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「今回は、3年前にご縁をいただいた坂本一孝様にお話しをうかがいました」

あなた様からのお問い合わせやご意見・ご感想お待ちしております。
返信用封筒、E-mail、FAXをご利用ください。

キーストーン百年シナリオ通信発行元

株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ

〒531-0072　大阪市北区豊崎3-9-7 いずみビル5Ｆ

発行責任者　石野　毅

TEL                                                         FAX
E-mail  info@kanameishi.com　U  R  L  http://www.kanameishi.com

0120-140-439 0120-707-139

2010年蝉時雨号～豊かな人生を提案するライフナビゲート情報誌～

キーストーン
百年シナリオ通信

　昨年4月の事務所移転の折に、あるお客様からお祝

いにいただいた胡蝶蘭。この一年、大切に育てたら、き

れいな花を咲かせてくれました。しかも、もう1ヶ月以

上も咲き続けています。それが嬉しくて、記念に写真

を一枚。

　人と人とのご縁も同じですね。大切に大切に人のご縁

を育てて、胡蝶蘭のように数珠繋ぎできれいに花を咲か

せる。それも息の長いお付き合いで。

お客様と弊社もそんなお付き合いを

させていただきたいと思っておりま

す。今後ともどうぞよろしくお願い

申し上げます。

株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ
代表取締役　石野　毅

暑中お見舞い申し上げます

原：ＦＰ(ファイナンシャル・プランナー )

に相談しようと思われたきっかけは？

坂：マンション購入を検討していたのです

が、「今の家計で購入できるのか」とい

うところが気になっていました。大手

マンションデベロッパーの営業担当の方に話しをしたら、

「ＦＰさんに相談されてはどうですか」と勧められ、紹介さ

れたのが原田さんでした。

原：ご相談時に、家計について詳細に公開することに対して、

抵抗感はありませんでしたか？

坂：原田さんから、住宅購入のことも含め、ライフプランニング

（人生設計）の考え方について、じっくりお話しをお聞きし

ました。その時に「この人のことは信頼できる」と思いまし

たので、抵抗はありませんでした。家計のことはオープンに

しないと、正確な現状分析もしていただけないですしね。

原：その結果･･･

坂：原田さんからもアドバイスをいただき、一戸建てを購入

しました。その時は、せっかく組んでいただいたライフプ

ランニングが、1年後に全く違うことになってしまうとは

思ってもいませんでしたけどね(苦笑)。

原：何があったのですか？

坂：勤めていた会社が突然倒産して、収入の目処が全くたたな

くなってしまったんです。おまけに、新会社を設立するこ

とになり、私が社長職を任されることになりました。

原：それは重責ですね。

坂：私は新会社のことで精一杯で、家計のことは妻に任せっき

りでしたが、ライフプランニングをもとに家計のやり繰り

してくれていたのか、妻からは

なんの相談もありませんでした。

おかげで私は会社のことに集中

でき、今回は黒字決算を迎える

ことができました。

原：家庭も会社も非常に大変な時期を過ごされたのですね。

坂：私は、自分ができることを日々精一杯やっただけです。私

の力が及ばない部分は、それを補う力をお持ちの方や会社

様から援助いただきました。私は、皆さんが協力してくだ

さったことを、従業員とともにまとめあげて形にすること

だけを考えました。

原：従業員さんも不安を持っていらっしゃったでしょうね。

坂：私にとって従業員は、会社が大変な時期を一緒に支えてく

れた仲間ですから、本当に大切なんです。なので、社員1人

1人と話しをし、ライフプランの見直しに興味を示した者

には原田さんを紹介させていただきました。自分の経済状

態をきちんと把握していることの重要性を私も感じまし

たのでね。社員3名ほど相談させていただいたと思います

が、みんな喜んでいましたよ。

原：将来の夢は？

坂：弊社も中国ビジネスへの

取り組みを考えており、

先日は青島を訪問、6月に

は深セン視察(本紙P.3 掲

載)にも参加します。最近、

付き合う人、出会う人が

変わってきています。1つ

1つの出会いを大切にし

ていきたいですね。

進化するＦＰ原田 Vol.10　～お客様インタビュー編～

坂…坂本一孝様
原…原田

いつも心配りを忘れず、従業員のためによりよい会社づく

りを目指されている坂本様。今回の取材を心よくお引き受

けいただき、誠にありがとうございました。福利厚生の一

環として、社員の皆様のライフプランニングや資産設計の

お手伝いをさせていただいておりますが、今後ともお互い

に成長できる関係でありたいですね。今後ともよろしくお

願いします。

原田コメント

坂本様の大切な仲間。
（株）メタルクリエイションのスタッフ
の皆様です。



キーストーンアライアンスメンバー（大阪）
「人生百年シナリオ」プロデューサー
～備長炭のように活きる～

井上　弘一 （イノウエ　ヒロカズ）

昭和33年生まれ　兵庫県姫路市出身
「人生のゴールが百歳だとしたら、あなたはどんなシナリオを描くでしょうか？」
ゴールを遠い先におくことで広がる世界を伝えたい！
４年前から取り組んでいる「セカンドライフ設計」、健康・家族・住まい・志事・
お金･･･考えることは山ほどありますが、「自分のゴールをどこに置くか？」がと
ても重要と考えます。

キーストーンアライアンスメンバー（札幌）
株式会社クレストコンサルティング
取締役　角谷　賢治（カドヤ　ケンジ）

昭和36年　北海道芦別生まれ
大手ハウスメーカーで11年勤務後、平成11年ソニー生命保険に転職。
平成17年より株式会社クレストコンサルティングにて、
ＦＰ、ＩＦＡ(Indepent Financial Advisor)として日々奔走中。
座右の銘：「必然」

人生百年シナリオ

生きがい・趣味

　自分の人生はあの世で自分自身が決めて生まれて

くると言う説があります。だから自分に乗り越えられ

ない事は起こらないと…。たとえば、人生にはシナリ

オのようなものがあり、それに沿って人生は流れてい

る。では、予め人生がシナリオで決まっているのなら、

何をしようと無駄なのでしょうか？逆に何をしない

で待っていてもすべては上手くいくのでしょうか？

　幸せを引き寄せる人とそうでない人との違いは、そ

の人の人生のシナリオによるものなのでしょうか？

　人生のシナリオはそんな単純なものではありませ

ん。実はシナリオに書かれている「幸せ」を引き寄せる

鍵があります。それは「今をワクワク活きる」です。「過

去に感謝、未来に夢・希望、今をワクワク」これは望月

俊孝氏が提唱する「宝地図」のキーワードです。

　そしてこれこそが「人生百年シナリオ」のコンセプ

トでもあります。セミナーのワークショップでは、参

加者の方にご自身の百年シナリオを書いていただい

ています。将来の夢・希望を描いて、過去のことを振

り返り、そして今をどう生きるかを考える。すると、

いろんな気付きが出てき

ます。そこで一番気付いて

欲しいのは「今生きている

ことが幸せだ」と言うこと

です。そして、そう思える

とまた幸せを引き寄せると言うことです。

　あなたの一度しかない人生、百年シナリオを描いて

幸せを引き寄せてみませんか？

　一年間「人生百年シナリオ」をご愛読いただきあり

がとうございました。セミナーや百年シナリオ通信の

原稿を通じて一番気付きが多かったのは、間違いなく

私自身だったようです。今の幸せに感謝しつつ、幸せ

な百年シナリオを描いていこうと思います。

「人生百年シナリオで幸せを引き寄せる!?」

　かねてから応援を

してきた札幌の国際

NGO団体「Peace」の山

岸さんから、アフリカ

のウガンダへのボラ

ンティア参加を誘わ

れました。

　家に帰り、軽い気持ちで妻に「誰か不登校で悩んで

いる子供はいないか？」と聞きました。と言うのは、昨

年、不登校の中高生2人がウガンダへ行き、自分たち

がいかに恵まれた存在かを知って、その後学校へ通い

だした話を聞いていたからです。話を聞いた妻は私に

言いました。「お父さん、我が息子を連れて行って。学

校で孤立して困っているの」。息子が学校でうまく行

ってないのは知っていました

が、何も力になれずにいまし

た。アフリカ行きが定められ

た運命のように思えてきて急

遽、出発を決めました。

　ウガンダの日程はとても

ハードで、観光は買い物だけ

という内容でした。「ボラン

ティアして来ました」と胸を張って言えます（笑）。

　アフリカからの帰り道、最後の家路で息子が言っ

た「俺、やっぱり行って本当に良かった」の言葉に不

覚にも涙がこぼれそうになりました。息子にとって

は望まぬアフリカ。朝から晩まで休みなし、食事、ト

イレ、大人のペース、でこぼこ道、暑さ、蚊帳…。途中

息子から「帰りたい」と責められ、「いつかわかって

くれればいい」と胸を痛めていたからです。「日本て

凄いね。道が凄く静かだね！日本て最高！」と道路に

まで感動している息子の今後が楽しみです。

ありがとう「ウガンダ最高！」

「ウガンダが教えてくれたこと」

最終回

キーストーン主催中国深セン視察報告  　～全国から総勢35名が参加、深センの発展振りに一同驚愕!! ～

ナマの海外情報 視察ツアーレポート＆ロングステイ情報

　6月1日（火）から3日（木）までの3日間、キーストー

ンアライアンス主催で、成長著しい中国広東省の深セ

ン市に視察に行って参りました。

　このツアーは、私たちのお客様である経営者の方々

を中心に、深センの経済発展の現状をこの目で確認し、

中国とのビジネスの糸口にしようという目的で、急遽

組まれた企画です。私自身、今年3月に訪深して以来、

今回で2度目の視察となりますが、わずか3ヶ月の間で

も、街の変貌振りには目を見張るものがあります。来

年のユニバーシアード開催に伴い、競技場が急ピッチ

で建設されており、また市の中心地でも50階、100階建

ての超高層ビルや地下鉄の複数路線の建設計画が次々

と進められています。ここ2、3年で間違いなく深セン

は中国国内だけでなく、世界有数の大都市に挙げられ

ることとなるでしょう。

　さて、そもそも今回のツアー開催のきっかけは、私

の古くからの友人である杉野哲郎氏が、深セン市政府

の中日経済文化交流促進機構主幹を務めており、深セ

ン視察の案内役を買ってでてくれたことでした。杉野

氏のおかげで、通常ではまずお会いすることができな

い深セン市政府の要職の方への表敬訪問や、同地で起

業して頑張っておられる日本人経営者との交流の機会

を得ることができました。

　1980年当時、中国政府の肝いり政策で経済特区に指

定されたこの町は、今や東京の人口をも上回る1,300

万人都市へと発展し、IT分野や電気自動車の生産など

で世界から脚光を浴びる企業を排出しています。地理

的にも香港と隣接しており、将来的には経済圏を統合

していく計画もあるとのことで、万博が開催されてい

る上海とともに、まさに今の中国を象徴する地域とな

っています。

　キーストーンアライアンスでは、今

後も香港を含めた同地域に注目し、定

期的に接点をつなげていきたいと考

えています。そちらの活動報告もこの

ニュースレター等でさせていただき

ますので、どうぞお楽しみに。

キーストーンアライアンス 代表

石野　毅

深セン中心地のショッピングセンターにて。

ジャスコや日本でのおなじみ居酒屋も入居

し、日本ブランドや品質の高さは折り紙つき。

深センの市庁舎。まるで幕張メッセの国際展

示場のような広さにただただ圧倒されます。

これが市役所とは!

深セン市科学技術貿易担当NO.2のリュー・イーピン

さん（中央）と。日本語通訳係のおふたり。リューさん

も通訳の方もとても優秀な方とお見受けしました。

リューさんのプレゼンテーションに聞き入る視察団

のメンバー。みなさん熱心にメモを取って、深センの

可能性について深く感じいっていたご様子です。

セミナーで講演いただいた日本人起業家の熨斗（の

し）麻起子様。中国人社員50名を抱え、現在水の宅

配サービスのビジネスを深センで展開中のこと。

案内役をしてくれた杉野哲郎氏（右から4人

目）と四川料理店で。「杉野さん、3日間本当に

お世話になりました」

参加メンバーの感想

　香港から車で約45分位のところに位置している深セン市。約30

年前までは、ただの草原が広がっていたこの町は、現在では高層ビ

ルやホテル、マンションが立ち並び、六本木ヒルズばりの高さ約

700Mの高層ビルも、トンカントンカンと昼夜を問わず建築中でし

た。まさに昭和後期のバブル時代を彷彿させる風景。しかも、市民

の平均年齢は30歳と若い。「ここに何らかのビジネスチャンスがな

いか？」という事で、集まった経営者の皆さん、FPの皆さん、総勢

35名。

　皆さん、さすが低迷する日本経済の中で生き残っ

てきた猛者。理屈じゃなくて、肌で感じていらっしゃ

るようでした。すでに現地であれやこれやとビジネ

スプランがツイート（つぶやき）されています。

キーストーンアライアンス 副代表

笠原　慎也

　50階建て以上のビルが立ち並び、近代的な都市の様相を

呈しており、まさにこれから成長していく勢いを感じまし

た。現在の深センは、パズルでいうとポイントとなるピー

ス（建物等）を並べている段階で、これから３年以内にイン

フラ（地下鉄等）などのピースでつなげ、一応の完成となる

ようです。

　ただ急速な成長に反し、お店の接客や住民のマナーなど

は上海、香港のような国際都市に比べ遅れており、都市と

してはまだ洗練されていません。今後、人

的な教育なども重要ではないでしょうか。

いずれにしろ、今後中国の高度成長のモデ

ルとなるのは間違いないでしょう。

キーストーンアライアンス(東京)

水落　操
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