「ひらほく」で検索！
★ホームページ・ひらほくランド★
http://www.hirahoku.com/
★ブログ・ひらほく通信★
http://ameblo.jp/hirahoku/
発行所

こころにサプリ☆

ひらほく新聞

読売センター平塚北部（ひらほく）山本 直
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◎ 歳の時、リビングカフェ「ク
ロフネ」をオープン ２
( 号店 。
)カ
ップルが、心から皆に祝福される
オリジナルウェディングを演出。
現在では、実兄中村典義が、年約
組の結婚式を手掛けている。
◎ 歳の時、経験談を聞きたいとの
依頼を受け、初めての講演。以来、
全国を講演会で飛び回る。瞬く間に
口コミで広がり、年間三百本以上の
講演依頼を頂くようになる。
現在、講演活動を行う中、環境
問題・食糧問題・教育問題などに
興味を持つようになり、離農が進
んだ北海道の大地で『ひきこもり
・ニート』と呼ばれる若者達を集
めて農業をするプロジェクト『耕
せ ・に っ ぽん 』 を 立ち 上 げる 。
また、最近では教育機関からの
講演依頼も多く、小学校・中学校
・高校を問わず、全国の学校へも
講師として飛び回っている。さら
に 、熱い本気の先生を育てようと、
『あこがれ先生プロジェクト』を
立ち上げる。県内外で開催し、大
きな反響を呼んでいる。
32
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９ 月１日 日 曜 日
第３９号

電話 0463-54-2807

こ の 年 程、 いろん な繋が りから たく さんの 方の講演 を聴きまし
た。そ の方 々の中で、特に何 度聴いても、いつ も感動いっぱい、 や
る 気 ス イ ッ チ を し っ か り 入 れ て も ら え る 、 素 晴 ら し い 講 演 家 「中
村 文 昭 」 さ んを ご 紹 介し ます 。全 て体 験談 から のお 話は 、理 想論
と かでは なく、と ても説得力があり 、ぐっと引き込ま れてゆく話し
方はま さに 天下一品。ぜひ一 度聴いていただき たいと思います。

10

19

〒254-0013

中村さんは、昭和 年、三重県
多気郡宮川村大杉谷生まれ。高校
卒業後、家出同然で単身上京。職
務質問を受けたお巡りさんが友人
第１号。弟のように可愛がられ、
仕事・食事の世話をしてもらう。
ある日、そのお巡りさんに連れ
ていってもらっていた焼き鳥屋で
偶然隣り合わせた人物に、体中の
スイッチをオンさせられて、その
場で弟子入りを志願。仲間らとと
もに共同生活をしながら、師匠の
商売（野菜の行商 ）を手伝う中で、
厳格な師匠から様々な事を教わり、
数々の失敗から学び、中村流『４
つの鉄板ルール』にたどり着く。

1

◎ 歳の時、行商で得た資金を元に
六本木に飲食店を開店、店を任せら
れる。その後、 店舗まで拡張。

◎ 歳の時、三重県に戻り 席の
飲食店「クロフネ ( 号店 」
) をオ
ープン。お客様に喜ばれる店づく
りを目標とし、徹底してお客様の
予測を上回る接客を心がけること
で常連客が離れず大繁盛となる。
21
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3

あなたに対して NO はない！素直な心 0.2秒の返事で相手の心を掴め！
人から頼まれ事をされたら、試されていると思って 相手の予測を上回れ！
大抵の事はできなかったのではなく やらなかった結果
「そのうちやる」は永遠にやらない とにかく探して動き出せ！
☆講演でよく話される「仕事に関しての４段階」のお話をご紹介します。（しもやんが文昭さんの志事をみて考えたフレーズらしい）

1.ライスワーク
2.ライクワーク
3.ライフワーク
4.ライトワーク

ライス、つまり、食べていくためにする仕事。生活維持のためだけの働き方。
好きなことを追及する生き方で、やりがいを感じる楽しい働き方。
人生の意味や目的を求め、一生涯やり続ける価値のある仕事として生きがい溢れる働き方。
他人に光を当てるという、天職として社会に貢献する働き方（天命を全うする生き方）。

さて、あなたは今、『何ワーク』でしょうか？ 最後に、大切なこと。7月に「てんつくマン＆中村文昭・東京初コラボ講演会」に
スタッフ参加した折、文昭さんに筆で書いていただいた言葉。よく講演でも話されるとても重要なことです。『何の為に･･･』
◎近くで講演があります！サイトで「中村文昭 伊勢原」で検索！

自分がこのような筆文字やマーケティングな

［講演名］スイッチオン～中村文昭の元気になる話
［開催日］2013年10月12日(土)
［時 間］13:00開場／13:30開演／16:00終演（予定）
［場 所］伊勢原市民文化会館 小ホール
［料 金］大人：3000縁（2500縁）／大学生以下1500縁(1000縁)
※（ ）内は早割価格です。早割は９月２８日（土）までです。

ど、いろんなことを楽しく教えてもらっている

主催の大学4年生の和田龍汰君は講演 CD で文昭さんを知り、今
年1月の三重県での「あこがれ先生プロジェクト」に参加。その日、
文昭さんにご挨拶、この講演会を決めてきました。沢山の熱い仲間
たちと地元、伊勢原を元気にしたいと現在、準備中です。ぜひ、素
晴らしいご縁の場を共有しましょう！★お申し込みはサイトから、
または080-5449-3413(和田)へ。当社、山本宛てでも OK です。

行って、ご本人にご挨拶して本気スイッチが入

「しもやん」こと、下川浩二さんは、今から
10年近く前、全くのダメダメサラリーマンだっ
たそうです。そんなある日、中村文昭さんの著
書「お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！」
に出会い、物凄く感動。すぐに講演会を聴きに
り、自分の本当にやりたい事をやろうと脱サラ。
今では、文昭さんとも大切なお仲間となり、自
らも全国にたくさんのファン（ファミリー）を
持ち、誰にでもある自分の中の無限の可能性を
◎1300円＋税
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お取り寄せ可

教えるべく、自ら体現して飛び回っています。

【貢献の人生を生きる】

「いまを生きる私たちへのメッセージ」

夢実現トレーナー、情熱の伝道師 Masa こと、是久昌信さんのメルマガ、2013年8月26日号を
ご紹介します。
（詳細はブログ「情熱思考」にて。 http://ameblo.jp/masa-korehisa/）

-----人生を成功に導く偉人のレシピ----私たちの人生を決めるのは、
何を所有しているかではない。
世の中に対して
どのように貢献するかで決まる。
アンソニー・ロビンズ
------Masa からのメッセージ------------より良い人生を送るには、より良い学びが必
要です。セミナーや本などで学ぶ人が多いと
思いますが、実は映画からも良い学びがたく
さんできます。ストーリーから学ぶことで、
より深く、そして長期記憶にのこる学びは映
画です。
あなたが人生を学んだ映画は何ですか？
そこからどんな大切なことを学びましたか？
世界ナンバーワン・カリスマコーチと称され
るアンソニー・ロビンズは、ビル清掃のアル
バイトをしながら、17才からの2年間で約700
冊の成功哲学や心理学に関する本を読破。ジ
ムローンに出会い、師事し、24才で億万長者
になる。
ビル・クリントン元大統領、ロナルド・レー
ガン元大統領、投資家ジョージ・ソロス、ク
インシー・ジョーンズ、ダイアナ元妃など多
くの世界的リーダー達に影響を与える。

◎推薦図書◎

彼のセミナーは現在、30年以上にわたってお
り、世界中の人々に影響を与えつづけている。
アンソニーはセミナーで人生を学べる映画を
紹介してくれます。
「陽のあたる教室」という映画をご存じです
か？何度見ても涙があふれて止まらない。主
人公は自分の望む成功が手に入らなかった。
彼の成功とは重要感というニーズを満たすも
のだった。成功を望めば望むほど、成功が遠
ざかっていくのです。
有名な作曲家になりたかったが、現実は教師
という仕事と家庭に縛られ、彼は自分の人生
をみじめだと感じていた。そして、定年を迎
え、人生は成功しないまま終ろうとしていた。
しかし、彼の人生にはもっと素晴らしい「貢
献」という成功があったことを教え子から知
らされる。
彼の人生は「与える」という貢献のニーズを
満たす人生として成功していたのだ。
貢献の人生を生きましょう。そこには目先の
成功はありません。しかし、どんな成功より
もあなたの人生を満足させる素晴らしい感動
と喜びがあるのです。
今日から与える人生を始めてみませんか。
人生が輝き始めます！
最後までお読みいただき、ありがとうござい
ます。今日もあなたの心に情熱スイッチオン！

大戦末期、戦艦大和の乗組員としてその沈没を体験、奇跡的
に一命を取り留めた八杉康夫氏が語ったお話です。
人として生きたなら、その証を残さなければなりません。
大きくなくてもいいのです。小さくても、精一杯生きた証を
残してほしい。
戦友たちは若くして戦艦大和と運命をともにしましたが、
いまなお未来へ生きる我々に大きな示唆を与え続けています。
復員後、長く私の中に渦巻いていた「生き残ってしまった」
という罪悪感。それはいま使命感へと変わりました。
私の一生は私だけの人生ではなく、生きたくても生きられ
なかった戦友たちの人生でもあるのです。うかうかと老年を
過ごし、死んでいくわけにはいきません。
未来の日本を託す若者たちが歴史を学び、真の日本人にな
ってくれるよう私は大和の真実を語り続け、いつか再び戦友
たちに会った時、「俺も生かされた人生でこれだけ頑張った」
と胸を張りたいと思います。
致知出版社「致知一日一言」終戦記念日特別編より

「おえういあ」の法則
受けた恩（お）を心に刻むと
縁（え）につながる。
縁を大切にすると運(う)が生まれる。
運をつなぐと、い（い）い笑顔になる。
いい笑顔が保つと周囲に（あ）愛があふれる。
（Facebook で出会った名言）

心の壁の壊し方～「できない」が「できる」に変わる3つのルール（永松茂久著）

中村文昭さんの講演会で知り合った方に誘われ
て、一昨年秋、内容を知らずに参加したのが、永
松茂久さんの講演会。大変に苦労した実体験から
たどり着いたという『感動を生み出す「フォーユ
ー理論」という大切な考え方』。見事なまでに人を
惹きつける、そしてとても分かりやすい講演に心
から感動、懇親会でも各テーブルに乾杯で回って
くれたり、実に素晴らしい時間を共有できました。
実はその時、隣の席の方が何か普通ではないと
感じて、よく見ると、初対面の「しもやん（下川
浩二さん）」！ 不思議なご縁、引き寄せでした。
その永松茂ちゃんの新刊が先月8月26日発売。
【心の壁の壊し方～「できない」が「できる」に
変わる3つのルール[ DVD 付]】。予約分が届き、さ
っそく拝読しました。自らと自社のスタッフ、出
逢った仲間たちの進化、変化してきた実体験談か
ら語った素晴らしい内容なので実に説得力があり
ます。一昨年刊行の重要なフォーユー理論が詳細
に入っている DVD 付き書籍【感動の条件】と併
せてぜひとも読んでいただきたい最幸の内容です。

★感動の嵐を巻き起こした、人生が変わる「BREAK
セミナー」120 分収録の豪華 DVD 付き！
あなた自身のモチベーションアップはもちろん、
職場の研修や、コミュニティー活動、チーム活性
化など、いろんな機会に活用できる気づきが満載。

さて、3つのルールとは・・・

「○○を受けること」
「○○の環境を変えること」
「○○をつくること」
ゴメンなさい、ネタバレになるので･･･。
DVD・書籍に出てくる感動のお話「 飛べない鳥

の物語 」に大切なことが全て凝縮されています。
後半にある実際あったスタッフの感動悲話・・。
人はこんなにも変われるのか･･･。号泣です･･･。
ゆでガエルの法則、あなたの人生を変える５つの
影響者たち、まずは聞くことから、トイレの教え、
ハッピーシェアリング、未来会議、・・・。実体験
から生まれたたくさんのキーワードで非常に分か
りやすく解説されています。
あとがきで、とても大切なこととして、以下の
ように書かれていました。
～心の壁を壊していくのにいちばん大切なこと
は、
「繰り返しが新しいセルフイメージを生み出す」
ということです。
僕がいまこうして無事に経営できるのも、そし
てこうして本を書かせていただけるのも、すべて
は斎藤一人師匠の音声や本を、繰り返し勉強する
ことができたからだと思います～
一人師匠がよく言われる「最低７回は読んでく
ださい」は本当に重要なこと。さすが一番若いお
弟子さんです。詳しくはぜひ書籍、DVD にて、何
度も何度も味わっていただきたいと思います。

全体を通して、溢れる感謝の気持ちと、そして
子どもたちの将来のために、大人が決してメンタ
ルキラー（子どもに無理、ダメと言って心を壊す
人）にならないようにということ、反対の応援し
てあげる側のメンタルサポーターになれるように、
ぜひそうなってほしい！という熱く明確な思いが
しっかりと伝わってきました。
私自身、何よりこの２、３年、新たないろんな人
とのご縁をいただいて大きく変わってきたと実感
していることに、ずばりリンクする内容でした。
新たな出逢いでどんな人と付き合うのか？同じ
思いを持った人が出逢うとその「仲間」で、もの
凄いパワーが生まれます。心の壁は、あなたがつ
くり出した幻です。BREAK を起こしましょう！
それにしても、超イケメン茂ちゃん、ホントか
っこいいです！
【永松茂久】株式会社人財育成JAPAN代表取締役。2001年、26
歳で地元、大分県中津にたこ焼き屋「天までとどけ。」を開店。
わずか3坪で大行列をつくり、マスコミで大反響になる。2005年、
斎藤一人氏と出会い、弟子として数々の数えを伝授される。現在
経営するダイニング「陽なた家」、居酒屋「夢天までとどけ」(と
もに大分県中津市)、居酒屋「大名陽なた家」(福岡県福岡市)は
いずれも口コミだけで全国から大勢の人が集まる大繁盛店になっ
ている。経営、講演だけではなく執筆、人財育成、イベント主催、
映像編集、コンサルティングなど数々の事業展開をこなす、メイ
ドイン九州の若手実業家。著書に『斎藤一人の道は開ける』、
『感
動の条件』などがあり、累計部数30万部を突破。

一六〇 〇円＋ 税 き ずな出版
※お取り 寄せお 届け可

人は変われる
いつからでも何歳からでも、あなたが思って
いるよりも遥かに鮮やかに、そして簡単に。
方法さえ知ってしまえば、「BREAK」は簡単
に起こる。そのとき、自分の中にある創造力
の強烈なパワーを、あなたは必ず知ることに
なる。さぁ、「心の壁を壊す」3つのルールを
実践し、新しい自分を始めよう!
人は二度生まれる。一度目の誕生を「BIRTH」。
そして二度目の誕生のことを「BREAK」と
呼ぶ。

◎ DVD で得られるメリット
(1)「できない」が「できる」に変わる
(2)がんばらずに理想の自分に近づく
(3)決めたことが続くようになる
(4)自分のやりたいことが明確になる
(5)ダイエット、禁煙が成功する
(6)心のしくみが理解できる
(7)新しい仲間ができる
(8)新しい自分が始まる

★読者特別プレゼントのお知らせ★ 今月５日発行の「チケプレ９月号」にて、「中村文昭さんの講演会 CD」（2011年
収録の「中村文昭＆下川浩二 公開収録対談 CD」の２種類
を抽選で１０名様ずつにプレゼントします。ぜひ、ご応募ください！ お楽しみに！
の大震災直後、5月13日 戸塚での知人主催の講演）と、2011.11.21
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