使っている方法はこういう方法です。

第２部
•袰月集落住民ヒアリング
•グループディスカッション
テーマ

「幸福な生き方―本当に住みやすい場所とは―」
•ディベート
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第 2 回の様子
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