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公益社団法人 日本青年会議所 四国地区 高知ブロック協議会 

第５５回 高知ブロック会員大会記念事業 

中村文昭講演会 
テーマ：切り拓け！ 新たな可能性 

日時：平成２４年６月１６日（土）１５：３９～１７：３６ 

場所：宿毛市総合社会福祉センター 大ホール 

主催：公益社団法人 日本青年会議所 四国地区高知ブロック

協議会 

後援：宿毛市、大月町、三原村 

 

内容： 

13:39～ 開会  

○進行：なるた 

 

15:41～15:43 主催者代表挨拶、趣旨説明 高知ブロック協議会会長 矢野 秀樹        

・今の時代、景気が悪い。出来ない理由が私たちのまわりを飛び交ってい

る。青年会議所でも同様である。 

・マイナスな言葉を発することが多い世の中、私たち若い青年が声を上げ、

地域を活性化することが私たちの使命だと思っている。 

・中村文昭氏のお話を聞いていただき、地域の元気、活力になればとお招

きした。 

・何か一つでも、持ち帰っていただきたい。 

 

15:43～15:45 講師紹介                                  

○講師：中村文昭（なかむら ふみあき） 

・有限会社クロフネカンパニー代表取締役 

・昭和４４年三重県多気郡大台町大杉に生まれる。 

・１８歳の時、家出同然で単身上京する。ある日、とある焼鳥屋で人生の進路に影響を受ける大

物リーダーに出会う｡焼鳥屋で出会った男性は、大きな事業構想を持ち、そのロマンに惹かれ、

その場で弟子入りを決意、彼の商売（野菜の行商）を手伝い始め、将来の基盤をつくるために

毎日、３００円の生活をし続ける。１９歳の時、行商で得た資金を元に六本木に飲食店を開店

する。その後様々な方法でお客様を満足させて、５店舗まで拡張。２１歳の時三重県に戻り伊

勢市で１０席の飲食店｢クロフネ｣をオープン。お客様を徹底して喜ばせ大繁盛させる。 

・現在は自分の経験を生かした講演活動（笑いあり、涙ありの講演は口コミで話題となり、年間

３００本以上）を行っている。また、耕作放棄地の増加、ひきこもり・ニ－トと呼ばれる若者

たちの増力という２つの問題を解決すべく「耕せにっぽん活動」や｢あこがれ先生プロジェクト｣

のプロデュースも行っている。 
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15:45～17:31 講演「お金でなく、人のご縁で でっかく生きろ！」              

○毎日がフェスティバル 

・お祭りのような装束ですが、毎日がフェスティバルのように楽しく生きていたいと思っている。 

・高知空港におり列車で来る予定だった。急遽、松山空港におり車で来ることにしたのですが、

高知空港におりて列車で来ていたら、今日は雨（土佐くろしお鉄道が、雨のため始発から止ま

っていました）で列車が止まっていたので、（ここまでたどり着くことが出来）今日は幸せ感い

っぱいです。 

 

○私の講演を録音したダビングＣＤ 

・私の講演を、ある方が（勝手に）ボイスレコーダーで録音をし、私の著作権なんて気にもせず

ＣＤにダビングし、そのコピー、孫コピーがどんどん世に広まっていく。 

・その方は、ＣＤをコピーするために、高速でダビングが出来る機械を１５万円で買ったという。

この人に会ったとき、私はどう対処すればいいのか困った。 

 

○ある人との運命的な出会い 

・こんな顔で、大手ドーナツ店で昼夜アルバイトをしていた。ただ、生きる為に仕事をしている

感で、充実感がなかった。 

・ある焼鳥屋で偶然隣通しになった鹿児島の人の話を聞き、感動し、「弟子にしてください！」 

・２６歳の人 会社が倒産し、軽トラで野菜の行商をして借金を返そうとしている。 

・今は仲間が増えて３台の軽トラで野菜の行商をしている。将来は飲食店を出し、２号店、３号

店とお客様から必要とされる店になり、もう一回、事業家になりたい。 

・事業家になって何をしたいのかの問いに、「世の中の為に、こんなことをせないかんと思うてる」

と、「自分のために」という話が一つもなかった。 

 

○「お金の入り口」しか見ていなかった。 

・倒産する直前までベンツに乗り、ロレックスの時計をいくつも持ち、海外旅行をして、全て自

分にしか向いていなかった。これでは、絶対ドン詰まりになる。社会のためになることをせな

いかん。 

・それまでの自分は「お金の入り口」しか見ていなかった。 

 

○歌って踊る野菜売りから始まる 

・軽トラの周りに、毎日、お母さんたちが集まってくれる。 

・今日は「二人しか、３人しか友達を連れてこれんでゴメンね」と言ってくれる、「ほかのスーパ

ーでは買わない」と言ってくれる。そんな商売をしている。 

 

○飲食店を始める 

・首吊りで店主が自殺したホルモン屋から飲食店を始めた。だから安かった。 
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・野菜売りと同じで、たくさんのお客さんが来てくれ、毎日満席でお店の前に行列。お客さんが

マイ椅子をビルとビルの間に置いてくれ、「ほかの店にはいかへん」と言うてくれる。 

 

○早く独り立ちを！ 

・仕事の出来る人を手放したくないと思うだろうところを、師匠から「早く独り立ちしろ！」と

送り出された。 

・２１歳 ８５０万円 布団屋が首吊りをした店舗だった。 

・商売を始めるにあたって、「おまえには絶対無理！」「おまえに出来るはずがない」「世の中はそ

んなに甘くない、世の中をなめるな」と言われた。 

 

○仕事とは人を喜ばせること 

・仕事とは人を喜ばせること。車屋は車を直して喜んでもらう、お医者さんは病気を治して喜ん

でもらっている、世の中の仕事は人様を喜ばせること、人様を喜ばせるところに人は集まって

くる。 

・聴診器を当てたり、髪を切ったり、車を直すことは作業であるが、それで感動、人を幸せにす

ることが出来る。 

・学校で教えてくれるのは「知識」、社会で生きていくのに必要なのは「人間力」や。 

・吉田松陰のような師匠が、毎日、猿でも分かる勉強会をしてくれた。 

 

○坂本竜馬にあこがれ 

・坂本竜馬にあこがれるきっかけを作ってくれたのは、猿でも分かる勉強会だった。 

・坂本竜馬の話を聞き、ビービー泣く竜馬少年が日本のことを考え、脱藩までして・・・ 

・竜馬は、お金をばらまいたりして人を動かしていない、思いで人を引きつけていく。 

・勝海舟は国賊だと殺しに行ったら、勝は暗殺に馴れていたので、「まぁここに座れ」と地球儀を

出し、龍馬に話をした。勝の話しを聞き、「こんな人が殺されてはいけない」と竜馬は勝の用心

棒になることを申し出た。 → 素直さが大事。 

 

○２年半続けた 

・８５０万円の借金を７ヶ月で返した。 

・次には、２３歳の奴が２億３千万円の借金をし、レストランを始めた。 

・どうやって２億３千万円のお金を工面したのか。 

・納税者番付の記事を見て、こんなに税金を納めるような人が世の中に入るんだと驚いた。三重

県内の高額所得の人に順番に会っていき「あなたのお金の出口は何ですか。世の中にどのよう

なことをしようとされていますか？」と質問。「僕、絶対世の中の役に立つ、こんなこと、あん

なことを考えている」と説明し２年半の間、高額所得者を回り続けた。銀行からお金を貸して

もらうにあたって、担保を、連帯保証人の蘭に署名と印鑑証明書をと頼んで回った、 

・２年半目におじいさんに出会った。息子が亡くなった葬式の翌日に、同じ場所で奥さんも首を

吊った。３日の間に息子と奥さんを亡くした。俺、お金にばかり目を向けていた。これでは亡
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くなっていった息子や奥さんに申し訳ない。「俺の７５歳を受け取ってくれるか」と、２億３千

万円耳をそろえて出てきた。 

・これも、２年半続けていなかったら出来ていなかった。 

 

○結婚式 

・「結婚式をやってくれ」と以前から言われていた。費用０円で結婚式、人生のスタートが切れる

ようにと考えた。 

・感動しまくってくれたお客さんはノーギャラでしゃべりまくってくれる。宣伝費ゼロ円です。 

・感動してくれた結婚式、お客さんは、次の結婚式、お客さんを呼んできてくれる。 

・祝儀の範囲内でハワイに行ける。宣伝費が無く、安く結婚式が出来るから。 

・１６年で１，７００組の結婚式を行い、まだ１０組と離婚していない。どんな立派な結婚式を

行っても、幸せでないと意味がない。 

・県外から三重県に結婚式を挙げにきてくれる。沖縄から三重まで飛行機をチャーターして親族

一同を連れて結婚式に来てくれる。田圃の中の結婚式場に沖縄から来てくれる。 

・親族一同を連れいくのは大変なので、そっちのスタッフに来てもらって結婚式をしてくれと。

今では出張が中心になり、三重では結婚式はクローズとなっている。 

 

○そろそろ出口を考える時期かな 

・「引きこもり」を集め、耕作放棄地を使って農業に取り組む。 

・これからはＩＴ産業ではなく、農業の時代だと思う。 

・農業就労者の７割は高齢者。近い将来、後継者はなくなる。食べ物も自給率０％になってしま

う。 → 「食糧問題」 

・竜馬の時代は食べ物自給率１００％、不安を感じなかった時代ではないか。 

・「食糧問題」に誰が立ち向かう → 問題児の「引きこもり」が食糧問題を解決すれば、二つの

問題が解消される。 

・怖くて嫌なものが、実はチャンスかなぁと考えている。そんな考え方。 

・これがうまくいけば、ＮＨＫスペシャルが取材にくるようなことと思っている。 

・７年前にとにかく来いやと引きこもりをつれていき、北海道の周りの人に、「農業のことを教え

てください」と → 「お前らに絶対無理、お前らに出来ない、農業をなめるな」 １５分間

怒られ続けた。「農業を教えてください」とお願いしただけなのに、怒られた。 

・その時の様子をカメラで録画した。ＮＨＫスペシャルでこの取組が放送されるときに、「スター

トはこうだった」「これは実際の映像です」と使えるように録画した。 

・今では東京ドーム７つ分を引きこもりだけで耕している。リストカットしていたような引きこ

もりが、半年で百万の貯金を出来るようになっている。 

・ただ作っていても売れない。売り方です。自分で売る努力をしないといけない。どうやって売

るかは、少人数のところで話しましょう。 
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○なぜ頑張るか マリちゃんが食事を作る姿 

・彼らがなぜ頑張れるか スイッチが入る！ 

・親につれてこられる引きこもりは、スイッチが入らない。行政が作る引きこもりの施設は立派

すぎて、わがままが出る。 

・生きること、暮らすことが大変であることを身につけなければならない。 

・３度３度の食事を作っているのは先天性脳性麻痺のマリちゃん。うどん食べたい、パン食べた

いと言うたら、天然のうどん粉、パン粉から作る、味噌も手作り、電子レンジでチンすること

はもちろんない、残り物を冷蔵庫に保存することもない。脳性麻痺で曲がって伸びない指の間

に包丁をはさみ、一生懸命食事を作ってくれる。 

・「私の食事で、体の中をすべて入れ替えてあげる」と言う。マリちゃんの料理する姿を見ていた

ら、誰も文句は言えない。 

 

○全国の引きこもりに光を当てたい 

・全国の引きこもりの子らに光を当ててあげたい。 

・進路指導の際に、「農業をやれ」、「漁業をやれ」と言う先生はいない。何となく格好を気にし、

進学を勧める。 

・子供の頃から比べられ、「学力」はあるが、「人間力」が無く、「おまえでないと駄目なんだよ」

と言ってもらえるような人間ではない。 

・ＪＣ 企業者の方が多いでしょうから、「世の中のために、喜んでお金を使いたい」と言うお金

の使い方が出来れば、立派な人が集まってくる。 

 

○４つの鉄板ルール 

①返事は０．２秒 

②頼まれ事は試され事 

③出来ない理由を言わない 

④今できることをやる 

 

○０．２秒以内に返事をせぇ 

・どうせやるのは決まっているのだから、返事せぇ。 

・人は自分に「得」か「損」かを考えてから返事をする。 

・しかし、損なことをやってあげたら人は喜ぶ。ちっちゃなことで喜ぶ。 

・「はい」は「理解しました」ではなく、「承りました」「了解しました」「引き受けるという覚悟

が出来ました」ということ。 

 

○頼まれ事は試され事 

・０．２秒以内で「ハイ」と返事をすると、「返事は一人前だけれど、分かっているの」と言われ、

「引き受けるという覚悟が出来たからハイです」と言うと、がっちり心をつかむ。 

・あんたの予測を上回る早さでやってあげる、そうやって感動を与えること。 
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○出来ない理由を言うな！ 

・師匠に「でもでも星人」とあだ名を付けられた。何かを言うと、出来ない理由を言う天才や。 

・夕方一番、居酒屋での話は「出来ないオンパレード」や。 

 

○今できることをやる 

・そのうちやろうはバカ野郎、明日やろうは大バカ野郎。 

 

○今日帰ったらお母さんに聞いてみてください 

・「お母さんて、３年とか５年でやりたいこと、手に入れたいことって何かある」と尋ねてみてく

ださい。 

・「○○出来たらええなぁと思っている」 その後に必ず続けて、「でもなぁ、・・・」 

・出来ない理由を数々言う 

   お金のゆとりが無いし・・ 

   お父さんに言うと、何を言われるかもしれんし・・ 

   おじいちゃんおばあちゃんの世話もせないかんし、自分の時間が無いし・・ 

・１０人ぐらいの人に同じことを尋ねると、やりたいことは違っていても、出来ない理由はみん

な同じ。 

 

○講演会の依頼 

・大阪の経営者の前で講演をして欲しいと依頼が来たときに、ギギギギギと首を横に振ろうとし

かけたが、「頼まれ事は試し事」と、ガガガガと首を縦に振った。 

・そんな自分でなかったら、２億５千万円の店も、今まで続かなかったろう。 

・「今日から講演が出来るような人間になったんや」と、考えた。 

・２９歳の時に、大阪の経営者の前で、汗ダラダラでしゃべった。 

・講演会の様子が録音されていた。４０本のダビングテープが、孫テープ、曾孫テープとなり、

世に広まり、２～３ヶ月したら再び講演の依頼が舞い込んだ。 

・講演を見ていないけど、テープを聴いていると人柄が伝わってきた。あれだけ講演会の中で「頼

まれ事は試され事」と言うてたから、引き受けてくれると思うて・・・ との依頼に、講演を

断ることは出来なかった。 

・一つ講演すると、新しい講演が入ってくる。一つ結婚式をすると、新しい結婚式が入ってくる。

毎年３００件以上の講演を行っている。４３泊４４日で全国で講演をしている。 

・こんな人生が、将来、自分の人生に待っているとは思わなかったが → ギギギギギ が ガ

ガガガガ なだけです。 

・人間は、一日の中でどれだけのものを頼まれているか、どれだけのものを頼んでいるか。「リモ

コン取ってくれる」「ついでに○○も買ってきてくれる」「・・・」と、たくさんの頼み事をし、

たくさんの頼み事をされている。 
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○フロアにいた高校生へメッセージ 「試された自分」 

・フロアの高校生を見つけ 「幡多農業高校の生徒さんですか？」 「宿毛高校です」 幡多農

業高校には話をしに行ったことがある。君たちに話しをしておきたい。将来の夢は美容師？ネ

ールアーティスト？ 

・美容師など 現場がキツいから辞めていく。若い時は雑用ばかりやらされるから。 

 

・あるとき、お客さんのために物飲み物を買ってくるように小銭を渡されて頼まれた。 

・遠くの自動販売機まで歩いていき、飲み物を買ってそれを持って歩いて帰ってくると、師匠が

道路まで降りてきていてこっちをにらんでいる。飲み物を渡すと、ホッペタを思いっきりぶた

れた。言われたことを言われた通りにしていて、なぜ怒られる。 

・小銭を受け取ったときに試されていると思うたか。日陰ばっかりを選びながら歩いていた。ポ

ケットからタバコを出して吸いながら、ブツブツ言いながら歩いていたろう。いつ気がつくだ

ろうかと思うて２階の窓から見ていたが・・ 

・百円のジュースを買ってくることは小学生でも出来る作業だ。暑い中、ゼェゼェ言いながら走

って、汗をかきながら帰ってきてジュースを渡したら、「この子はこうやって、なんでも仕事を

一生懸命する子なんやなぁ」と覚えてくれる。感動してくれる。 

・雑用で心をつかんでいくことなんや 

 

・５～６月頃には新人の「でもでも」会議が始まる。このような集まりには入るな。 

・足がムクむようになり、医者の診断書を持って、親と一緒に「この仕事が好きなんですが、体

に合っていないようで」と辞めていく。３年通った専門学校の時間と金は無駄になる。 

 

・「世の中にたくさん美容院があれど、新入社員さんが、こんなに一生懸命カフェラテを買ってき

てくれるサロンはない、これも先生の指導の賜ねぇ」と、先生の株があがる。 

・先生は、全てをこの子に教えようと思う。 

 

○子供は親を見ている 

・仕事から帰ってきてお母さんが「あぁあぁ、疲れた」、仕事から帰ってきたお父さんが「あぁあ

ぁ疲れた」、これを毎日見ている子供は「仕事は辛いものだ」と刷り込まれる。子供の心の扉は

閉ざされる。 

・「今日はこんなことがあったのよ」と、仕事の楽しさややりがいを話している親を見ていれば、

子供は「親のような大人になりたい」と思う。 

 

○赤ちゃんは 

・寝返り、はいはい、伝い立ちと、何度失敗しても赤ちゃんはトライしていく。 

・失敗したからといって、俺ははいはいだけの人生でいいやとは考えない。 
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○子供に残すもの お金ではなく親の生き様 

・おまえのおやじは絶対あきらめんかった人間なんやということを伝えてやろうとノートに記録

している。 

・鉄板ルールは、たった四つです。 

・「でも」を「こそ」に変える 

   でも田舎だから → 田舎だからこそ 

   でもお金がないから → お金がないからこそ手作りでやる 

 

・町が変わっていったりしている事例は、一人の大バカ者がいれば町は変わる。 

・この大バカ者になれるのは若い経営者。俺のやりたいこと、世の中のためにと言うビジョンを

語れる人、金でやらされている人とは違う、すごいことが出来る、人が集まる。 

 

○あこがれ先生プロジェクト 

・先生見ていて、可哀想すぎる。疲れている先生たちに、輝いている先生たちの事例を見て欲し

くて、「あこがれ先生プロジェクト」を始めた。 

・疲れている先生一本釣り方式で３００人集め、輝いている先生の事例を見せると、参加した先

生がボロボロ涙を流し、２ヶ月に１度自主的に勉強会をしている。２年目、８００人規模の先

生を集め実施、３年目、日本中から１，６５０人集めて。 

・リハーサルをしていると、教育委員会の偉い人が入ってきた。叱られるだろうと思っていたら、

１回目からこのあこがれプロジェクトのことを知っていた、今日は恥を忍んで 全部上からや

らないと罰則があると、「ねばならない」で人を動かしていたが、中村さんは違う。今日はスタ

ッフの一員に入れてくださいと。 

・先生たちが毎朝朝礼で大声を出すようになったら、子供たちも大声を出すようになって、ハイ

タッチ挨拶。 

 

○世の中のためにやりましょう 

・自分はいまだに築３１年の借家に住んでいて、みんなのためにやれることをやりたい。 

・移動は自転車、４３泊４４日全国を飛び回っている社長を見ている俺らが疲れた顔を見せられ

ない、世の中のためにやりましょう。 

 

○会場のみなさまへ向け 

・大バカ者が一人出てくれば変わりますよ。 

・スイッチが入った奴が化けていくんだよ。 

・この会場を出た瞬間「でもなぁ」と言う・・ 講演が終わると急いで出口に先回りし、皆さん

がどんな話しをしているか隠れて聞いてみる。 

・隠れて聞くベスト３ 

  ベスト③：あの子、特別やから 
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  ベスト②：あの話２０年前に聞いとったらなぁ  ← 今日出来んかったら、一生出来ん。

今が一番若い（先送りしたら、どんどん歳をとる） 

  ベスト①：今日の話、息子に聞かせたかったわ  ← 親が変わろうとせんと、子は変わら

ない。 

 

・出来ることを一つ見いだしやってくれれば、町は変わっていく。 

・滝は飽きるが人間がリピーターになる。人は磨けば光る。 

・人は二度死ぬ。命が無くなり一度目の死、みんなの記憶の中から消えて無くなり二度目の死。 

・１１月１５日は喪服を着ている。坂本竜馬の命日。坂本竜馬は子孫がいないが、５百年後でも

人に思われる生き方をした 

 

・「でもなぇでは無く、俺たちに出来ることは何だろう」 

 

17:31～17:34 質疑  

○幡多農業高校の先生： 

・教え子と結婚し、昨年４月に「新婚さんいらっしゃい」差にらっしゃに出た。 

・中村先生に、昨年４月、幡多農業高校に来てお話しいただいた。 

・１１月２４日、黒潮町で「あこがれ先生プロジェクト」を行う。 

・中村さんのネームバリューを使わずに自分たちの力で開こうとしている。是非皆さんに来ても

らいたくて手を挙げた。 

 

○中村： 

・全国で「あこがれ先生プロジェクト」をやる。 

・自分（中村）を呼ばずにやられるプロジェクトは、ここ高知が初めてですので、成功すれば、

全国へ向けたモデルプロジェクトとなる。 

 

17:34～1726 閉会挨拶 運営委員会 みずの  

・貴重な講演をありがとうございます。 

・足下の悪い中お集まりいただいた市民のみなさま、ありが

とうございます。 

・人生のリアルな体験談を交えた講演、学ぶこと、感じるこ

とがたくさんあった。 

・私が考える「明るい豊かな社会」とは、どれだけの人と関

わり、つきあい、どれだけ大きな輪をもてるかだと思う。 

・今日の講演から、同じ方向を見、同じことを考えれば、今

日からこの地は良くなると思う。 

・今日聞いたこと、感じたことを、会社へ、ご家庭へ持ち帰り、生かしていただきたい。 

－以上－ 


