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 はじめに 

 

初めまして！ 

コージリと申します。 

 

私は現在「仏教をマーケティングすることで人間関係やビジネスを好

転させる」というコンセプトで、「仏教マーケティング実践セミナー」

というサイトを運営しています。 

 

仏教と聞いて、あなたは「ん？宗教…。」 

と抹香くさく感じられたかもしれませんね。 

 

でも、最初に断っておきますが、このテーマにフォーカスしたのは、

仏教の啓蒙というのでは決して無く、自分の人生において一番長く経

験し、実践してきた分野で自分の得意とするマーケティングを発信し

ていこう、と考えたからにほかなりません。 

 

「自分の強みで発信する」 
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これがビジネスを実行するうえで重要ではないか、と考えたからです。 

私は 16 歳の時から空手を始めて、脱サラを決心しビジネスを始める

までの足掛け 35 年間、 

「武道としての空手」を修行してきました。 

 

また、聴覚障害をもって生を受けた息子のことがきっかけとなって、

仏教の教えに関心をもち、以来 20 年以上仏教の教えを学び修業して

きました。 

 

ここ仏教での修業は、決してお坊さんになりたいという願望があった

ということではありません…（笑）。 

 

毎朝お寺に参詣し、自分の生き方見つめなおす場としての修業です。 

なので「武士道」と「仏教」。 

このどれをとっても経験と実績があるということが、自分が発信して

いくコンセプトを決めるうえでの指針となりました。 

 

「武士道」か「仏教」か、二辺に一つ…。 
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ど の テ ー マ が 自 分 の イ メ ー ジ に ふ さ わ し い の か … 。        

考えぬいた結論が「仏教」でした。 

その第一義は、仏教の教えの中にこそ、人間関係やビジネスを好転さ

せる、ひいては人生をマーケティングするエッセンスが込められてい

る、ということに気づいたからです。 

 

この気づきは、これからもサイトやメルマガ、このレポートを通して

発信していきたいと思っています。 

 

そして、このレポートの表紙の表題にもなっている 

「如是我聞（にょぜがもん）」 

あなたは、この意味をご存知でしょうか？！ 

 

仏教では、仏様の教えが書かれたいくつもの経典があります。 

経典は仏様の直筆ではなく、そのお弟子さんが仏様から聞いたことを、

一言一句漏らすことなく口伝で伝承していき、後々の高僧によって書

物となって残されたものです。 

 

当時は書き残すというより、そのまま暗記して記憶の中でとどめるほ

か方法はなかったと聞いています。 
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まさに当時のお弟子さんたちは、現在の AI に勝るとも劣らない頭脳

をしていたんだろうな～！と感嘆することしきりです。 

 

この仏教経典の冒頭では、「如是我聞」という文章から始まります。 

如是我聞とは、 

「私は仏様からこう聞いた！教えてもらった！」 

という意味です。 

 

実は、仏教マーケティングアドバイザーとしてこのサイトを運営して

いる私にも、師匠といえるメンターが複数人います。 

 

メンターからは、ＷＥＢマーケティング、ライティング、戦略、マイ

ンド等々、いろんなことを教えていただきました。 

 

なので、私もビジネスコンテンツをテーマとして語る時は、「如是我聞」

として発信していこうと思っています。 

如是我聞：私はメンターからこのように聞いた、教えてもらった！ 

のように…。 
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今後、サイトやレポートで発信する「如是我聞」が、あなたの「なぜ」

を解決できるようなものになれたら幸いです。 

 

仏教を通じたマーケティングに興味がある方は、ぜひ、 

 

＞＞＞仏教マーケティング実践セミナー＜＜＜ 

 

にお気軽にお越しいただければ幸いです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bukkyou-marketing.site/
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 コージリの自己紹介 

 

では、本題に入る前に少しだけ、私コージリの自己紹介をさせてくだ

さい。 

 

＞＞仏教マーケティングを語るコージリの歩み＜＜ 

三流大学？を、1 浪 1 留の優秀な成績で卒業後（苦笑）、当時民営化元

年の、某大手通信会社に奇跡的に入社。 

広報、営業、テレマーケティング等に従事する。 

 

入社から 4 年後、当時付き合っていた彼女のアパートに入り浸りする

ようになる。 

 

以来、会社の寮には帰らず、しれ～っと彼女のアパートに押しかけ、

結局 1 年間同棲することに…。 

 

1 年後、その彼女と結婚！ 

めでたく？その彼女はコージリの「お嫁さん」となる…。 
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当時、お互いに子供がそれほど欲しくなかった二人は、自由気ままで

お気楽で濃密な新婚生活を約 2 年間送る。 

 

結婚 3 年目にしてお子（息子）を授かる。 

でも、二人には予想もしなかった出来事が起こる…。 

 

息子が生後 6 が月になったころ、息子の耳の聞こえに嫁さんが疑問を

呈するようにる。（「聞こえてないんじゃない？！」と…。） 

 

「そんなことはないだろ～！」 

とお気楽に返す私。 

こうして、さらに 6 枚のカレンダーがめくられていった。 

 

嫁さんが息子の聞こえに疑問を呈するようになって 1 年後、某大学病

院にて検診。先天性の重度感音性難聴と診断される。 

病院を後にした夫婦の様は、 

まるでお通夜を過ごす家族のようだった…。 

 

このことがきっかけになり、コージリは超能力で奇跡を起こす、とか
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お不動さんで病気を治すとかの、ありえない情報に、常にアンテナを

張り、それでも果敢に行動するようになる。 

 

そのころ、コージリのこんな行動とは裏腹に、まじめな嫁さんは、真

摯に息子の障害と向き合い、息子の療育に精力的に頑張っていた！ 

 

元来、仏教の教えに興味があったコージリは、ある日ある時、あるお

寺の門をたたくことになる。 

 

以来 20 年間、毎朝お寺に参詣し自分磨きの修業と、人生とは…と、

仏様の教えに耳を傾ける時を重ねるようになる。 

 

やがて、耳に障害を持って生まれた息子も成長し、健常者と同様、将

来の夢を語る年頃になる。（といっても当時小学 2 年生） 

 

“ぼくはおおきくなったら、プロやきゅうのせんしゅになりたいです！” 

 

私コージリは、このたわいもない作文の一説に大きく感動！ 

そして共感！ 
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息子が通う聾学校（現在は特別支援学校と称する）に「障害児と健常

児が楽しく共生して学ぶ野球チーム」をコンセプトにした野球チーム

を立ち上げする。 

 

以来、息子が中学に上がる代まで、チームの代表として活動すること

になる。 

もうこの頃には、どうやったら聴覚障害を抱えた息子の夢を叶えるこ

とができるのか、その「青写真」は、既にコージリの頭の中では、ほ

ぼ出来上がっていたのです！ 

 

タイミングを同じくして、私コージリも近い将来、起業したいという

目標を抱き始める！ 

片や息子は、中学 3 年間、裏エース（2 番手ピッチャー？）として、

硬式野球のクラブチームで活躍。 

 

高校は、コージリの出身県の某私立高校に、息子の聾学校では初とな

る推薦枠での入学を果たす。（さらっと書きましたが、ここまで来るまで

には紆余曲折がありました…。） 

 

この時、嫁さんやチームの保護者のお母さん達からは、何でコージリ
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の地元の高校でなきゃダメなの！と厳しい詰問を受ける（苦笑)。 

そして、ここまでは完ぺきにコージリのマーケティング通りの展開に

なった。 

 

息子が高校に入学するタイミングで、22 年間お世話になった某大手

通信会社を退社。 

インターネットを活用したビジネスを念頭に、いわゆるネットビジネ

ス業界に手探り状態での参入を果たす…。 

しかし、見切り発車だったこともあって、脱サラ当初は、なかなか上

手くいかなかった…。現実は、そう甘いものではなかったのだ。 

 

退職金を食いつぶす毎日。 

焦りといら立ちで、夜も眠れない日々が続いた。 

 

その後数年間は、生計維持のため短期サイクルでの仕事にエントリー

し従事した。 

 

年金機構の準職員、市や県の嘱託職員、派遣でのテレアポ、フレッツ

光の代理店活動、太陽光発電の訪問販売等々。 
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履歴書が真っ黒になるくらい、起業とは異なる多方面でのキャリアを

いっぱい積んだ。 

 

昼間は労働、夜はネット副業的（なぜかネットが副業に…。） 

な生活をおくるようになった。 

 

その間、 

度重なる自己投資を重ね、ネットマーケティングの研鑽に励む。 

この額およそ 300 万円強…？！嫁さんはこの現象を、ノウハウコレク

ター状態と嘆いた…。 

 

ネット起業を念頭にした脱サラから数年、紆余曲折の人生を経験して

今。 

ＷＥＢライター、ＷＥＢマーケッターとしてなんとか活動できるよう

になり、これからは、年金に代わる資産づくり、健常者も障害者も安

心して暮らしていくことができる働き方改革を、率先して実践してい

くためのコンサルティング事業を展開していこうと希望に夢を膨ら

していた、まさにその時…。 

 

またしても、悲惨な出来事が勃発…！ 
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それでは、私コージリに起こった悲惨な出来事をカミングアウトしま

す…。 

 

それは、 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

2017 年 10 月末の夜明け前、脳梗塞を発症…。 

それは今まで見たことのない地獄絵図を見るような感覚でした…。 

 

幸い嫁さんが、家にいるときだったので大至急救急車を呼んでくれて

即入院することに。 

脳梗塞は通常、半身麻痺になるケースが多いというが、コージリのよ

うに言語だけ障害があるというのは珍しいとのこと。 
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それも、原因不明とは…。 

 

そんなこんなで、人とのコミュニケーションがとりづらい言語障害と

いう障害を抱えてしまいました。 

 

電話でのトークや、営業活動を得意としていた自分が、満足に話すこ

とができない…。 

人との円満なコミュニケーションができなくなった…。 

この衝撃は、かなりのものでした。 

 

症状は少しずつよくなってきているものの、今でも言語障害をもつ、

障害者という現状は何も変わってはいません。 

 

でも、この世は『諸行無常』です。 

無常は無情でなく、そのままで「いる、ある」ということはないとい

うことです。 

 

この世は移ろい変わっていくということなのです。 
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悲観している暇など有りません！ 

 

私はこの仏教の教えの通り、現状を俯瞰してポジティブに見つめなお

し、一歩一歩前進し続けています。 

 

今後のコージリのテーマは、 

第 1 には「健常者・障害者が分け隔てなく共生していく社会」の実現。 

そのためには、自分の好きなこと得意なことをライフワークとして展

開することのメリットを、同志を抱く多くの人たちに発信していくこ

と。 

 

そして、新たなコンサルティングビジネスの模索 

空手道師範の資格を有し、仏教への造詣が深いこともあり、『日本古来

の精神文化に基づいた斬新なマーケティングスタイル』を体系化した

新しいコンサルティングビジネスを展開していくこと。 

 

まさにこれこそが『仏教マーケティング実践セミナー』にほかなりま

せん！ 

自分自身の人生を「起死回生」へと導くためにも、仏教マーケティン
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グで人間関係に悩む人の心の闇を滅し、仏教マーケティングでビジネ

ス初心者の足元を明るく照らす常夜灯となるべく、有益な情報を自信

をもって発信していきます！ 

 

仏教の教えで、「袖触れ合うも他生の縁」ということわざがあります。 

こうして、このレポートを通してあなたと出会えたのも、何かのご縁

があったればこそ…。 

 

これからも、どうぞよろしくの想いも込めて、以下ご笑覧ください！ 

 

 

 

【コージリ・プロフィール】 

ＷＥＢマーケッター・ＷＥＢライター・メンタルヘルスアドバイザー 

特技：空手（四段師範）。高校より 35 年間、空手を修業し、在職の傍ら団体の事務局長、                     

道場の支部長等、道場運営の経験を持つ。 

趣味：ライティング。在職中より執筆活動を趣味とし、童話、エッセー等出版、掲載実績有。     

また、高校野球観戦と高校野球に関するリサーチ・マーケティングに夢中。高校球児ではないのに、

元高校球児の息子より熱く高校野球を語る！ 

好きなミュージシャン:浜田省吾。彼の代表曲『家路』は愛唱歌。 

座右の銘：「意志あるところに道は開ける！」 

 

https://www.youtube.com/embed/B1DGRJeUHwU
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 末法の世はすでに始まっている！ 

 

「もう、世も末や～！」 

あなたは、こんなふうに自暴自棄になったり、第三者的に他の人のや

っている行動を揶揄したりしたことはありませんか？！ 

 

「世も末」とは「この世の終わり」を意味し、その語源は仏教の「末

法思想」に由来しているといわれています。 

 

末法思想では、お釈迦様のご入滅以降の時期を三つの時期に分けて区

別しています。 

 

お釈迦様の入滅後からの１０００年を「正法」。 

正法の終わりの翌年から、さらに１０００年後までを「像法」。 

さらに、像法の終わりの翌年からの１００００年後までを「末法」と

言います。 
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では、「正法」「像法」「末法」のそれぞれの意味するところは、何なの

でしょうか？！ 

まず「正法」とは、 

お釈迦様の教えが正しく実践されている時代ということで、お釈迦様

の教えの内容とそれによる修業、その結果としての悟り（さとり）が

ちゃんと備わっている時代をいいます。 

 

「像法」とは、 

お釈迦様の教えの通りではないものの、それに似た時期ということで、

教えと行はあっても、悟り（さとり）を得る者がいない時代をいいま

す。 

 

「末法」とは、 

前述の“世の末だ”という末の時期で、仏教が衰微して行も悟りもなく、

教えのみがかろうじて残っている時代のことです。 

 

ちなみに末法の世は、人間の悪心が盛んになって、争いや疫病がしき

りに起こる時代になるともいわれていました。 
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お釈迦様のご入滅は、古代中国や日本においては…、 

紀元前９４９年とされています。 

なので、それから起算した１０５２年が末法の始まりだといわれてい

ます。 

この１０５２年がどんな時代だったかというと、日本史上では平安時

代末期にあたります。 

日本史年表をひもとくと、１０５３年に藤原頼通によって宇治の平等

院鳳凰堂（阿弥陀堂）が建立された年とあります。 

 

もうこの頃には末法思想も浸透しつつあって、その不安と恐怖から上

記のような為政者による仏教寺院が多く建立された時期でもあるよ

うです。 

 

そして、鎌倉時代にはその不安も一層高まり、道元師、法然師、親鸞

師、日蓮師等の高僧が出現して、それぞれが新しい仏教の在り方を発

信していきました。 

 

彼らが起こした仏教宗旨は、当時は新興宗教のような形態でしたが、

今では当たり前のように引き継がれ、それぞれ脈々と生き続けていま

す。 
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もうお分かりだと思いますが…。 

２０２０年現在、末法時代が始まって既に９６８年が経過しています。 

 

正法、像法のように１０００年単位だったら、あと３２年経ったら末

法さえ終焉を迎えることころでした…。 

 

でも、 

「安心してください！」 

 

末法は、１００００年続くとされています。 

その終焉まで、まだ８０４８年もあります！ 

 

なので、 

『末法は続くよ…、どこまでも！』なのです（苦笑）。 

 

今から（２０２０年現在）２１年前の１９９９年…、ある人の予言に

よると…「１９９９年に、この世は終わる…。そして、地球は滅亡す

る…！」といわれていました。 
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私がそのことを知った当時は、そのことについての映画や本が大流行

して、その話題が世界中を席巻していました。 

しかも映画の中では、予言的中を悲観して世界中で自殺する若者が、

たくさんいたとされるシーンもあったほどです…。 

 

その映画の名は「ノストラダムスの大予言！」 

予言者は当然、「ノストラダムス」その人です。（←決して悪者扱いして

いるわけではありません！あしからず。） 

 

何でも、それまでは１００発１００中の予言率だったとか？！ 

でも今では、見事に外れて「有り難う」です！ 

 

話をもどして…。 

とにもかくにも今、世界中を席巻する『非常事態』が起こっています！ 

しかもそれは、現在進行形で！！ 

 

まさに冒頭の 

「もう世の末や～！」 
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と、自暴自棄になるような、他人事では済まされない事態の真っただ

中に我々はいます！ 

 

これから先の本編では、『迫りくる経済危機！パンデミックの恐怖か

ら身を守れ！』というテーマで解説していきます。 

 

これは「私たちの時代がもう終わってしまう」ということではなく、

こんな非常事態だからこそ、自分の身を守るためにやっておいて損は

ないという立場で発信する、私コージリからのメッセージです。 

 

お待たせしました。 

では、引き続き本編をお読みください！ 
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 迫りくる経済危機！備えができて

いますか？ 

時は末法２０２０年。 

いま、まさにパンデミックの時！ 

 

２０２０年３月１１日、WHO は新型コロナウィルスについて「パン

デミックとみなせる！」という表明をしました。 

 

そして今もなお、予断を許さない現状が続いています…。 

 

もし幸いにも、このパンデミックが早く終息したとしても、これから

もこうした非常事態がまたいつなんどき訪れるかわかりません！ 

 

こんな時に大切なことは、自分の身は「自分で守る」しかないという

ことです。 

なぜなら、国は色々な施策で国民の生活を守ろうとしてくれますが、

当然ながら、一人一人に手厚く向き合うことはできないからです。 
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結局は、こうした非常事態に備えて、あなたはあなた自身の身を守り、

最低限の生活ができるような備えが必要になります。 

 

「あなたは、その対策はできていますか？」 

 

そこ今回は、こんな非常事態に備えて「迫りくる経済危機からあなた

の身をも守る方法」について考えていきたいと思います。 
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 パンデミックって何！その意味と

歴史とは？ 

パンデミックは「感染爆発」とも訳され、疫病が世界の広範囲に伝染

拡大し大流行することを言います。 

 

今日本中を席巻しているコロナウィルスも、中国武漢に端を発し、ア

ジアの近隣諸国、アメリカ、ヨーロッパにまで伝染拡大し、まさに今

パンデミックの状態が続いています。 

 

これまでにも、人類を脅かす感染症のパンデミックとして、第一次世

界大戦中のさなかに猛威を振るったスペイン風邪や、１９６８年に流

行った香港風邪などがあります。 

 

WHO（世界保健機構）は流行の規模に応じて、エンデミック（地域的

な小規模）、エピデミック（国内や数か国の中規模）とすみ分けて発表

していて、その中で最も大きいものがこのパンデミック（世界中の大

規模）なのです。 
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 パンデミックが起こることによる

問題点とは？！ 

では、パンデミックが起こることで私たちの身に起こる大きな問題に

は、どんなものがあるのでしょうか？！ 

 

私が考える、パンデミックによる大きな問題点は、多く分けて次の２

つです。 

 

生命の危機 

第一に、言わずと知れた「生命の危機」にさらされるということです。 

 

☆医療崩壊が進む 

・医療の現場でも、治療方法が明瞭ではなく、原因も早々に解明せず、

試行錯誤の中での対応になる。 

・抗体となるワクチンも、一朝一夕には開発が進まず、その間症状は

ますます悪化する。         
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・この間も患者数は日々増加の一途をたどり、ベットも充足できない

医療現場でのパニックが起こる。 

・治療を受けるにも保険の適用可否があいまいで、挙句の果ては「高

額な医療費」との狭間で路頭に迷う。（２０２０年４月現在公的負担） 

このように、かつて経験したことのない病気のため、どうやって予防

したらいいのか不安が増幅します。 

 

さらに、専門家からの情報もうまく伝わらず、ＳＮＳ等からのデマも

拡散されるようになり、情報誤認で間違った行動をとる人が多くなる

という危険があります。 

 

経済の危機 

第二には「経済危機」に見舞われることです。 

一番の懸念は、「世界恐慌」が起こることではないでしょうか！？ 

なぜなら、世界中のいたるところで「人・物・金」の流れが滞ること

によって、世界中の経済が停滞し、世界残全体が大パニックになるか

らです。 

 

今でも、感染を阻止するために国民は多くの制限を強いられています。 
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・人の集まる場所へ参加自粛 

・不要不急な外出を控える 

・全国の小中高の学校の一斉休校 

・伝染拡大を防ぐための企業への協力要請 

等々。 

情報も錯綜、混乱して国内がパニックになり、国民も判断基準を失い、

ついには経済が正常に回らなくなります。 

 

ひいては世界中の経済が機能しなくなるのはないか…、と言う不安で

す。 

 

では、我々国民はみんな春の訪れを待って冬眠する熊のように、じっ

と自宅で引きこもって生活しなければならないでしょうか？！ 

 

これが、世界恐慌がもたらす大きな危険です。 
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 パンデミックが起こることによる

就業環境の変化とは？！ 

経済環境の変化は、私たちの生計維持の元になる「就労」にも影響を

もたらします。 

企業は雇用している社員から感染者が出ないように、必然的に対策を

施すことになります。 

 

出社を控えるという意味での、就業形態への対応です。 

例を挙げれば、働き方改革でも推奨されている「テレワーク」等のオ

ンラインを活用した就業形態が、積極的に求められるようになりまし

た。 

 

国は２０１８年６月に「働き方改革法案」を成立させており 2019 年

4 月 1 日からその適用は順次始まっています。 
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 「働き方改革」が叫ばれるような

ったその真相とは！？ 

最近、よく耳にする「働き方改革」ですが、あなたはこれがささやか

れるようになった背景をご存知でしょうか？ 

 

「働き方改革」を一言でいえば、多様な働き方を可能にする社会を作

るための政策です。 

「働き方改革」が言われるようになった根本は、少子高齢化問題にあ

ります。 

 

現在の日本は、だんだんと労働人口が減ってきており、ざっくりです

が「現在は７０００万くらいの労働人口」だといわれています。 

 

でも、そうこうするうちに、２０歳から６０歳以下の若い世代が少な

くなって、あと２０年から３０年後には、「５０００万人以下に減って

くる」といわれています。 

これは、これから数十年くらいで、どんどん若い働き手が減ってくる、

ということを意味しています。 
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この現象の意味するところは、２０歳前後～６０歳前後の、労働力と

して期待されている若い人口が２０００万人くらい消えてしまうと

いうことを意味しています！ 

 

これって、「怖い」ことですよね！ 

 

例えば、こんな状態です。 

今まで７人の社員がいたとすれば、いずれは５人に減ってしまう。 

 

２人がいなくなって、残った５人で７人分の仕事をしなければならな

くなるということ。 

 

さらに、 

同様に社員が７０人いるとしたら、５０人に減ってしまう。 

全体の３割くらいの社員が、年を追うごとにリタイアしていって減っ

ていく、という構図です。 

 

今の日本は、このままの状態だと、経済がどんどん衰退していってし



迫りくる経済！パンデミックの恐怖から身を守れ！ 

Copyright © 2020 スマイル‐ネットワーク all rights reserved.  33 

まう危機的状況にあるということです。 

 

戦後の荒廃した状態から、高度成長を成し遂げ、ＧＮＰ世界２位の経

済大国になった日本は、今では中国にその座を明け渡し、今では世界

３位ですらないのです…。 

 

ご存知のように、日本には資源がないので、その分を経済力でカバー

してきました。 

 

前述のように、日本の屋台骨を支えるべき労働人口が、１０００万、

２０００万単位で減っていくと、日本の経済さえ破綻するときが来る

かもしれない…。 

 

この現状を、どうやって解消していくのか？！というのが喫緊の課題、

となっているのです。 

 

このように、働き方改革が叫ばれるようになった背景には、これから

減っていく労働力の補填、つまり労働力不足の解消にほかなりませ

ん！ 
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 テレワークは本当に柔軟な働き方

ができる環境なのか？ 

働き方改革を議論する骨子としては、７つほどあるのですが、今回は、

その一つである「柔軟な働き方ができる環境づくり」にフォーカスし

てみようと思います。 

 

さて、国が推奨する「柔軟な働き方」の一例として、テレワークがあ

ります。 

 

この「テレワーク」。 

「在宅ワーク」「リモートワーク」などともいわれています。 

 

最近、ニュースでも頻繁に話が出てくるので、今ではおなじみのワー

クスタイルですね。 

テレワークの導入は、２０２０年が多くの企業がその導入を真剣に検

討するタイミングだと考えられていたようですが、昨今の新型コロナ

ウィルス対策を見ても、その予想は当たっていたようです。 
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テレワークは、「自宅に居ながらにして会社の仕事ができる」というも

のです。 

なので、通勤することがなくなり、自分自身や家族との時間を、有効

に活用することができます。 

 

特に、自宅に小さいお子さんがいる場合や、要介護の高齢者がいるよ

うな家庭では、目が届く範囲のところで仕事ができるので、より有効

な手段といえます。 

 

でも、その導入に関しては企業側や労働者側も、あと一歩踏み込めな

いデメリットもあるようです。 

それは、「勤怠管理」の問題です。 

 

企業側からは、社員が本当にまじめに業務をしているかが、きちっと

把握できない！ 

 

労働者側からは、自分で計画性をもって業務を遂行しなければならな

いので、その時間配分が難しい…等、です。 
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でも逆に、それがきっかけで双方にとっても時間管理の意識の向上に

つながることも期待できるというメリットも生まれることにもなり

ますよね！ 

 

しかし、それ以前の問題として、そもそもテレワーク適用外の職種や

インフラが整っていない企業もあるので、テレワークの本格的な導入

には、まだまだ時間がかかるのではないでしょうか？！ 
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 ワークシェアリング？！ 

副業・起業を推進する企業続出！ 

前項で、柔軟な働き方ができる環境づくりとして国が推奨するテレワ

ークを取り上げましたが、国が推奨する働き方には、もう一つ「ワー

クシェアリング」という働き方があります。 

 

実はこれもテレワークと同様、もう１０年以上も前から議論されてい

た施策です。 

 

ワークシェアリングを簡単に説明すると、雇用者同士が仕事を分かち

合うという考えのもと、新たな雇用を生み出す施策！です。 

 

しかし、この施策を導入することで、新たな雇用の受け皿になる一方

で、仕事を分配して労働時間が減らされることによる現従業員の給与

減額や福利厚生の条件が変わったりすることが考えられます。 

そうなることで、分かち合いの精神にかえって亀裂が生まれる原因に

もなるので、会社と組合との綿密なすり合わせが重要になります。 
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私が理想と考えるワークシェアリングは、例えば、 

「午前中は今就業している会社に行き、午後からは他の会社で就業し

たり、自由に好きなことをしたりすることができる！」というスタイ

ルです。 

 

なぜなら、解放された一日の後半の時間を有効活用することで、会社

に気兼ねなく副業として堂々と在宅でも稼ぐことができるし、他の異

業種で働くこともできるからです！ 

 

もちろんこのスタイルでも、空いた時間で何もしなかったら収入が減

って、生活がままならない現状が続くのは否定できないのですが… 

これは、副業や起業に対する興味や関心度、個人の価値観の問題があ

るので一概には言えませんが、私はあっても良い働き方だと思います。 

 

でも、私がどうこう言う前に、災害や恐慌など、何があってもおかし

くないような世界情勢になってくると、テレワークやワークシェアリ

ングに対するニーズがさらに高まり、同時に「副業・起業」を積極的

に推進する企業もでてくることが考えられます。 

 

でもこれは、 
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副業、起業を認める代わりに、足りなくなった分の補填は自己責任で

やりなさいよ！ 

と会社から見放されている状態だといっても過言ではありません！ 

 

いままで挙げたこれらの展開は、日本経済が停滞し企業の体力がなく

なる段階で、その動きは活発化してくると思われます。 

 

もしそうなった時、あなたならどう対応しますか？！ 
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 「自分で稼ぐ力を身につける」た

めの危機管理のすすめ！ 

前項で、テレワーク、ワークシェアリングを踏まえたうえで、今後、

副業・起業を推進する企業が続出するのではないかということを言い

ました。 

 

＊企業はあなたに本来業務である仕事とは別に、副業を認める代わり

に、給料の一部カット、ボーナスの廃止を求めてくる。 

 

＊副業で得た収益の一部を会社にフィードバックするよう求める。 

※これは、就業時間内で在宅勤務での副業を認めた場合。 

 

＊会社の商品やサービスを、時間外で社員の営業努力（サイトやオウ

ンドメディアでの活動を含む）で販売させ、そこで得た収益の何割か

を報酬とする制度の提案。 

 

＊期限を設けて身分は在職中での起業を認めつつ、期限が来たら会社

にカムバックして継続して会社とタイアップして起業活動を続ける。

※起業での業績が悪い場合は切り捨てる…。等。 
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上記は、私が予想し考えた、これからの企業と社員の関係性です。 

 

いづれにしても、これからは自分の身は自分で守れるように、自分自

身で稼ぐ力を身につけておく必要があるのではないでしょうか？！ 

 

そして、自分で「稼ぐ力を身につける」ことを前提にした就業形態を

強いられる時が来るのではないか？と私は予想します。 

 

なぜなら、数年前には、ヨーロッパのギリシャでの「財政破綻の危機」

がありました。 

加えてアメリカに端を発した、リーマンショックという「金融恐慌」

も体験しました。 

ここ数年来、大きな地震や災害が頻発し、国内外でいつ何が起こって

も不思議ではありません。 

現状の日本も、１０００兆円にわたる大きな負債を抱えているので

す！ 

 

こういう現状では、毎日普段通り働けばお金がもらえるという今の会

社は、もうあなたにとって、 
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『コンフォートゾーンではなくなる！』 

と言っても、過言では無いと思うのですが、あなたはどう思います

か？！ 

 

いづれにしても、これからは、パンデミック時における世界情勢、社

会の変化に対応できるよう、自分の身は自分で守ることとして、自分

で稼ぐ力を身につけたり、お金の勉強をしたりして、日本人特有のお

金を稼ぐことへの罪悪感を払拭する必要があるのではないでしょう

か？！ 
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 あなたが経済危機から自分の身を

守る転ばぬ先の杖とは？！ 

パンデミックの発生によって、世界中が大パニックになる「世界恐慌」

が、近い将来やってくるかもしません…。 

 

でも、こんな状況になったとしても、あなたには「成りたい自分」に

なるための「夢」があるのではありませんか？！ 

 

＊仕事を忘れて、自由に家族とゆっくり過ごしたい！ 

＊親孝行として、両親を旅行に連れて行ってやりたい！ 

＊親の懐状況を心配させることなく、子供を希望する学校に進学させ

てやりたい！ 

＊資産を蓄えて、お金の心配なく病院にかかれるようになりたい！

等々。 

 

 

そこで最後に、あなたの夢を叶えられるような『次世代型の働き方』

を教えてくれるセミナーをご紹介したいと思います。 
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ご安心ください！ 

セミナーといっても、今回ご紹介するセミナーは、あなたにご共感頂

けるように特別に企画された『無料』のセミナーです。 

 

このセミナー企画は【次世代起業家セミナー＜特別編＞】といって、

起業初心者から中級者向けに参加費 11 万円で販売され、大阪と東京

で丸２日間に渡って行われた、合計７時間にも及ぶセミナーの講義動

画です。 

 

これまでに延べ 4000 人以上の人が受講され「満足度も 95%以上」

という、珠玉の「価値の提供」をしてくれる人気のセミナーなのです。 

 

ですから、 

あなたの夢を叶える『次世代型働き方改革セミナー』といっても過言

ではありません。 

 

『期間限定』なので、いつ終了するかはわかりません！ 

私自身も既に無料で受け取って、今後のエネルギーとして大事に毎日

のように視聴しています！ 
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今回の私のレポートを、ただの情報として受け止めるのでなく、あな

た自身の「転ばぬ先の杖」として、ぜひ受け取って欲しいと思ってい

ます！ 

 

＞＞＞詳細はこちら＜＜＜ 

 

 

 

 

 

 

 

https://jisedai.me/alpsp/?a10=ezRhV
https://jisedai.me/alpsp/?a10=ezRhV
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 この世は【諸行無常】行動を起こさ

ずして何も変わらない！ 

 

ご存知の方もいるとは思いますが、「自分だけは大丈夫！」 

 

こういう思い込みを、社会・災害心理学では「※正常性バイアス」と

いいます。 

※正常性バイアス：危険な目にあった時に自分を落ち着かせようとして「自

分は大丈夫」と思い込もうとする心理状態。 

 

ぜひあなたには、前述の正常性バイアスを作動させことなく、『自分事』

として行動して欲しいと思います。 

 

そのためにも、 

あなたの夢を叶える『次世代働き方改革セミナー』を視聴してみませ

んか？！ 

 

まずはこの機会を捉えて「無料で受け取れるセミナー動画を視聴して

みる」という行動をしてほしいと思います。 
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これは一休さんのモデルでお馴染みの「一休宗純」の言葉です。 

“この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、

踏み出せばその一歩が道となる、迷わずゆけよ、ゆけばわかる。” 

 

この言葉は、まずは「一歩踏み出す」ことの重要性を説いている言葉

です。 

 

「この世は、諸行無常です。」 

無常とは「無情」（情が無い）なのではなく、この世は常に一定という

ことは継続せず、移ろい変わるものという意味です。 

 

ですから、あなたが心を一つにして何か事を起こせば、それがまわり

をも動かせるパワーとなって行動の内容に準じて物事が変わってい

きます、変化していきます！ 

 

動かなかった大きな石も、ゴロゴロと音をたて動き出し、せき止めら

れていた堤防の水も「ザーッ…」と勢いよく流れ出すのです。 

 

最後に、私がお伝えしたいのはこの一言だけです。 
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行動を起こさずして何も変わりません！ 

※大事なことなのでもう一度言います。 

 

行動を起こさずして何も変わりません！ 

 

是非とも、最初の一歩を踏み出してみてください。 

 

以下のキャンペーンに、メールアドレスもしくは LINE を登録すると、

通常 11 万円するセミナー動画を、あなたも無料でもらうことができ

ます。 

 

＞＞いますぐ登録して視聴する！＜＜ 

 

 

 

 

 

https://jisedai.me/alpsp/?a10=ezRhV
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 最後に 
 

今回のレポートでは、仏教の教えである「末法思想」を解説するとと

もに、現実的に起こっている新型コロナウイルスのような危機に直面

した時にだからこそ考えたい『迫りくる経済危機の恐怖から身を守る

方法』として発信しました。 

 

仏教の教えの中には、 

随所に人生に活力を与えてくれる法則があります！ 

今回は、私コージリのご挨拶代わりの『如是我聞シリーズ第 1 巻』と

して、このレポートを発信しました。 

いかがだったでしょうか？ 

 

このレポートの冒頭でも、リンクを貼らせていただきましたが、 

「仏教マーケティング実践セミナー」では、 

いつでも、あなたのご来訪を歓迎してお待ちしています！ 

 

あなたのストレスのガス抜きに、是非、のぞきに来ていただければ幸

いです！ 
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＞＞＞仏教マーケティング実践セミナー＜＜＜ 

 

この度は、最後までお読みいただき有り難うございました！ 

では、またお会いしましょう！✋ 

 

仏教マーケティング・マーケッター 

コージリ 

＝＝＝＝＝＝＝【コージリの部屋】＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【コージリ運営メルマガ】 

◆起死回生☆人生を好転させる仏教マーケティングの秘密！ 

https://mail.os7.biz/add/blP6 

【コージリ運営サイト】 

◆起死回生☆仏教マーケティング実践セミナー 

https://bukkyou‐marketing.site/ 

発行者：スマイル‐ネットワーク 代表 コージリ 

mail：smile.network.info@gmail.com 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
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