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天明塾長講話 

「運を味方にする」 

 

 今日は第６回「運を味方にする」。私は、経営力と

いうのは戦略×人間力×運だと思っています。そして、

経営の戦略は３つだと思うんです。（１）人が成長し

ていく（２）お客様に感動を与える（３）結果として

業績が上がる。この３つがスパイラル的に大きくなっ

ていくのが、経営戦略だなと思っています。 

 では、戦略が良くて人間力が良かったらば、人生は、

経営はうまくいくか。どうも、そうではない。そこに

運というのがやっぱり大きく影響します。 

 運とは何ですか。参考として、野田名誉塾長の言葉

を紹介します。まず、「運は準備だ。徹底して準備を

したところに運は巡ってくる。」２番目、「運は信念で

ある。信念を持ってやると運は巡ってくるんだ。」３

番目に、「運は関係である。」この関係であるというの

は、要するに人間いろいろつながっておけ。そうする

と、そこで「おっ、そのことなら俺知っているよ」と

か、「いいのを紹介してあげるよ」とか、皆、そうや

ってつながっていい方向に引っ張られていくという

意味です。 

 

 

 

 

■想念 

人生は思ったとおりになる。成功者は、皆、強運で

す。間違いない。運が強いと思っているから運が味方

します。病気も「治った」と思っていると、細胞が「お

お、治っているんだ」と思って細胞が自らを治してい

く。治ったと思っていると、そういう配線が組まれて

いくんだ。 

「これ、成功するといいな」。これはダメなんです。

「成功する」。これは多少いい。「成功した」とやる前

からそう思うと良いです。そうするとやっぱり脳をコ

ントロールしなくてはダメです。これが今の最先端の

脳科学じゃないかな。 

大事なことは潜在意識です。意識で思ってもダメ、

潜在意識で思い込まなくちゃいけない。 

 

 

■感謝 

垂示（すいじ）というのは仏教でも神道でも言うよ

うですけれど、神様も仏様も口を持っていないから、

私達に言葉で教えてくれることはできない。そのため

に何かの事象をもって教えてくれる。病気になったり、

災難にあったり、そういうことで教えてくれる。何か

をもって教えてくれる。だから病気になったり、失敗

をしたりした時、それは教えてくれているんだ、と私

は恩師からずっと教わってきた。だから何があっても、

「そうか、これは自分は何を教えられているんだろう」

と受け止めるようにしてきました。 

チャンスは、起こった時が今、最高の時だから起こ

っている。いいことが起こった時に感謝するのは当た

り前。そうではなくて、嫌なことが起こった時に感謝

する。なぜか。 

因があると結果が生まれるよね。だから事故に遭っ

て自分が怪我してしまったというのは、必ず因があり

ます。例えば悪いことが起こったというのは自分が何

かをしていた、必ずそうなんです。それは子どもの時

にやったのか、あるいは前世でやったのか分かりませ

ん。でも必ずやっている原因があるはずです。だから

自分が事故を起こしたというのは、この種が消えます。

それはどういうことかと言うと、種を蒔くと芽が出る。

芽が出た時にはもう種は無くなっていますよね。世の

中はこういう仕組みなんです。 

相手を傷つけたこの悪い因が消えた。精算すること

ができた。だからありがとうなんです。感謝なんです。

もし、これを、「追突しやがって」とか、「信号無視し
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て来やがって、バカ野郎」と言って相手を責めている

と、相手を傷つけたという自分の悪い種が消えないか

ら、これはまた残って次の悪い結果を生み出す。つみ

重ねというでしょう。罪が重ねられていく。だから悪

いことが起こった時、病気になったとか試験に失敗し

たとか、水を掛けられた、その時に感謝なんです。 

 

 

■先祖につながる 

先祖があって自分があります。おかげさまの心。３

２代、遡ると先祖の数は地球上の人口を超えます。そ

の中の１人欠けても自分はいない。 

先祖を通じて大宇宙の命につながる。私達は宇宙の

分身だから、そのことを遺伝子学者の村上和雄先生は、

「先祖につながっていると先祖のおかげさまって思

っていると、サムシンググレートが味方してくれる。

サムシンググレートは自分の親の親の親の親のずっ

と上の親だから、自分が何かしようと思った時にサム

シンググレートが応援してくれる。それが運なんだよ、

つきなんだよ」と言っています。だから、お父さん・

お母さん・お爺ちゃん・お婆ちゃん、先祖を大事にす

る、先祖があって自分達がある。感謝を忘れない。 

 

 

■小さな徳を積み重ねる 

「積善の家に余慶あり」という中国の言葉がありま

す。徳とは他を幸せにする行為の貯金。他に与えた幸

せの天への貯金。どこへ貯金してあるんですか。宇宙

銀行だと言った人がいてね。ああ、なるほどと思いま

した。自分の代で使い切れなければ子ども、孫の代に

受け継がれるんです。 

徳を積む身近な行為、ゴミ拾い、席を譲る、お布施、

ボランティア活動、何でもいいです。小さな徳をでき

るだけ積む。人に言うんじゃなくて陰徳という言葉が

ありますよね、陰徳がいいみたい。徳を積んだ、それ

が宇宙銀行に預金されている。それが徳として運を呼

んでくる。だから、ちょっとゴミ拾いでも席を譲るで

も、何かしましょうよ。 

 

■言葉を大事にする 

日本では昔から言霊という言葉があります。言葉に

は魂が宿っている。だから悪い言葉は使わず、いい言

葉を使いましょう。 

言葉には全部魂が籠っている。今はそれを波動とい

うみたい。全ての物質には、その物質固有の波動を持

っているというわけだよね。言葉にも波動がある。人

間の体は６割から７割がお水。お水は波動を転写しや

すいから、ありがとう、ありがとう、ありがとうと言

っていると元気になったり、病気が治ったり、いいこ

とが起こる。私はバカみたいに「ありがとう、ありが

とう」と言っています。財布も「ありがとうございま

す」。カバンも「ありがとうございます」。車の後に「あ

りがとう」だし、トイレもあげると「ありがとう」だ

し、パソコンを開けると「ありがとう」。今日はちょ

っと持ってないけどハンカチもありがとう。 

 

 

 

私はここ２０年くらい、この５つ（想念、感謝、先

祖、積徳、言霊）をしっかりやっていて、どうして俺、

こんなに変わってきちゃったんだろうと思っていま

す。うちの家内が「お父さん、どうなっちゃっている

の？」なんて言っていますけど、多分そこから変わっ

てきたみたいです。 

試しにやってみられたら多分大きく変わっていく

転機になるんじゃないかと思います。ありがとうござ

いました。 
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講師 宮治 勇輔 氏 [NPO 法人農家のこせがれネットワーク理事長] 

「一次産業を、かっこよくて・感動があって・稼げる３Ｋ産業に」 

 

 皆さん、こんにちは。神奈川県の藤沢からまいりま

した。湘南というと海のイメージが非常に強いと思う

んですけれども、意外と神奈川県内では農業や養豚が

盛んな地域になっています。うちは養豚専業の株式会

社みやじ豚を営んでいます。飼養頭数は７５０頭ぐら

いで、とても少ないんですね。日本の平均の半分未満

で、家族だけでやっています。 

 

■農家を継いだ経緯 

元々、僕は、親父の後を継いで農家になる気は全く

なかったんです。俺はもっとかっこいい業界で起業を

して、株式公開をして、六本木ヒルズに住んで、フェ

ラーリに乗るんだと、そんなことを昔は考えていまし

た。大学２年生の時に、たまたまうちの豚が肉質コン

テストに出て、生きたまま豚を出すんですけれども、

戻ってくるとお肉になって戻ってきて、とてもうちで

は食べきれないので、大学の友人を呼んでバーベキュ

ーをやったんですね。そうしたら「いや、こんなにう

まい豚肉は食べたことがない」と、やたら感動をして

いるんですね。僕は２０歳にして初めて「うちの豚っ

てうまかったんだ」ということに気づいたんです。 

 親父もいい仕事をしているんだなと思った次の瞬

間、思いもかけない質問を友達から受けたんです。「こ

の豚肉、どこに行けば買えるのか」と聞かれたんです。

僕はびっくりして頭が真っ白になりました。いや、今

まで考えたことすらなかった。分からないので、終わ

った後、悔しくて親父に聞いたんですけれど、親父も

実はよく分かっていなかった。 

 そんなもんなのかなと思って就職をいたしました。

僕は４年３カ月、毎朝４時半か５時に起きて起業の勉

強をしていました。そんな中で、いろいろ農業の本だ

とかも読んで、大きく自分の中で農業の問題点という

のが２つにまとまったんですね。１つ目が、農家に価

格の決定権がないこと。２つ目が、生産者の名前が消

されて流通していること。 

僕は学生の頃にやったバーベキューを思い出しま

した。待てよ、今掲げた２つの問題点はバーベキュー

をやればいっぺんに解決できるなと思ったんですね。

もちろん、豚の流通経路をちょっと変えるというのは

前提なんですけれども、バーベキューをやることで値

段、決定権が戻ってきます。それから、うちで育てた

豚を皆さんに食べていただく。そうすると直接お客さ

んから声が返ってくるんですね。バーベキューをやる

ことで今、掲げた２つの問題点をいっぺんに解決でき

ると考えました。 

 その時に僕は、この言葉が閃いたわけですね。「一

次産業を、かっこよくて・感動があって・稼げる３Ｋ

産業に」。この言葉が閃いた時に、俺はもう会社を辞

めて実家に帰って親父の後を継ごうと決心できたん

です。 

 

■リスクゼロのビジネスモデル 

実はうちは全量、農協に出荷しています。ここまで

は普通の豚農家と変わりません。うちは、この後が違

って、事前に屠畜場に出入りしている問屋のリストを

農協からもらって、１軒ずつ連絡をして、みやじ豚と

して直販したいんだけれど、できるかと１軒ずつ聞い

ていきます。 

例えば、うちのネットショップにロースしゃぶしゃ

ぶ４００ｇと注文が入ったら、問屋の職人さんがロー

スしゃぶしゃぶ４００ｇにカットして包装して、問屋

さんの事務員さんが伝票を書いてヤマト便に渡す。そ

うするとヤマト便が時間指定でうちのお客さんに届

けてくれる。それでお客さんからお金をいただいて、

問屋さんにお金を支払う。この差額がみやじ豚の販売

の粗利になるということなんです。 

これの何が素晴らしいかというと、リスクがゼロな

んですね。在庫を抱える必要がないんです。売れたら

売れた分だけ問屋から買い戻せばいいんです。みやじ

豚のビジネスモデルというのは養豚農家兼店舗を持

たないお肉屋さんという形になっております。全国的

に見ても珍しいなと感じています。 

とは言え、みやじ豚で注文が取れないと、いくらこ

うやって仕組みを整えても要は売れないわけです。じ

ゃあ、どうするかというと、バーベキューをやってお

客さんに知ってもらう活動をもう１０年やっていま

す。 

 

■プロデューサー発想で顧客の口に近づく 

うちの近所に素敵なバーベキュー施設があるんで

す。農地にバーベキュー施設を建てるというとＮＧで

すから、上を葡萄畑にして申請を通して、下をバーベ

キュー用として貸し出すと。見事なんです。それから、

地元の酒屋さんにお酒を用意してもらうという形で
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バーベキューをやっております。 

ですから、無いものを作るのではなくて、あるもの

をどう生かすか。僕はこれをプロデューサーの発想と

呼んでいます。足りないものを作るのではなくて、そ

れをどうやって生かすかということだと思います。 

それから大事なのは付加価値というのは顧客の口

に近づくことなんです。付加価値というのは決して加

工品を作ることではない。豚は市場出荷で大体キロ４

００円～４５０円です。インターネットで小売をする

とキロ３，５００円になります。ざっと８倍以上にな

ります。バーベキューをやると、１人当たり４００ｇ

で４，０００円。ということは、キロ換算するとキロ

１万円です。ざっと２５倍になるということです。 

みやじ豚は、当然美味しいものを作る、これは皆、

生産者としては当然ですが、美味しいものを作り、い

かにブランド価値を高めていくか。僕の仕事は売るこ

とじゃなくてみやじ豚のブランド価値を高めること

なんですね。これができれば、後は勝手に売れていく

んです。ブランドというのは、一言でいうと指名買い

をしてもらうことだなと思います。「スーパーの豚じ

ゃなくて、宮治さん、あんたから買いたいよ」と言っ

てもらえるのがブランドじゃないかと思います。 

 

 

■農家のこせがれに農業の魅力と可能性を伝える 

ここまでがみやじ豚の話でした。おかげさまでうち

は豚だけにトントン拍子で売上が伸びていったんで

すね。でも、みやじ豚はそこそこ来ているけれども、

みやじ豚ばっかりそうなってもイマイチだなという

思いがありました。 

これからの日本というのは規模拡大による成長と

いうのが成立しなくなってきました。こんな中で、僕

自身は「一次産業を、かっこよくて・感動があって・

稼げる３Ｋ産業に」したいなという志を立てている中

で、そのために何が必要なのかと考えて、辿り着いた

結論が、自分と同じように都市部でビジネスの経験を

積んだ実家が農家の人が、親父の農耕技術と地盤、看

板を受け継いで、自分が持ち帰ってきたビジネスノウ

ハウ、スキル、それから親父の持ち得ないネットワー

クを融合させて、新しい農業経営の形を作っていく。

これができれば日本の農業は元気になるぞと。そう考

えて農家のこせがれネットワークを起ち上げました。 

農家のこせがれネットワークのミッションは、農家

のこせがれに農業の魅力と可能性を伝えて、実家に帰

って農業を始めてもらう、その後押しをすることです。

だから、それこそ六本木でマルシェの運営をしたりと

か、こせがれしか参加できない交流会をやったり、塾

をやったり、それこそＨＩＳとかで農業ツアーをやっ

たりですとか、あとＩＴベンチャーと組んでネットシ

ョップをやったりとか、いろんなありとあらゆること

をやってきたんですけれども、でも、それで本当にま

たこせがれ、起業できるんだろうかということで、今、

もう１回ゼロベースで考えてやっていこうという団

体になっております。 

１つ僕が活路を見出したいと思うのは、岡山県の笠

岡諸島の真鍋島という小さな島があります。ある時、

ここにフランス人のイラストレーターが１ヶ月間滞

在したそうなんですね。小さな島なので、くまなく島

を回ってイラストを描いたそうです。それをフランス

に帰って出版したら何とあっという間に売り切れち

ゃったぐらい大ヒットした。そうしたら何が起こった

かというと、日本人も知らないような小さな島にフラ

ンス人の観光客が訪れるようになったということな

んですね。 

よくシンクグローバル・アクトローカルと言われま

すけれども、僕はこれからはシンクローカル・アクト

ローカルでいいんじゃないかと考えています。徹底的

に地域のことを考えて地域で行動をした結果、世界に

誇れる地域、青森になる、そういうことじゃないのか

なと思います。地元でできることを徹底的に考え、行

動できることをやり尽くすことで、青森はどこの地域

にも負けないような地域になると思っています。 

それから今年から農家のこせがれネットワークで

は農家のファミリービジネス研究会というものを新

たにスタートいたしました。 

あと、地方も起業参入推進、ファミリービジネスを

もっと育てる形をやる方が中長期的には地域のため

になるなと感じております。いろいろ、もちろんメリ

ット・デメリットがあると言われていますけれど、僕

はファミリービジネスの一番強いところは、家族、フ

ァミリーが同じ方向を向いて中長期的な視点で意志
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決定ができるというのが一番の強みだなと思ってい

ます。 

今、日本の農業の、農家の平均年齢が６６歳と言わ

れていますし、実は今、日本の中小企業の社長の平均

年齢は７０歳を超えてきているというところで、事業

承継が農業界に限らず、今、日本の産業界の最大の課

題ではないかなと感じております。そういったところ

から今、農家のこせがれネットワークでは農家のファ

ミリービジネス研究会というものを起ち上げてやっ

ているということです。 

最初、９月１８日にオープニングセミナーをやって、

８０名の方に集まっていただいてスタートして、今は

毎月少人数でやっていますけれど、きちんと今までの

農家のこせがれネットワークは結構浅く広く、いろん

なことをやってきましたけれど、今後は狭く深くやっ

て、きちんとスターを育てて作っていけるような形を

作っていきたいというふうに考えているところです。

本当に、７年目を迎えているんですけれども、なかな

か難しいなと思っております。でも、やり続けていか

ないといけないなというところですね。 

 

■こせがれ八策 

これは、元祖は坂本竜馬の「船中八策」で、この船

中八策を紐解いて、これからの農業経営の指針になれ

ばということで考えました。 

 

１．経営権は親父からできるだけ早く移譲してもらう 

２．法人化することでなあなあ経営から脱却する 

 法人化することでやっぱりきちんと経営のことを

考えられる、やっぱりお財布が個人と法人とで分けて、

きちんと１年間の予算を考えて、大体これぐらいの売

上で、これぐらいの利益になるから自分はこれぐらい

の給料が取れそうだなというのを考えてやっていく

と、それが全然変わってきます。一番のメリットは意

識改革です。社長になる、それだけで経営しなきゃと

いう意識が生まれてくるわけです 

３．自分で何でもできる必要はない。ブレーンは外部

に求めること 

４．経営理念を掲げること 

 みやじ豚が伸びていったのは、豚肉が美味しいだけ

じゃないと思っています。「一次産業をかっこよくて・

感動があって・稼げる３Ｋ産業に」という思いに共感

し、応援してやろうという人が多かったと感じていま

す。 

５．既存の仕組みに頼るだけでなく独自流通網を小さ

くてもいいから築くこと 

６．安さで勝負するな。輸入品の安さに負けない価値

を持つこと 

事業の目的は顧客の創造、これはドラッカーの言葉

ですけれど、さっき言ったとおり、農業者は作って市

場に持って行けばよかったので、顧客の創造は今まで

疎かにしていました。だからこそ、これからはきちん

と農業者もお客さんと向き合っていかないといけな

い。 

７．「あなたから買う」というファンをつくること 

８．値決めこそ経営。つい安い価格を設定してしまう

が適正価格を考えること 

これは稲盛和夫さんの言葉です。本当に農業者は値

決めが下手くそです。イベントごとをやると、そんな

に安くしなくてもいいんじゃないかなというのも結

構あります。きちんと適正価格を考えてやっていくこ

とが大事だと思います。 

 

これらは農業だけではなく、これからの地域づくり

の８つの指針にもなるのではないかと考えています。 

 

（塾生） 

 一次産業の養豚業等で一番感動できるところ、魅力

は何でしょうか。 

 

（宮治講師） 

 僕は、理想のライフスタイルを実現できるというの

が農業の魅力だなと思っています。これは畜産に限ら

ずだと思うんですね。バリバリ働いて給料を１千万取

るぞといったらそれも実現可能でしょうし、自分は田

舎で悠々自適に暮したいというのだったらそれも可

能だし、夫婦で仲良く仕事をしたいと言ったらそれも

可能です。 

感動のところは、直接美味しいねと評価をしてもら

うところは素直にそうだなと思います。 

 最初、バーベキューをやった時に、皆から「美味し

かったよ」という感想を全部プリントアウトして親父

に見せると親父は今まで見たこともないような顔を

して喜びました。これを見て、みやじ豚は絶対成功す

るなと確信しましたね。 

 

第２部 

 ・塾全体の振り返り 

 ・個人発表 

テーマ 

「半年前の自分にアドバイスするとしたら」 
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■第６回の様子 

 

 

 

 

 

 


