
012 2015 年 8 月 1 日 

7:48 

 

こんにちは、松村拓也です。  

松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。ご意見、ご質問など、何で 

もこのメールに返信してください。  

 

------------------------------------------------------------------------  
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      １．今週のトピックス  

 

■今週の報告 

（月） 

(株)なのにの 1 級建築士事務所を廃業し、管理建築士として若手建築家Ｋ君のサポートをし

たいと思うんですが、手続きがうまくいきません。建築基準法も嫌いですが、建築士法も嫌

いになってきました。 

夜はＭ君と数学の勉強、ついに僕のフリーパートナー事業は高校生の家庭教師までやるこ

とになってます。三角関数の問題を解きながら、πが 180 度のことだったのを思い出しま

した。数Ⅰ面白いです。 

（火） 

前回のメルマガで新潟旅行の予定に「青木淳事務所訪問」と勝手に書いたら、ご本人から返

信をいただき、訪問が実現する運びになりました。いやあ、何でも言ってみるもんですね。

というわけで、引き続き参加者募集中。もちろん運転免許必携です。 



夜は笑恵館運営会議に続いて、入居者食事会。笑恵館は月に一度の食事会に参加することが

入居条件の一つなんですが、今回初めて、入居者全員が顔をそろえました。メニューはもち

ろんＴさん好物の餃子です。会費は無料ですが、これを食べた人は絶対家賃を払うこと！ 

（水） 

今日から第 5 週(29，30，31 日)、普段の月は休日にするのですが、8 月の旅行に備えて今

月はみっちり仕事をします。僕は毎週土曜日と第 5 週を休みにしていますが、噂によると 8

月に「山の日」ができるとか。今でさえ世界一休日が多い国なのに、何をやってるのか。休

日に揃って休むとか、休日でないと休めないとか、こういうの僕は嫌いです。 

午後、笑恵館で「いきたひ」という映画を製作されたＨさんにお目にかかりました。秋田県

出身の彼女は、埼玉県日高市で暮らしながら様々な活動をなさっています。自分の道を歩く

人は、祝日に休んだりしないでしょうね。 

（木） 

毎週木曜日はＺ社のコンサルです。今日は「業務は、地域・顧客・会社に対し３つの仕事を

やること」という定義を提案。「理想の会社づくり」と言いながら、要するに僕自身の日々

の活動とシンクロしてしまいます。 

（金） 

Ｋさんと「一人暮らしのコミュニティビジネス」に関する作戦会議。都市生活において一人

暮らしをデフォルトと考え、新しいコミュニティを創出したいと思います。 

笑恵館は朝から映画鑑賞会で[ベイマックス]、映画を見ながら仕事をしてたら、ピクサーの

「インサイドヘッド」を見たくなり、帰宅後レイトショーを見に行きました。 

ネタバレになるので詳しいことは後日お話しますが、僕的には歴代５作に入れてもよいと

思える傑作でした。 

（土、日） 

今週も、土日は自宅で作業です。このメルマガを書いたら、さっき書いた[自分の意見]の勢

いに乗って、ビジネスリーグのＷＥＢサイトを作るぞお。 

 

■来週の動き 

来週は笑恵館で作業しながら、順次アポを取って[ビジネスリーグ]の説明に施設訪問の予定

です。興味のある方は、どうぞ気軽に問い合わせてください。 

まだできていませんが、今後の情報はこちらで発信していきます。 

http://coupler.or.jp/league/ 

それと、７日(金)の夜は、協働ステーション中央で開催される「第 5 回 中間支援組織の人

材育成を語るピザパーティー！ 

」に参加します。当日ゲストの真岡市関係者と、真岡で空き家活用を検討しているＳさんを

引き合わせる作戦です。 

 



■８月 出張の予定 

８月は下記の日程で出張を予定しています。 

下記日程で都合のつく方、現地で会いましょう！！ 

 

①石川県羽咋 （自家用車） 

10 日 東京→金沢→羽咋 羽咋泊  

11 日 羽咋→能登→羽咋 羽咋泊 

12 日 羽咋→東京 

目的：羽咋の古民家を永続活用するプロジェクト 

  ★金沢及び能登半島在住の方に会いたいです！ 

 

②九州 （飛行機＋レンタカー） 

18 日 東京→福岡 福岡泊 

19 日 福岡→北九州→宇佐→別府 別府泊 

20 日 別府→阿蘇→熊本 熊本泊 

21 日 熊本→東京 

目的：福岡の弟、妻の故郷、祖母の生家などを訪ねる 

  ★別府、阿蘇、熊本現地で活動している人に会いたいです！ 

 

③越後妻有アートトリエンナーレ（自家用車） 

30 日 東京→十日町→東京 

目的：十日町の交流先、芸術祭、青木淳事務所などを訪ねる 

  ★東京からの参加希望者（運転できる人 2 名まで）歓迎 

 

 

      ２．松村拓也サロン「自分の意見を言ってみようぜ」（有料サロン）  

 

[意見]とは、人が特定の状況や対象に対してもつ特定の態度の言語的表明（ブリタニカ百科

事典より）のこと。自分の意見を言うことは、何かに対する自分の態度を表明することであ

って、何かを提案したり考えることではありません。 

このサロンは松村拓也の提案ではなく、日々の活動や言動に関する意見を表明するプロジ

ェクトです。皆さんからの疑問や反論をいただき、議論することにより僕自身の意見を鍛え

上げ、世界を変える道具にしていきたいと考えています。 

これまで発信した意見から、その冒頭部分をお届けしますので、よろしければぜひご入会く

ださい。 

 



＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

#009【村八分を取り戻せ】20150605 

 

村八分について、改めて確認。地域の生活における十の共同行為のうち、葬式の世話と火事

の消火活動という、放置すると他の人間に迷惑のかかる場合（二分）以外の一切の交流を絶

つことをいう。この[ハチブ]から[ハブる]という言葉が生まれたという説もあるらしい。こ

れは[Wiki]の引用なのだが、面白いのはこの先だ。 

・ 

そもそも地域生活には、十の共同行為があったというのだが、それは次の通りだという。 

 1. 葬式の世話 

 2. 火事の消火活動 

 3. 成人式 

 4. 結婚式 

 5. 出産 

 6. 病気の世話 

 7. 新改築の手伝い 

 8. 水害時の世話 

 9. 年忌法要 

 10. 旅行 

･･･続きはサロンで 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

#010【無駄な約束】20150607 

 

松村さんは、どんなに大変な無茶な仕事を頼まれても、平気な顔をして「やりましょう！」

なんてなぜ言えるんですか？ 

 土曜日はこの疑問に答えるため、久しぶりにＺ社で１日暮らした。 

・ 

10 年以上前に設立をお手伝いしたＺ社は不動産・生活・生活支援の業務をトータルに手掛

ける企業グループで、1999 年に僕が立ち上げたＳ社も所属している。僕が従来の事業領域

にとらわれず、新しいビジネスの枠組みを模索するようになったのは、そもそもこの会社の

オーナーＭ氏の影響が大きい。この会社が今、経営幹部の育成に苦しんでいる。お世話にな

った恩もあるが、今後何かの連携をする可能性も秘めているので、４月からそのお手伝いを

引き受けた。 



オーナーからの依頼は、将来の新規ビジネスにも柔軟に対応できる事業マニュアルを作る

こと。この作業を通じて、今後を担う経営スタッフを育成する。この夢のようなプランの意

図と狙いは、今の僕にはよくわかる。ところが、メンバーに指名されたスタッフにはこの意

味がなかなか理解できず、すでに数名が脱落して退社していった。 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

このサービスは、[facebook のグループ]を利用したものなので、facebook を利用していな

い方は参加できませんが、遠距離でこのメールを読んでいらっしゃる方には、特におすすめ

です。 

皆さんの[自分の意見]も楽しみにしてます！  

 

もちろん、初めは読むだけでもＯＫですよ。  

※サロンへのお申込みはこちら  

→ http://synapse.am/contents/monthly/matsumuratakuya  

 

 

 

      ３．空き家を無くせ（ブログ）  

 

 

 

※ブログサイトはこちら  

→ http://nanoni.club/  

 

 

 

      ４．来週のお誘いイベント  

 

今週も、基本的には月・火・金は笑恵館で作業をして、残りはあちこち出没です。 

□面談歓迎 ■同行可能 ★参加可能 

（月）8/03 □午後から 笑恵館で作業 

（火）8/04 □午後から 笑恵館で作業  

   15:00～ ★日本土地資源協会 経営会議 

（水）8/05 なし(調整中) 

（木）8/06 都心方面におります 



（金）8/07 □朝から 笑恵館で作業 

   19:00～ ★協働ステーション中央 

   https://www.facebook.com/events/697697467003434/ 

（土）8/08 なし（休業日）  

（日）8/09 なし（自宅作業） 

 

僕が主催･参加する各種イベントをご紹介します。  

あなたも参加可能ですので、興味があればお問い合わせください。  

 

※僕の動向はこちら 面談ご希望の方は気軽にご連絡ください 

→http://nanoni.co.jp/schedule  

 

 

      ５．アクセスポイント  

 

松村拓也  

メール takuya@nanoni.co.jp <mailto:takuya@nanoni.co.jp>  

携帯 090-9830-3669taku8823@ezweb.ne.jp <mailto:>  

 

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  

   ビジネスリーグプロジェクト事務局  

〒157-0073  

東京都世田谷区砧 6-27-19 笑恵館  

http://land-resource.org/  

http://shokeikan.com/  

 

 

 

      ６．このメルマガについて  

 

松村拓也とご縁のあった方に、日々の活動やブログ記事の抜粋などの情報をほぼ  

毎週お届けします。参加希望、ご意見、ご質問など、何でもこのメールに返信し  



てください。  

 

/Copyright © 2015 一般社団法人日本土地資源協会, All rights reserved./  

旧マインドレターメールリスト  

 

一般社団法人日本土地資源協会  

砧 6-27-19  

世田谷区, 東京都 157-0073  

Japan  

 

Add us to your address book  

<http://land-resource.us10.list-

manage2.com/vcard?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9>  

 

 

メルマガの購読をやめる  

<http://land-resource.us10.list-

manage1.com/unsubscribe?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9&e=&c=a4f

8e50269>  

購読方法を変更する  

<http://land-resource.us10.list-

manage.com/profile?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9&e=>  

 

 

Email Marketing Powered by MailChimp  

<http://www.mailchimp.com/monkey-

rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mo

nkey_rewards&aid=800df08672d8b31689226516d&afl=1> 


