■1 万円のプレッシャー■
ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 146 号
こんにちは、松村拓也です。
E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。
名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。
できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。
ご意見、ご質問大歓迎です。
・・・・・・・・・・・・・・・
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1. ブログから：1 万円のプレッシャー
僕はどんな相談も、いつも無料でお聞きすることにしている。だが、僕が相談に乗るのは、慰めたり同情するた
めではなく、問題を解決するためだ。だから必ず、僕なりの解決案や方策を提案したいと考えている。そのため
に、相談者の話の中からその人の目的を見出そうと集中する。なぜなら、その人の抱える問題点や困り事とは、
その目的の実現や達成を阻む障壁や、逆向きに働く反動力のはずだから。だから、たとえ他の人には良いと思え
ることでも、その人の目的に反することは困り事であり、その逆の時もある。だが、多くの相談者は当初の目的
や自分を突き動かす動機を見失い、あるいは脇に置いてしまい、それとは別に問題を解決できる「答え」を求め
てやってくる。しかし、そこには「正解」など無い。その人自身の目的がゴールであり成功なのだから、それを
見極めない限り答えにはたどり着けないだろう。
相談者の問題解決を手伝うためには、僕自身も相手の目的を知るだけでなく、それに賛同する必要がある。つま
り、僕自身も相手と共にその目的をゴールや成功と思わなければ、答え探しなどおぼつかない。結局相談者の悩
みを他人事でなく自分のことと思えなければ、その解決を手伝うことなどできない。もちろん、第三者として客
観的にアドバイスできることもあるがそれは、僕でなくてもできることだし、むしろ本屋に行けばよい書籍が、
学校に行けばよい先生がいるはずだ。だが、自分自身が納得できる答えを探すのは自分にしかできないことだ。
僕は会社を潰すときのこのことを痛感した。これから迷惑をかける人たちに「さすが松村さん、同じ潰すのでも
こんな潰し方をするならば、これからもぜひ頑張って再生して欲しい！」と思ってもらうには、どうしたらいい
のかを書いてある本などどこにも無い。結局そのチャレンジに付き合ってくれたのは、同じゴールを目指す仲間
だけだった。
そう、僕が相談に乗るということは、相談者の「仲間」になるということだ。それは時として「味方」だったり
「家族」だったりもする。若者の相談に乗っているうちに、だんだん説教臭くなる時は、僕が父親の気持ちにな
る時だし、かわいい女の子の相談に親身になるときは、少しその子を好きになっているのかもしれない。今年も

チャレンジアシストプログラムという東京都が若者を助成する制度の審査を引き受けたところだが、僕は公開審
査会や報告会でプレゼンする若者たちをメッタ切りにする審査員としてお馴染みだ。だが僕は、そのレッテルを
誇りに思う。僕の目的は審査業務の報酬を得ることでなく、チャレンジングな若者たちの前に頑固おやじとして
立ちはだかり、課題に挑む彼らの本気を試すことだ。そしてこれまで、社会の課題に挑む多くの若者たちと友達
になることができた。彼らこそが、僕を奮い立たせてくれる宝物であることは言うまでもない。
今週、御宿で開催する “よろず夢相談「自分の答えの探し方」
”というイベントでは、夢の叶え方ではなく、夢
そのものの描き方を、僕も一緒に考える。これまでなら“起業相談「事業目的の作り方」”としただろうが、今回
「よろず夢」や「自分の答え」としたのは、誰もがすごい夢を持っていることを知って欲しいと思ったからだ。
だが、こんなタイトルで果たして人は集まるだろうか。夢を語るなんて照れくさいとか、そもそも夢なんかあり
ゃしないと言われるかもしれない。だが、目的の無い人などいるはずがない。僕は目的無しに生きる人を人間と
は言いたくない。それは言葉にしていないだけのこと。仲間を作ろうとしていないだけのことだと僕は思う。だ
から、どんなにちっぽけでも構わないから、自分の夢や願いを聞かせて欲しい。悩みや困り事があるのは、そこ
に夢や願いがあるからだ。
僕は初めに「どんな相談でも無料で聞く」と言ったが、その後のことも聞いて欲しい。僕は話をよく聞いて、そ
こから共感できることを探し出す。そして自分が興味を持てることや、やってみたいと思うことがあれば、それ
について根掘り葉掘り質問する。僕が話すことは世間話や客観論でなく、僕自身の問題として一緒に取り組むた
めの疑問や意見だ。もしもあなたが相談者なら、その議論はあなたの願う方向に向かうとは限らない。だがもし
も、その議論があなたの望む方向に突き進んでいると感じたら、それはあなたが僕に相談したことが成功だった
ということだ。あなたがそう思うことこそが、あなたの探す答えだと思う。その時僕は、こう提案することにし
ている。
「僕を 1 万円で雇ってみませんか？」
とにかく一緒に始めること･･･それが僕のフリーパートナー契約だ。この 1 万円は、あなたの本気を試す 1 万円
であると同時に、僕の本気を示す 1 万円だ。僕の役目はコンサルタント・セラピスト・メンター・コーチでなく、
仲間・味方・家族・身内として、あなたと共に挑むこと。僕はあなたのチャレンジを実現させ、さらに報酬をも
らえるように頑張るだけ。あなたのチャレンジに不要と思えれば、この契約はいつでも解消すればいい。いずれ
にせよ、あなたの悩みを解消したり、願いを叶えるために協力者が必要なら、どこかで夢を本気で語り、それに
本気で答える人を探すべき。そんな本気を試すには「1 万円のプレッシャー」が丁度いい。もしもあなたが誰か
かの相談に応えたいと思ったら、僕はこのやり方をお勧めしますよ！
http://nanoni.co.jp/20180210/
・・・・・・・・・・・・・・・
2. 今週のお知らせ： 2 件
ａ．御宿・朝から晩まで起業塾
御宿駅前・グッドネイバーズは、まちの誰もが気軽に訪れて、夢を語ったり困りごとを相談したり地域の拠点で

す。2/13、14 の 2 日間、事業パートナーで起業支援活動家の松村拓也氏が、朝から晩まで皆さんのよろず相談を
受け付けますので、是非ともお越しください。
■スケジュール
第１部 よろず夢相談【自分の答えの探し方】
時

間：10～17 時

参加費：無料
第２部 起業セミナー【起業のまち･御宿】
時

間：17～19 時

参加費：1,000 円
第３部 2/13 のみ懇親会【どうなることやら】
時

間：19 時～？

参加費：？
予約不要・直接会場にお越しください！
会場：御宿グッドネイバーズ

(旧ワールドバーガーランド)

主催：オールニッポンレノベーション
講師：松村拓也
・起業支援活動家
・内閣府地域活性化伝道師
・ANR パートナー
メッセージ･･･私たちは社会の｢社員｣である前に、｢社長｣であることを忘れてはいけません。起業とは、自分の
夢を叶えるために自分が社長になることです。御宿を、そんなあなたを応援するまちにしたいと思います。
ｂ．ニッチ大学 旅行体験談”西方見聞録”シリーズ 第４弾
”シンガポールで世界の仕組みを学ぶ”編
https://www.facebook.com/NicheUniversity/
場所：笑恵館
日にち：2/17 土曜 13:00~ (2H)
参加費：募金制（３００円程度）
今回の旅は学びが豊富。松村さんの専門分野である住宅や政治に関してたくさんの学びと、学生らしい、カジノ
や海外での友達作りといったはじめての挑戦もご紹介します。
94.5%が分譲住宅という、私たちには考えられない住宅事情を持つシンガポール。
建国者：李光耀が一代で築き上げたその仕組みにはどんな秘密があるのでしょうか。
ニッチ大学でおなじみのはまや学長とせたに加え、松村先生の専門的な話を交えながらの
シンガポールでのお土産話を通して、
”日本の仕組み”を改めて見つめ直していきましょう。
乞うご期待です！！

旅が好きな方、シンガポール、政治学に興味がある方、どなたでもお待ちしております！
途中参加も、ランチがてらも ok! お気軽にどうぞ！
・・・・・・・・・・・・・・・
3. まつむら塾のご案内
■レギュラー講座
1 名から参加できる、定例開催セミナー
料金 1 コマ：3,000 円(一人当たり)
人数 1 名より開催
日時 毎週土曜日 ①10-11 時、②11-12 時、③15-16 時、④16-17 時、⑤19-20 時、⑥20-21 時
会場 笑恵館 東京都世田谷区砧 6-27-19
予約制：このメールに返信、またはタイムチケットで
https://www.timeticket.jp/items/39813
■グループ講座
松村がお好きな時間と場所にお邪魔する、グループで開催する、臨時セミナー
料金 1 コマ：15,000 円+交通費(総額)
人数 10 名まで
日時 随時調整します。
会場 笑恵館 もしくはご自分で会場をご用意ください。
■オンライン講座
遠隔地でも参加できる、web やメールのやり取りで学ぶ質疑応答形式
料金 1,000 円／月（閲覧のみは無料です）
日時 随時
場所 自習室 http://nanoni.co.jp/juku/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 今後の予定：今週・来週以降
凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。
◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。
●同行可能：僕の訪問先にお連れします。
★参加可能：あなたも参加可能なイベント。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（月）2/12 〇作業日 夕方以降青葉台で面談可
（火）2/13 〇作業日 御宿グッドネイバーズで面談可
https://www.facebook.com/events/334256643724749/
（水）2/14 〇作業日 御宿グッドネイバーズで面談可
https://www.facebook.com/events/1520456588050779/
（木）2/15 ○作業日 終日笑恵館で面談可

10-18 時★笑恵館なるほどデイ
18-20 時★笑恵館クラブ年次総会・持ち寄り食事会
（金）2/16 ○作業日 午後から笑恵館で面談可
（土）2/17 ○作業日 終日笑恵館で面談可
10-12 時 ★まつむら塾（笑恵館・予約制）
13-15 時 ★ニッチ大学 シンガポール旅行報告会
（日）2/18 ○休業日 青葉台で面談可
■その後のイベント
2/22 ★笑恵館クラブ運営会議
2/24 ★まつむら塾（笑恵館・予約制）
2/25 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会
3/09 ★カプラー起業交流会（三茶）
3/11 ★チャレンジアシストプログラム合同報告会
3/15 ★笑恵館なるほどデイ 無料説明会、年次総会、食事会
相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。
松村の予定はこちらで公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule
・・・・・・・・・・・・・・・
5. アクセスポイント：問い合わせ先
松村拓也
メール takuya@nanoni.co.jp
携

帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp

自

宅 株式会社 なのに(平社員)

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1
http://nanoni.co.jp/
職

場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事)

http://land-resource.org/
笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19
http://shokeikan.com/
メール配信をご希望の方はこちら
http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe…
フェイスブックグループはこちら
https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/

