
天明塾長講話

第 3 回 平成 28 年７月30日（土）～31日（日） むつ市むつ来さまい館

天命につながるＤＮＡ洞察

日程 場所

　今回は、「天命につながるＤＮＡ洞察」です。幸せとは何
だろう。生きがいを感じて生きているとか、目標に向かって
生きているとか、愛する家族・仲間がいると、こういうの
がやっぱり無上の幸せを感じられる心の条件ではないかと
思いました。
　いずれにせよ、幸せの中味を分解してみると、天職×人
間力×運。天職を持つ、天から与えられた果たすべき使命
にしっかり気がつくことが、幸せの前提です。そして、いく
らこれがあっても人間力が低くてはいけない。
　では、どうやって天命を知ったらいいのか。私は、天命
とは代々の「親の子に対する願い・期待の集積」だと考え
ています。どうも天は自分の親、代々の親を通じて天命を
自分に、子ども・孫・子孫に伝えているのではないだろうか
というふうに思うに至りました。
　親は子のためだけに生きてきている。こうなってほしい、
ああなってほしいと、自分ができなかったことを子どもに願
いを託す。人類誕生以来、それはＤＮＡに蓄積されている。
ＤＮＡを洞察することで誰でも天命に行き着ける。だからＤ
ＮＡを洞察しよう。こんなことを前回お話させていただきま
した。

人間性を高めていくか
下げていくかの境目とは

　ところで、人間力のベースは人間性です。人間力とは、
他を思う心と行動。人間性が高いほど「世のため人のため」、
人間性が低いほど「俺が俺が」「自己中心」でした。人間
性は自利から利他へ向かう。
　人間性を高めて行くか、下げて行くかの境目は何か。そ
れは、「関心を持つか、無関心でいるか」。物事に関心を持
つと、理解が深まって信用をして、じゃあ協力しようよって、
だんだん心が高まっていく。ところが無関心でいると、見て
見ぬふりをする、非協力。それが続くと対立、ねたむ、う
らむ。人間性が低くなる。だから、私の先生は、物事に関
心を持つか無関心のままでいるか、これが人間性を高めて
いくか下げていくかの境目だと言いました。関心を持ってい
こうということです。

　ところで、肉体は年齢とともに確実に成熟していく。とこ
ろが人の心は年齢が上がっても上がっていかない人が多い。
成熟のことを、嫌な言葉で言うと老化。老化するということ
は肉体が成熟しているということ。ところが心の方は年齢と
共に成熟していかない人が多い。肉体には毎日餌をやって
いるから成熟し続ける。でも心に餌をやらなくても死ぬこと
はないから、心に餌をやってない人がわりと多い。

関心を持って理解する
　もう１つの原因は、幼少時に心が十分素直に発達しなかっ
たというケース。
　基本的信頼感といって、子どもが両親との間に強い絆を
形成する中で、自分が他者から愛されている、大切にされ
ているという感覚があります。この信頼されているという気
持ちを幼少時に獲得した人は、良い人間関係を築きやすい。
困難や試練があっても乗り越えられる。
　では、基本的信頼関係が得られなかった人はダメなのか。
違います。大事なことは関心を持つか無関心でいるか、と
いうことです。
　「なぜうちのお父さん・お母さんは離婚をしちゃったんだ
ろう、なぜ私が３歳の時にお母さんは出ていっちゃったん
だろう、なぜお父さんは俺をいじめたんだろう」って、子ど
もの時はそんなことは分からないからトラウマになってきま
す。でも、大人の目で関心を持って、調べてみると、「そうか、
こんなことがあったんだ。お母さん、辛かったんだろうな。
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そうか、お父さんは、俺は加害者だと思ったけど、お父さ
んも被害者だったかもしれないな」、だんだん理解が出てく
ると許せる、受容ができる。「そうか、そんな中で俺を育
ててくれたんだ。ありがとう。何だかんだ言って、俺のたっ
た１人の親だよな」と、尊敬に向かっていく。基本的信頼
感があろうがなかろうが、ポイントは関心を持って理解をし
ていこう、ということ。

命でつながる先祖と子孫
　誰でも家系、ＤＮＡ洞察ができる、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。それぞれどんな生き方をしたのか生き様調査を
してみると、「なるほどそうか、俺の天命はここにあったんだ。
俺の命はこう生かすべきなんだ」と、誰でも分かる。天命
につながる。それを家族史にまとめた絵本をちょっと御紹
介します。
　私は孫が５人いるんだけれども、一番上の孫がコウダイと
いってコウちゃん。そのおじいちゃんが亡くなる話。おじい
ちゃんとは、私のこと。おじいちゃんとすごく仲良くて、こ
のコウちゃんはおじいちゃんに魚釣りに連れて行ってもらっ
たりキャッチボールをしたり。でもおじいちゃんが死んでし
まう。それでコウちゃんは寂しくてしょうがないわけだ。コ
ウちゃんは泣きながら、とても恐ろしいことに気づいた。「ね
え、お父さんもいつかは亡くなるの？」「そうだよ」「お母さ
んも亡くなるの？」「もちろん、そうだよ」「嫌だ、僕、嫌だ」
その後、法事があって、次の日曜日、法事に行きました。
お坊さんが来ました。来たらおばあちゃんが、「コウちゃん、
コウちゃん、おじいちゃんがコウちゃんに手紙を残しておい
たよ。」

　「大事な子孫のコウちゃんへ。コウちゃん、おじいちゃん
が死んで泣いているだろうな。別れるのは辛いものだ。わ
しもコウちゃんのことを思うと寂しい気がしているところだ。
コウちゃんにとっては初めての死だ。さぞや恐ろしいことだ
ろう。でも、心配することはないぞ。なぜかって、それを
今から話していこう。
　封筒を見たかい？子孫のコウちゃんへと書いてあったろう。
子孫っていうのはね、命をもらった人だ。ほうれ、コウちゃ
んの命はたくさんのご先祖からもらったって教わったろう？

（これの前編で、先祖から自分の命をもらったということが
絵本である）今度はその命を次 、々子孫につなげていくんだ。
コウちゃんにはご先祖様しかいないけれど、いつか子孫が
できるんだぞ。コウちゃんが結婚して子どもができたら、そ
れはわしの子孫であり、コウちゃんの子孫でもある。その
子ども達がまた結婚して子ども達を持って、どんどん子ども
が増えていく。わしの命もコウちゃんの命もどんどんつない
でいくんだ。続いていくんだ。どこまでもな。子孫の目を
通してわしらはきっと今まで見たことのないものを見るだろ
うな。子孫の口で、食べたことのないものを食べるかもし
らん。行ったこともない国に行くだろう。そこで今まで釣っ
たことのないどでかい魚を釣り上げるかもしれんな。そう、
そう、みんな、みんな、コウちゃんと一緒にだ。子孫とい
う子ども達の中でいろんなことをするんだ。
　ご先祖様と子孫は、ずっとずっと命でつながっている。姿、
形が無くなったぐらい何ということもない。わしらはいつも
未来の子ども達の中で生きているんだ。そんなことを考え
ると実に愉快だ。コウちゃん、楽しかったよ、ありがとう。
心配せずに毎日愉快に生きてください」とあって、「そうか、
おじいちゃんは僕の思い出の中にだけではなく、僕の未来
の中にもおじいちゃんはいるんだ。おじいちゃんって僕に命
をくれただけじゃなくて、僕に未来もくれたんだね。ありが
とう」という絵本です。
　そして、コウちゃんが結婚して２人になって、子どもが生
まれて、孫が生まれる。これがＤＮＡ洞察。この人達が自
分の中で生き続けている。それを洞察することで、「そうか、
こういう願いと期待があったんだ」と気づくんです。そんな
ことで、志の原点、それは代々の親の子に対する願い。一度、
洞察してみましょう。

第３回 天明塾長－講話
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講師講話

新幹線開業と七戸発のまちおこし 講師 田 中 清 一 氏

あおもり立志挑戦の会会長
㈲タセイ代表取締役

会社を営むまで
　私は、今、あおもり立志挑戦の会という卒塾生の皆さん
のＯＢ会の会長を今年の春からやらせていただいておりま
す。七戸出身です。うちの祖父とその兄は、２人で呉服の
行商を十和田で始め、その後、祖父は独立をして、七戸町
で呉服屋を始めました。うちの父もその商売を継いで、呉
服だけではなく雑貨や食料品などを扱う商売を幅広くやり
ました。祖父も父も、ずっと衣料品の販売の専門をやって
いましたので、私は札幌の大学を終わった後に札幌の郊外
型のチェーンストアで食料品の方を勉強しようと思って、そ
のスーパーに入社し、２年働いて、1997 年に実家の㈱タセ
イショッピングセンターという店に入社しました。　
　入社してちょうど１年くらい経った時に、父が脳出血でバ
タッと倒れました。それまで、会社の資金繰りを父親が全
て自分でやっていたので、改めて会社の通帳や帳簿でお金
の流れを見てみると、お金が常にギリギリの状態で、大き
な支払いの直前に、毎月、銀行からの短期借入金でしのぐ
ような状態でした。
　さらに 1994 年に七戸町にジャスコがオープンします。そ
こからもうどんどん売り上げが落ちていって、1999 年に事
実上倒産しました。
　今は㈲タセイの代表として、その不動産事業と葬祭事業
の仕事をしております。一応有限会社という組織にはなって
いるんですけれども、今はほぼ個人事業のような形で、ほ
とんど１人でやっています。今、すごく毎日楽しいですね。
今まで、地元に帰ってきてから、ずっと実家の商売の、言
い方は悪いですけれども、敗戦処理みたいなことをやって
いたような気持ちがして、仕事にあまり楽しみを覚えなかっ
たんですけれども、独立して今は全部自分のことなので、
今はやりがいを感じています。

まちおこしの取組
　そういう仕事をしながら、七戸町の商工会青年部に入部
し、そこでいろいろな人と活動をする中で郷土愛が生まれ
てきました。
　「はやて組」は中学校の同級生で作ったまちおこしのグ
ループです。七戸に天王神社というつつじで有名な神社が

あり、５月中旬頃に山全体が真っ赤になります。ＮＨＫの
お昼の番組で紹介されてから県外からもお客さんがみえる
ようになりました。ただ、その神社の周り500 ～ 600 ｍ先
に昔の商店街があるんですけれども、誰も商店街とか町で
消費をするという仕掛けが全くできていなくて、もったいな
いねという話をしていまして、グルメ＆温泉マップというの
を作ろうという話になりました。お金は全く無いので、各お
店から協賛金を５千円ずつ集めて作りました。
　まず１発目、１万部作りました。それをできた年のつつ
じ祭りの会場で配りました。あっという間に無くなりました。
すごく好評で、町外の方向けに作ったんですけれども、町
内の人も欲しかったんです。意外と地元のことを知らないん
だなと、改めてその時に気がついたんです。

七戸はやぶさＰＲ隊
　次に、七戸はやぶさＰＲ隊という活動を始めることになり
ます。これは何で始めたかというと、青森朝日放送の「わ
が町自慢ＣＭコンテスト」に七戸も応募しようとなった時、
まだ新幹線開業の前だったんですけれども、１個ヘルメッ
トを作ったんですね。それを被って、新幹線が町に来る喜
びを全身で表現し、それを被って町内のいろんな名所を新
幹線が練り歩くＣＭを作ったんです。応募したら、その年
の準大賞をいただきました。みちのく銀行賞、年間 100 本
放映していただきまして、本当はそこで終わる予定だったん
ですけれども、このＣＭが結構話題になりまして、やめる
のはもったいないというので、最大 10 両編成の車両を作っ
て活動することになりました。
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　これ、やっているのはいいんですけれども、誰も何もし
てない、ＰＲになっていないんです。楽しいのは楽しいんで
すけれど。「ＪＲの方ですか」とか「町役場、県の方ですか」
とか、よく間違われます。そうしたら、何と七戸十和田駅に
はやぶさは停まらないということが発覚しました。ギリギリ
になって。ショックは大きかったですけれど、「はやぶさが
停まるまで僕達は止まりません」という名言がここで生まれ
ました。
　そして 2010 年 12 月４日に東北新幹線七戸十和田駅開業。
八戸まで車で行って、八戸から新青森への一番電車に乗り
込んで、七戸十和田駅に着いた時に新幹線から降りてくる
という感じでバーっとやったんです。
　2011 年３月５日にはやぶさがデビューします。デビューし
ましたけれども七戸には停まりません。なので、何かこの
悔しい思いをどうしたらいいかと思って、何かしてやろうと
思って、初めて七戸を通り過ぎる新幹線に手を振ろうという
ことを企画しました。
　その後も活動を続けます。町外のイベントに参加させて
いただいて、ねぶたにも参加しました。
　ねぶたへの参加はＪＲさんのところでしぶしぶＯＫをいた
だきまして出させていただきました。この日、ＪＲ東日本さ
んの本社の社長も見に来るという大切な日だったらしいん
です。すごくスタッフがピリピリしているんですよね。私達
がワーっとふざけていたら、ちょっと邪険に扱われまして、

「お前達、ここから出るな」という感じで、「分かりました」
とやっていたら、沿道のお客さんからすごく喜ばれて、職員
の方々の対応がちょっとずつ変わってきて、「もうちょっと自
由にやっていいぞ」みたいな。最後には「あの角を曲がる
と社長がいるので、そこで連結をしてくれ」みたいに言うよ
うになりました。２年目は「ぜひ来てください」と呼ばれ、
駐車場まで準備してくれました。
　そして 2013 年３月、何と悲願のはやぶさ、初停車。こ
れを歓迎しようと、100 人で歓迎しようというところを 500
人集まって歓迎しました。今でも言っているんですけれど、
我々が七戸にはやぶさを停めたということにしております。

「はやぶさが停まるまで私達は止まりません」と言ったんで
すけれども、「はやぶさは停まったけれども僕達は止まりま
せん」ということで、その後もまだ活動を続けます。

ドラキュラdeまちおこし
　新幹線の駅ができて、開業するまでは町内のいろんな団
体が開業に向けて、例えば新しいメニューの開発などを行っ
ていました。昔、七戸は駅の無い町で、やっと新幹線の駅
が何十年来の悲願でできました。そこに向けては盛り上がっ
たんですけれども、できた後、パタッといろんな活動が止まっ
ちゃったんです。もう開業に向けてというのが目的みたいに
なっていたので、駅ができた、新幹線をどう活用するかと
いう話し合いがほとんどされてなかったということに気づき
ました。新幹線駅がある町として、これからの七戸のまち
づくりを、いろんな世代、業種、性別などを取っ払って、ま
ず皆で１回話し合ってみようと、そういう場を作りたかった
んですね。
　建設的にこれからどうしていこうかという話をする時間に
したかったので、各テーブルに高校生とか中学生とか、若
い人を必ず入れました。中学生とか高校生がテーブル、同
じ話し合いの場にいると、大人の人達ってあまり批判的な
ことを言わなくなるんです。その子ども達も意見を出すとい
う感じで、会議、ワークショップはとても白熱しました。
　その結果、４つのテーマで 55 個の提案がありました。
アイディアが本当にたくさん出てきました。その中で断トツ
の１位になったのが、「特産のにんにくとヒナコウモリ」。ヒ
ナコウモリというのは天間舘神社という神社に絶滅危惧種
だったヒナコウモリが集まってくるので有名な神社があるん
ですけれども、このにんにくとコウモリでドラキュラ祭りの
開催というのが、この会場で一番人気を集めてしまいました。
　これが１位になったのを放っておくわけにもいかないなと。
アイディアは出すんですけれども体を動かすというところま
ではなかなか難しいんですよね。実際はなかなかそこから

第３回 田中清一氏－講話
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行動に移すというところまで全然実現できなくて、まずは主
催をした手前、自分が動いて行動を見せなきゃなと思って、
このドラキュラをちょっと掘り下げてみようと思い始めました。
ドラキュラというのをキーワードに、いろんな人達がそこに
参加できるような仕組みや、異業種間の横のつながりをつ
くる１つのきっかけになればやりがいがあるんじゃないかと
考えました。ドラキュラ祭りではなくて、「ドラキュラdeまち
おこし」。ドラキュラをキーワードにまちおこしをしましょうと。
　コウモリは夏だけ来るんです。全国各地から夏の間に出
産と子育てをするために七戸のコウモリ神社に集まってきま
す。
　コウモリは、中国では福を呼ぶ動物だと言われています。
さらに七戸にとっても、これは益獣なんです。コウモリは、
大体日暮れ、７時くらいになるとサワサワと飛んで餌を捕り
に行くんですね、その餌というのは虫。農作物にとっての
害虫がコウモリにとっては餌なんです。夏に出産、子育ての
ために七戸に集まって来るというのは、そういった環境がす
ごくいいということで、さらにコウモリがその餌を食べてく
れることによって害虫が減る、益獣なんです。地元の隠れ
た特徴に光りを当てようというのを１つの目的として始めま
した。
　ドラキュラフェスタはイベントです。まずはハロウィンの時
期にドラキュラの仮装にして、商店街の空間を１日だけ非日
常の空間を作るのをやってみようというものです。私は子ど
もの頃は七戸をあまり好きではなかったんです。なぜかとい
うと、大人達があまり楽しそうじゃなかったんです。七戸に
は何もないと思って大きくなったんですが、いっぱいいいと
ころがあります。それを子ども達に知らせるために、まずは
大人が楽しむ、バカ騒ぎをする、そういう機会が年に１回
ぐらいあってもいい。
　町内の評判はあまり良くなかったんですが、町外の注目
度はすごくて、ドラキュラdeまちおこしっていう名前のイン
パクトで、ドラキュラという言葉の発信力というのにはすご
く驚かされました。自分達の予想以上に町外や県外の注目
を浴びるようになっていきます。

「たった１回きりの人生」
　この塾に参加したことも、私の中では大きなものになりま
した。塾長や同期生との出会い、ＯＢの方との出会い、塾
講師との出会い。
　野田名誉塾長のお話で、一番心に残ったのは、「たった

１回きりの人生」という言葉でした。すぐ、それを私は紙
に書いて、今でも部屋に貼っています。葬儀の仕事をする
ようになってから気づくことがたくさんあって、命の大切さ、
明日が保証されている人なんて誰もいません。和尚さんがよ
く言うんですけれども、「散る桜、残る桜も散る桜」散る桜
というのは今、亡くなった人だよ、残る桜は参列する皆さん
ですよ。ただ、残る桜の皆さんも必ず死ぬ。だからこそ、
この一瞬、一日一日を一生懸命生きなきゃダメなんだよとい
う話をされ、まさに私もそのとおりだなと思っています。私も、
そういった出会いに感謝をしながら、日々暮らしております。

塾生とのやりとり
（塾生）
　最初は趣味でやっていたと仰っていましたが、自分の仕
事とこういうまちおこし、どういうふうに考えていますか。
（田中講師）
　そうですね、楽しかったんですよね、仲間とやること自体
が楽しかったので、例えば趣味はいろいろありますよ、魚
釣りをやる人もいますし、自転車に乗る人もいますし、本当
に趣味がこういう活動だったんですかね。
　仕事に全部つながります。こうやって活動をしていて、葬
儀の仕事だったり、不動産の仕事だったり、お客さんのと
ころに行ったら、「あっ」というのがしょっちゅう、最近は。
全部つながります。なので、無駄なことは１個もないですね。
もしかしたら趣味は仕事かもしれないですね、これは。必
ず全部つながります。

第２部
•グループディスカッション
テーマ

「 私と地域―これからの『地域』と『関わり方』
を考える―」
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第３回の様子
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