
■敵と味方■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 347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。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

オンラインの議論をご希望の方は、気軽に返信ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：サボり旅行のご案内 

 

いよいよ年の瀬を迎え、慌ただしくなってきましたね。 

僕は毎年この時期に、仕事をさぼって旅行に行くことにしています。 

そもそもクリスマス直前のこの時期が 1 年のうちで一番旅行料金が安いので、僕はこの時期を狙って 25 才で結

婚しました。 

お金も無いのに全ての友達を招待したくて、母校の講堂を借りようと担任の先生に仲人をお願いしたのですが、

この作戦は大失敗。 

思い切ってシルビイバルタンを見に行った新宿の厚生年金小ホールに掛け合って、「披露宴は非営利イベント」

と口説き落とし、会場費 10 万円くらいで開催にこぎつけました。 

そして新婚旅行は、香港・マカオの激安ツアー。 

ジャッキーチェンの追っかけ女子と一緒に歩く珍道中でした。 

・ 

その後も、旅行はしたいけど長期休暇はままならず、結局 1 週間以内の激安ツアーばかり行きました。 

2007 年に両親を連れて台湾 3 泊 4 日は 24,000 円、2009 年には次男も誘って北京 3 拍 4 日 20,000 円など、今

では考えられない値段で激安ツアーを楽しみました。 

近年は、海外旅行初体験の若者を誘って、台湾やシンガポールなどあえて小さな国を訪ねることで「国とは何

か」を考えるようになりました。 

でも、コロナで世界は一変し、去年 2 月にボルネオ島・ブルネイを訪れたのを最後に、完全に国外の旅行は諦

めました 

・ 

一方で、2017 年の 12 月に屋久島を訪れたことを思い出し、国内の「海外＝離島の旅」に興味が湧き、今年の



5 月に壱岐・対馬、11 月に佐渡島を訪れました。 

そして、いよいよ今週は奄美大島を訪れる予定です。 

まず 1 日目は、西郷南洲流謫跡、大島紬生産工場観光庭園、奄美パーク、原ハブ屋などを訪ねて奄美の歴史や

風土をにわか勉強。 

そして 2 日目は、名護から西をぐるっとめぐり、マングローブの森をカヌーでプチ探検。 

3 日目は名護の東側の海をめぐり、帰りは鹿児島空港近くの西郷公園にも立ち寄りたいと思います。 

・ 

というわけで、現在開店休業中ですが、興味のある方は 2つのプロジェクトを除いてみて下さい。 

会社をサボろう 

https://nanoni.co.jp/old/sabori/home.html（サイトアーカイブ） 

世界激安ツアー探検隊 

https://business.facebook.com/worldcheeptour/（FBページ） 

https://nanoni.co.jp/160206-2/（ブログ） 

さあ、仕事をサボって旅行に行こう！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログより： 敵と味方 

 

まず朗報から。 

先日のブログでご紹介した「前略 土地所有者様」と題したラブコールがきっかけで、土地所有者との「意気

投合」が実現した。 

その証に撮らせていただいた記念写真は、左からＫ君（仲間）、Ｓさん（オーナー）、僕、Ｔ君（仲間）だが、

こちらのご紹介はまたの機会とし、今日伝えたいのは別のこと。 

今回のラブコールは、ある web サイトに公開された「Ｓさん所有の古民家に対する購入者募集」への申し込み

だった。 

なのでまず、こちらの申し入れに対し、所有者Ｓさんから「現地でお目にかかりたい」とご連絡をいただいた

時、僕らは小躍りして喜んだ。 

そして昨日、現地でお目にかかったＳさんから、「あなたのサイトに興味を持ち、三日くらい読み込んだが理解

しきれないので、是非ともお目にかかりたかった」と言われた時、僕は天にも昇る思いだった。 

だが、更に嬉しかったのは、Ｓさんが自身の思いを率直に聞かせて下さったこと。 

・ 

１０月末に締め切られた、このたった１か月間の募集に対し、なんと４３０件の応募が有ったという。 

このことだけでも、この物件の魅力というか、可能性を示しているが、応募した僕にとっては悪い知らせだっ

た。 

もしも購入者として一人が選ばれるのだとしたら、この応募は４３０倍の狭き門であり、採用されるのは至難

の業だ。 

また、たとえ複数の候補者が選定され、そこから二次審査的な段階に進むなら、そこに残るのは精鋭の強敵だ

らけで、またしても難関だ。 

今回の訪問日時を調整する過程で、Ｓさんが多くの方たちを順次招いていることは明白だ。 

１次選考に選ばれたことは嬉しいことだが、その後の競争にどう挑むのかをイメージせずにＳさんに会う訳に

はいかないだろう。 

https://nanoni.co.jp/old/sabori/home.html
https://business.facebook.com/worldcheeptour/（FB
https://nanoni.co.jp/160206-2/


・ 

だが、そんな迷いは一瞬のことで、僕はすぐに我に返った。 

そもそも僕らの提案は、所有者が独自の土地活用をすべきであり、そのための仲間づくりをすることだ。 

財産権や所有権の不可侵は確かに大切だが、孤立や断絶を招き、地域社会の存続を脅かしている。 

土地や建物を独り占めするのでなく、より多くの人たちと分かち合うことこそが、存続と繁栄をもたらすはず

だ。 

多くの人は自分の財産や権利を他人と分かち合おうとせず、プライバシーとセキュリティの鎧を脱ごうとしな

い。 

僕らが仲間との土地共有にこだわるのは、それを誰もやらないからにすぎず、比較できる類似案があるのなら、

もしろ嬉しいし、仲間になりたいものだ。 

・ 

そんな開き直りの気分に対し、「４３０件も問い合わせをいただき、その大部分から真摯な熱意や意欲を感じる

ことができて、僕は感激しています。」とＳさんが語るのを聞いて、僕の心は一気に１０ページくらいページを

めくられたような気分になった。 

４３０の申し込みから一つを選ぶなんてできやしない。 

いやむしろ、一つに絞るのではなくて、いかに多くの申し出を受け容れられるかが、大事なんじゃないか。 

そこで僕は即答した。 

「おっしゃる通り、この４３０はむしろ宝ですね。Ｓさんの思いを旗印にしてプロジェクトを立ち上げて、一

緒にこの土地を活用する仲間として誘いましょう。こちらが選別するのでなく、自ら仲間になってくれる人た

ちが残ればいいと思います！」と。 

・ 

僕たちとＳさんは、この瞬間意気投合した。 

４３０の応募者が、選別すべき候補者から、賛同してくれる候補者に変わった瞬間だ。 

僕は自分を含む４３０人の応募者に伝えたい。 

僕たちは、競い合う敵同士でなく、協力し合う見方同志になったんだと。 

 

https://nanoni.co.jp/20211213/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い＋今後の予定 

【凡例】◎：申込優先、〇：申込必要、×：参加不可、下記以外の時間はすべて応相談 

 

■今週の予定 

（火）12/14 いづみ（反町）作業日 

交流◎：10-17 時 いづみ PJTオープンデイ、説明会（反町） 

（水）12/15 なのに（自宅）作業日 

会議〇：21-23 時 京島MTG（zoom） 

（木）12/16 笑恵館（世田谷）作業日 

 交流◎：11-15 時 笑恵館なるほどデイ（笑恵館） 

   交流○：15-20時 シェア自由が丘MTG（自由が丘） 

（金）12/17 なのに（自宅）作業日 



会議×：16-17 時 いづみ PJTMTG（zoom） 

（土）12/18 笑恵館（世田谷）作業日 

 面談◎：09-17時 よろず相談会（笑恵館） 

   会議〇：19-21時 AZ51作戦会議（zoom） 

（日）12/19 旅行（奄美大島）1/3日目 

（月）12/20 旅行（奄美大島）2/3日目 

（火）12/21 旅行（奄美大島）3/3日目 

 

■定例の予定 

毎   日 22-23 時 〇オンライン談話室（zoom） 

毎週火曜日 10-17 時 ◎いづみ PJTオープンデイ、説明会（反町） 

毎週火曜日 21-23 時 〇京島 MTG（zoom） 

毎週土曜日 09-17 時 ◎よろず相談会（笑恵館） 

第１土曜日 10-11時 ×100smile 会議（zoom） 

第２木曜日 16-17 時 〇日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

第２木曜日 17-19 時 ◎笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

第２金曜日 19-20 時 ◎カプラー起業交流会（zoom） 

第３木曜日 13-18 時 ◎笑恵館なるほどデイ（笑恵館） 

第３木曜日 18-20 時 〇笑恵館完全持ち寄り食事会（笑恵館） 

第３木曜日 20-21 時 〇一宮庵クラブ運営会議（成城） 

第４木曜日 17-19 時 ◎笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

毎月 １日 20-22 時 〇名栗の森オーナーシップクラブ月例会（zoom） 

 

■今後の予定 

決裁×：12/23 浦賀土地・売買契約、決裁（新橋） 

交流〇：12/25 AZ51オンライン新年会作戦会議（zoom） 

交流〇：12/26 名栗の森オーナーシップクラブ忘年会（飯能？） 

会議×：01/07 神奈川県観光 PJT（横浜） 

会議×：01/07 臨海･･･実現する会（反町） 

交流〇：01/09 AZ51オンライン新年会（反町） 

会議×：01/14 HFA定例会（渋谷） 

交流〇：01/23 みんなの家シンポジウム（仙台・熊本・zoom） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. 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 



自 宅 株式会社 なのに(取締役平社員) 

〒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/ 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 

まぐまぐ版はこちら 

https://www.mag2.com/m/0001693746 

 

 


