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アレもしたい、コレも欲しい…

EXCITING/Thailand News

欲望の権化と化した魑魅魍魎が跋扈している現代社会。何も現代に入ってから、魑魅魍魎が跋扈しだした訳では
ない。古今東西、飽くなき欲望は人を魑魅魍魎に変身させ、刹那的な快楽に身を投じ没落するストーリーを演じる。
時代の背景に横たわっている空気は、デフレ経済基調がもたらす閉塞感。どんよりと、悪霊が圧し掛かっている。

そんな閉塞感や、脱力感から開放されたい！魑魅魍魎達の吐息を浴びずに過したい！ならば、
『チェンマイにいらっしゃい！』と云うのが本誌の趣旨。ありきたりの、観光ガイド的なミニコミ誌
ではないと言い張り続けてきましたが、たまには最新のチェンマイ ガイドも良いかな？と思い

アレもしたい、コレも欲しい…

ではないと言い張り続けてきましたが、たまには最新のチェンマイ ガイドも良いかな？と思い
YouTube を検索してみたところ、来た事のある方には懐かしく、知らない方には珍しい動画が
ありましたので、4本掲載いたします。ゆっくりと、全画面にしてご覧下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=tXQdMB-zz4M チェンマイ　ガイド 1
https://www.youtube.com/watch?v=wVvB6p0l4Sw チェンマイ　ガイド 2
https://www.youtube.com/watch?v=t8BVCQmghok チェンマイ　ガイド 3
https://www.youtube.com/watch?v=Qt7diPExVpA 女一人旅　タイ

日本は、風薫る皐月に入り、新緑の季節を迎え、御世代わりも果たして活況を取り
戻しているのでしょうか？ 自然の移ろいなどに心や目をやる余裕すらもないほど
心を亡じにし者ども（忙しい人たち）は、相変わらずのままかも知れません。

アレ･コレ一通り揃っていて、今更何がしたい、何が欲しいというものもない程ボケ
が進んで、暇な毎日を何となく過している真正ボケ老人も巷に溢れているでしょう。
忙しがるのもダメ！暇を弄ぶのもダメ！なら、何をしたらいいんだ！と云う事です。

日本人は、先ずは自分のため、そして自分を取り巻く人のため、成長と共に、更に
多くの人のため、究極に至っては国のために自分が貢献したいというのがDNAに
刻まれた優しさの原点ではないかと思っています。が、今の世の中は自分のため
だけに留まってしまっていて、そこから一歩･二歩・成長しない保身主義が蔓延し、
これに凝り固まってしまっている人が大多数だという事が実態だと思っています。
保身主義では自己防衛できない事にすら気が付かない。これが能天気でもある。

我が身は誰だって可愛いに決まっていますが、自己愛（ナルシズム）からの成長が止まっては、我が身は誰だって可愛いに決まっていますが、自己愛（ナルシズム）からの成長が止まっては、
歳を食った幼児でしかありません。自己愛を通り越して自己憐憫に陥っては、右だ左だ、保守
だ革新だ、と叫んでも退化するしかない。(先ずは、ナルシズムからの脱却を果たし、新たな
発見や感動・出会い・気付き）が大切だと、ミニコミ誌で訴え続けていこうと思っています。

訴え続けて行って、誰がどんな得な話になるのか？損得勘定の好きな人はソロバンでも電卓
でも、高度な指数計算が出来る人ならパソコンでも、AIでも使って、試算してみて下さい。

残念ながら、新たな発見や、感動・出会い・気付きは計算外の出来事であって、損得勘定を残念ながら、新たな発見や、感動・出会い・気付きは計算外の出来事であって、損得勘定を
超えた偶発的付加価値だということは、実体験しなければ分かりません。直近の具体的な話
として、今年中にPure/Thaiを閉店すると本誌12月号に記載した処、以前、3ヶ月毎にステイ
ルームをご利用頂いていた作田さん(本誌14号に紹介）から、閉店する前にもう一度宿泊したい
し、私と会って話もしたいというお申し出があり来タイされました。店は閉店しても、（マッサージ
・ステイルームを）ご利用頂き、リピーターとなって頂いたお客様の心に 『 くつろぎのいおり・
Pure/Thai 』 が存在し続けて頂けるほどの付加価値は、損得勘定では計り知れません。
作田さんに感謝申し上げると共に、いつの日にかRe Openを目指したいとも思っています。 Open当初の看板

去年の6月23日（雨季）、チェンライのタムルアン洞窟内に閉じ込められた地元の少年サッカー
チーム13人の救出劇が、全世界の注目を集めたことは記憶に新しいだろう。その後2回に渡り
当地を訪れる機会を得た。　チェンライ県の最北端メーサーイに程近い
場所で、今はすっかり『名所』になっていて、平日でも訪れる人が多く、
沿道には、此処でしか買えないTシャツが売られたりしている。ミーハー
爺だから、タイ海軍特殊潜水隊（シールズ）のTシャツを買った。
　3年ぶりに來タイされた作田さんと一緒に記念撮影をしたのは、救助
活動中に殉職された方の銅像の前（画像の猪の群れは、少年サッカー活動中に殉職された方の銅像の前（画像の猪の群れは、少年サッカー
チームの名称が猪）。この洞窟は、『男性に強い恨みを持って亡くなっ
た女性の体内』と言われていて、地元の人達には恐れられている。
その恨みや怨念も、少年達のチームワークと明るさに癒され、助け出

タムルアン洞窟の前 させたのかも知れない。　　悪霊払いの除霊の儀式も行われたようだ。 英雄像の前で



日本国政府･政権は、相変わらずダブルスタンダード・トリプルスタンダードの煮え切らないスタンスで、国民不在の
政治・経済･社会を遣り過ごすことに終始し、徹していますね。周回遅れのトップランナーを演じているグローバリスト
たちの話など何の役にも立ちませんから、愚痴や不満（ストレス）を払拭パワーに転換して、ポジティブに行動しよう。

一抹の不安 を 払拭しよう

悪名高い団塊世代高齢者（私の世代）を中心に、リタイヤメント老人達の愚痴や不満は、聞く
に堪えない程酷いようだ。一億総中流社会を創り上げたまでは良かったものの、日本経済の
バブル崩壊後リーマンショック、消費税の段階的増税・緊縮財政政策による、失われた20～30
年の超低成長デフレ経済下に於いて、一億総下流社会に様変わりしている現状を正しく理解
されていない事が、愚痴や不満を垂れ流すだけに終わっているように感じる。

開き直って、「だったらどうする！」となれば、活路も開けてくるのだが、時流に乗って、ウサギ
小屋に住み、エコノミック･アニマルを演じて来ただけの腑抜けな老人達は、今、何をどうしたら小屋に住み、エコノミック･アニマルを演じて来ただけの腑抜けな老人達は、今、何をどうしたら
良いか、何をどうしなければならないか？などという発想の転換が出来ない。
やれ、「政府が悪い！自民党が悪い！…」と云っても、叫んでも何も変らない。先ずは勉強！

https://www.youtube.com/watch?v=ynVn-3tLhj4 三橋貴明×山本太郎　対談-1
https://www.youtube.com/watch?v=FP3RyPpewvs 三橋貴明×山本太郎　対談-2

政府も自民党も悪いに決まっている！決まっている事を肯定しても何も変らない！
否定するなら、それなりの覚悟が必要だ。政府・政権にそれなりの覚悟がないから否定するなら、それなりの覚悟が必要だ。政府・政権にそれなりの覚悟がないから
近隣反日国から侮辱されようが、恫喝されようが「遺憾」「到底受け容れられない」
程度の反論しか出来ないのと同じだ。…と、云うことは、愚痴老人達も日本政府も
同じ穴の狢という共通項で結ばれる。だから、共に聞く耳も必要も価値もない。

覚悟はそれなりに、切実感や逼迫感が伴なわらないと生まれて来ない。ム･ム･ム
？！このフレーズはどこかで聞いたかな？（発刊99号2章の３Mの項にあります。）
本誌の流れは、一貫して『チェンマイにいらっしゃい』ですが、時には疎開地として、
健康・元気を取り戻しにとか、リラクゼーションを極めにとか、切実感や逼迫感を伴健康・元気を取り戻しにとか、リラクゼーションを極めにとか、切実感や逼迫感を伴
って、覚悟を決めていらっしゃいにもなっています。（それ故に、ありきたりの観光
ガイド的ミニコミ誌ではないと自負するところでもあります。）

愚痴や不満ではなく、一抹の不安を払拭するにはどうしたら良いのか？解消策を検討し、行動
を起こすしかない。一人・二人では心もとないから、七人の侍を募って、意気投合し、一気呵成
に問題解決を図るのが七人の侍プロジェクトの狙い。（あなたが加わらなければ、あなたも、皆
も救われない。ここは一丁、一肌脱ぐか！の心意気があなたと世の中を変える）

当面の商品（販売アイテム）は、チェンマイ特産のラムヤイハチミツと、生ローヤルゼリーの原乳
だという事は、周知の事実だと思いますが、これらは、純度100％の最高級品であり、希少で
高価なものである事も周知の通りです。生ローヤルゼリーの原乳の効果は自他共に実証済み。
はっきりとした症状が明確なほど、即効性に驚き！特に症状があるわけでない方も、良さそう
実感が掴める優れものだという事は、使った人にしか分からない貴重な体験。

ラムヤイハチミツは、日本では採れない独特な風味と薬効成分豊富な蜂蜜で、原液を其の侭
パンやホットケーキに添えて食しても、コーヒーの甘味料として飲用しても美味しいですが、パンやホットケーキに添えて食しても、コーヒーの甘味料として飲用しても美味しいですが、

更なる付加価値をつけた利用法・商品化計画を考えましょう。それは何かと云えば、
ラムヤイハチミツの生姜漬け、ニンニク漬け、レモン漬け、を作って飲んでみて下さい。
オリジナル商品。自家製（Home Made)商品として販売することも出来ます。
生姜・ニンニク・タイレモン（マナーオ）もチェンマイの特産品で、知る人ぞ知る伝説
の黒生姜（クラチャイダム）もあり、色々試しに作って飲んでみようと思っています。

チェンマイで作ったオリジナル商品や自家製商品は、輸出するのに検査や手続きチェンマイで作ったオリジナル商品や自家製商品は、輸出するのに検査や手続き
が大変ですから、来られた方に試飲して頂き、応用して日本で造って頂ければと
思っています。そうする事によって販路も広がって来るでしょう。
ホームベーカリーや、製パン業・ケーキ・お菓子本舗・コーヒーショップへの販売も
可能です。ラムヤイハチミツが梅酒作りに合うかどうかは、色々試してみなければ
分かりませんが、これも、試してみる価値は充分です。

単に原材料を仕入れて、それを販売するだけではつまらない。純度100％の原材料に、付加
価値（アイディア＋付加価値作業）をつけて、2倍・3倍以上の粗利益を生み出してこそ営業の価値（アイディア＋付加価値作業）をつけて、2倍・3倍以上の粗利益を生み出してこそ営業の
ダイナミズムを楽しめるというものです。仕事を趣味化し、趣味を仕事化する作業でもあります。
何度も繰り返しますが、これを孤独に取り組むのではなく、七人の侍集団で協力・協働して創
り上げようという提案が一抹の不安を払拭するキーポイントだと云う事です。



謡曲　『鉢の木』　の話はご存知の通り、『いざ！鎌倉』の時に、いつでも備えありと云う話ですね。先ずは、動画
https://www.youtube.com/watch?v=s-DSFKrbrJI 講談　鉢の木　を、ご覧ください。日頃から文武両道を嗜み、
閑職にも耐えて清貧な生活を送る姿こそ武士の鑑という物語ですが、 『七人の侍 』 諸氏は、如何でしょうか？

いざ！ 鎌倉。　の準備は？

毎日が日曜日になって、暇を弄び、TVにかじりついていても何も生まれない。一寸そこまで
出掛けて行っても余計な出費が嵩むだけ。同じ境遇の仲間と政局談義をしたところで多少の
ストレス発散にはなっても、世の中は変らない。一体、今まで何をして来て今に至っているの
だろうか？何で一億総下流社会の一員に成り下がってしまったのか国民の疑問は解けない。

だからと云って、「当面の商品（販売アイテム）のラムヤイハチミツや生ローヤルゼリーの販売
などにも興味がないし、付加価値商品を作るのも面倒だ！売るとなれば、それこそ大変だ！
第一、話がショボイし、やったからといって早々計画通りに事が運ぶとも想われない。」という第一、話がショボイし、やったからといって早々計画通りに事が運ぶとも想われない。」という
ネガティブ思考の貧脳(ノータリン）老人は、鎌倉武士の風上にも置けない横着老人でもある。

そういう老人達は捨て置いても、これの予備軍になりつつあるショボイ若者がいること事態、
由々しき問題でもある。「年金を払っても、払った分の受給は受けられない？！受け取り年齢
が先送りされるのではないか？！」と云って、不安に想ったり、払わなかったりしている。 カラスウリの花

単年度思考の役人や政治家に10年･20年の長期展望を望むこと事態、間違いに
違いない。とすれば、個人レベルで少子高齢化社会の長期展望策を練るしかない。違いない。とすれば、個人レベルで少子高齢化社会の長期展望策を練るしかない。

この発想から出発したのが、『 Kanang Project Planning 』の原点で、紆余曲折・
はあったものの、Pure/Thai を立ち上げ、10年余りに渡って Relaxation/Place
（ くつろぎのいおり ）を運営し、多くのお客様のご愛顧・ごひいきを頂いて来た。
維持・継続だけならば、現状の延長線上でやって行けても、当初の事業計画は、
もう一歩も二歩も進んだ定住型（海外ロングステイ）事業だった。現事業は、個人
レベルで自己満足できても、高齢化社会の問題解決策には、未だ未だ至らない。

当初 Kanang Project Planning を企画し、起業した原点に立ち返り、個人ではなく、
意（志）を同じくする人たちと、他人事ではない当事者意識を持って協議し、協力し、
協働して創り上げる仕事を遣ろうという事であり、今回の『七人の侍プロジェクト』
を企画立案し実行しようと云うのも、単なる物売りが目的のプロジェクトではなく

いざ鎌倉！トカゲ 付加価値創造事業である事をご理解頂き、参画・ご協力頂ければ幸いです。

少子高齢化の根本原因は、何だったのかという総括がされないままに、豊かさが喪失されて
来た。Japan as No1と豪語し、一億総中流社会（団塊世代が現職で謳歌していた時代）には、来た。Japan as No1と豪語し、一億総中流社会（団塊世代が現職で謳歌していた時代）には、
団塊二世世代が多く生まれた。この二世世代が社会人になった頃、プラザ合意の結果、日銀
が低金利政策などの金融緩和を打ち出したため、投機が加速し、空前の不動産・証券などの
財テクブームが起こり、狂乱バブルが膨らみ、弾けた途端に失われた20年～30年が始まった。

軍事力の裏付けには経済力が必要である事は論を待たないが、定職・安定収入・経済成長
のバックボーンがなければ結婚も出来ないし、子育てもままならない。現政権は、アベノミクス
によって、雇用状況が改善され、就職率が良くなったと豪語しているが、肝心な経済成長の
足を引っ張る、緊縮財政策・消費増税などの、増税策・PB黒字化などを標榜しているようでは、足を引っ張る、緊縮財政策・消費増税などの、増税策・PB黒字化などを標榜しているようでは、
将来の見通し（経済成長）は全くもって明るくない。一過性のバラマキ政策ではなく、安心して
20年スパンで子育てが出来る環境こそ豊かさの実感だという事を現政権はやっていない。

Kanang Project Planning で企画したPure/Thai （ Relaxation/Place ）は、心身の
拠り所となる場所と空間 （ くつろぎのいおり ） を提供する環境づくりに腐心した。

絢爛豪華で、華美なものが豊かさの象徴だとするのは、成金趣味、金満主義の
最たるもので、豊臣秀吉の金の茶室などは成り上がり者の象徴でもある。一方、最たるもので、豊臣秀吉の金の茶室などは成り上がり者の象徴でもある。一方、
茶人の千利休も織田信長に召抱えられ、名声を上げると共に人脈も広がり、茶室
／茶の湯という場所と空間を巧みに利用して、政治に関与（口出し）し出した事が、
一介の足軽から成り上がった秀吉には疎い存在に成り、相克が、悲劇をもたらし
たものだと思われる。両者に欠落していたもの…。 『何のために…』

雑誌に紹介されたステイルーム 場所と空間・時間的なタイミング＝機会に備えて、何のためにが一番大切です。

新元号は、 『 礼和 （れいわ＝Reiwa） 』 と制定された。皆様は、どのように捉えておられるだ
ろうか？意味合いにしても、出典先にしても、申し分ない元号と捉えている国民が殆どのようろうか？意味合いにしても、出典先にしても、申し分ない元号と捉えている国民が殆どのよう
だ。これには、私も異論はない。ただ一点、ローマ字表記のReiwaはどうかと思っている。音の
響きからすればLeiであって、Reiは、リィと発声されかねない。（日本人はRとLの発音が苦手）
音節よりも意味が大事。それならば、いざ鎌倉！（いざ！チェンマイ！）に集結し、腹と腰を据
え、不確実な世相に立ち向かい、心身ともに豊かさを取り戻そう！と再確認した次第です。



日本国内に居て、自分を外国人と思ったり、考えたりすることは皆無ですが、観光旅行にしろ、海外転勤にしろ、
一旦外国に出れば、否応なしに即外国人に変身してしまう。が、しかし一定期間定住してみない限りに於いては
外国人意識は持てない。外国人意識のない日本人には、外国人を使いこなす事は出来ないと云うことだ。

在留外国人と在外邦人

これは、意識･無意識／自覚・無自覚の問題であるかも知れない。『労働者不足』という名目
の下、外国人単純労働者の門戸を開いた途端、有象無象の外国人が雪崩込んで来るだろう。
無防備・能天気な日本人に、有象無象の外国人を使いこなすことなど所詮無理だと知りつつ、
ここ数年在留外国人は増加の一途を辿っている。（平成30年度の速報値では273万人余り）
観光客と同じく、在留外国人のトップが中国人であることに、能天気でいて良いのだろうか？
大量移民・難民を目前として、外国人意識を身に着ける必要な時代の到来でもある。
https://www.youtube.com/watch?v=sgRavd1zrLM 多文化共生社会のウソ
在外邦人は、135万2千人で在留外国人の約半数だ。その内、86万7千人は何れ帰国する事在外邦人は、135万2千人で在留外国人の約半数だ。その内、86万7千人は何れ帰国する事
を前提とした邦人で、永住者ではないが、在留外国人の100万人以上が永住者である。
在留にせよ、在外にせよ何らかの目的を持って海外移住している人達は、根底に『祖国 』を
持ち続けている。風俗・習慣・思想・信条・宗教・を含む様々なアイデンティティーは、早々易々
とは捨てられない。国籍は放棄しても、帰化人政治家達がトンデモ発言や、反日言論活動を
展開しているのも、日本人から見れば、祖国の悪癖を温存しているからに他ならない。 ゴールデンシャワー

米国籍に帰化しても、大和魂を発揮した最強歩兵連隊がいた。以下の動画をご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=IpjaQ8lJqmY アメリカ陸軍第442歩兵連隊（US Army 442nd infantry regiment)

私も『祖国 』を捨てていない在外邦人の一人である。帰化する意思は無い。在留
10年を超え、仮にこの地で荼毘に付されようとも、この上なくタイ国、チェンマイの
風土を愛した『日本人 』であったことは否定されないだろう。
祖国を持ち続け、かの地に就いて思いの丈を存分に発揮する大前提として必要な
ものは、かの地の風土を心底愛し、『郷に入っては郷に従え』の諺どおり、異文化
を許容する度量がなければならない。その度量の深さでは『ビルマの0ファイター』
井本勝幸さんに勝る人はないだろう。

井本さんと　『憩』 にて https://www.youtube.com/watch?v=OrLS9m8a_OQ 井本勝幸・講演会井本さんと　『憩』 にて https://www.youtube.com/watch?v=OrLS9m8a_OQ 井本勝幸・講演会

海外で活躍されている人達が共通して想っている事。それは、『今のままの日本で良いのか』
ではないだろうか？そして、その答えは『良い訳はない』。国際標準や、感覚が常に正しい訳
ではないにしても、余りにも非常識な憲法や通念に縛られている『祖国』に危惧の念を抱いて
いる人は少なくないようだ。
メディア媒体が従来、TV・新聞・雑誌だったものが、インターネットの普及からフェイクニュース
が暴かれ、TV離れ、新聞離れが進んでいる。スキャンダルが商品の雑誌は、フェイクニュース
に拍車を掛けて、トンデモ記事を連載し続けている。（直近の週刊文春・週刊新潮は目に余る）に拍車を掛けて、トンデモ記事を連載し続けている。（直近の週刊文春・週刊新潮は目に余る）
それでも、外国人意識を持ち合わせない日本人は、にべも無く騙され続けている。

直近の世界情勢を語る川添恵子／馬渕睦夫対談をご覧頂きたいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=kZBUkGEmbHs ディープステートと中華人民共和国の末路
https://www.youtube.com/watch?v=Q0-jbet_YWA 1%の大富豪がつくる世界共産主義体制

視点を国内に向ければ、時代（元号）を改め、日本の根本精神（和）に品格を表す
（令）を始めようとする時に、国民の消費生活から、税金を巻き上げようなどと云う、（令）を始めようとする時に、国民の消費生活から、税金を巻き上げようなどと云う、
令にもとる様な事をやって恥じないのかという問題が至近距離にある。

前回、5%を8%に上げる決断を下した後に首相自ら「間違いだった、騙された」と云
いつつ、なし崩しに間違いを糾す事も、何らの手立てもしないまま10％にすると云
い続けている。国民はどう捉えているのだろうか？

「デフレが解消されるまでは、消費増税は凍結する」は、及第点ギリギリ。
5%に戻すとか、消費税を廃止するとまで言及すれば、世論は動き、憲法改正論議5%に戻すとか、消費税を廃止するとまで言及すれば、世論は動き、憲法改正論議
に入れるだろうが、姑息な軽減税率やポイント制などでごまかし政治をやったら、
一生懸命外交で稼いだ得点をチャラにして、ワースト宰相に名を連ねるだけだ。
任期期間限定首相の命運など誰も心配していない。その事が分かれば、開き直っ
て（国民の側に立って）決断し、心配される首相であって欲しい。

https://www.youtube.com/watch?v=hEvsE8Ehb0M シンポジウム「消費増税を凍結せよ」-3 岩田規久男
https://www.youtube.com/watch?v=xvZzA-Cc1ko シンポジウム「消費増税を凍結せよ」-1 藤井　聡

本項の動画に登場されている国際人（日本人でありながら、外国人感覚を持った方々）が、本当のナショナリストだ
という事がお分かり頂けたかと思います。5年後には、本誌で何度も登場した渋沢栄一翁が1万円の肖像だそうです。
「四十・五十は洟垂れ小僧、六十・七十は働き盛り…」と言い放った国際人です。働き盛り後半を頑張りましょう。


