
　 
クラブハウスでやらかしました。 
　 
伊勢です、 

やらかしました。 

「クラブハウスって知っていますか？」 

最近、話題のSNSなのですが 
もう、早速やらかしました。 

何をやらかしたかと言うと、、 
詳しくは、後半で。 

・・・・・ 

世の中には、相性が悪いものが 
色々ありますよね。 

例えば、 

塩素系洗剤と、酸性洗剤とか。 

「混ぜるな危険！」と 
後ろのラベルに書いてあります。。 

お風呂掃除で混ぜようものなら 

「下手したら死ぬよ」 

と言われます。 

・・・・・・・ 

他にも相性が悪いと言えば、 

若乃花と、貴乃花の 
若貴兄弟なんかも有名です。 

昔はあんなに仲が良かったのに 
今となっては、混ぜたら 



「死人でるよ」 

とまで、言われています。 

（私が言っているだけです） 

・・・・・ 

他にも絶対に混ぜては 
いけないものとしては 

カルロス・ゴーンと 
ミスタービーンと 
サンテグジュペリ（星の王子さまの作者） 

の3人があげられます。 

クイズです。 

どれが、誰でしょうか？ 
https://rise-land.com/oise/content/who.pdf 

この3人は、グーグルのAIも 
判別できないと言われています。 

また、3人の鼻が並ぶと 

「宇宙とつながる 
バキュームポイントになる」 

「ブラックホールが出現する」 

とまで、言われています。 

（私が言っているだけです） 

・・・・・・ 

他にも、伊勢と薬膳火鍋の 
相性も悪いと言われています。。 

https://rise-land.com/oise/content/who.pdf


六本木時代に、家から徒歩5分の 
薬膳火鍋に通っていました。 

食べ終わって5分で家に帰れるのですが 
二度も漏らしたことががあります。 

「あ、お腹痛い」と思った20秒後には 
もう出ているという、破壊力でした。 

・・・・・・ 

他にも、ペッパー君と 
アシモ君も相性が悪いと言われています。 

ペッパーくんは、アシモ君を見ると 

「一万円貸してくれませんか？」 

と、お願いをするそうです。 

最終的に、困り果てたアシモくんは 
全力でプロミスに走る 

と、言われています。 

（すみません、全部、ウソです） 

・・・・・・・・ 

それは、さておき、 

最近の世の中で、 

「最も相性の悪い組み合わせ」 

と言われているものを知っていますか？ 

それは、 

「おっさん」×「泥酔」×「SNS」 



だと、言われています。 

だいたい、おっさんは 
酔うとロクなことを言わないわけです。 

酔って「良いこと言っている」と 
思っているのは、自分だけなんですよ。 

まるごと認めてしまうと 
おっさんというのは、 
みっともない人間なわけです。 

もう、内面がみっともないんですよ。 

生きてきた澱みたいなものが 
たまりにたまって、 
色々、みっともないわけです。 

存在が、哀愁なのです。 

シンプルに生き物として 
気持ち悪いわけです（笑） 

・・・・・・ 

そんなシンプルに気持ち悪い 
私が酒に酔うと、まあ、酷いです。 

心底、気持ち悪いわけです。 

それを、クラブハウスで 
やってしまいました。 

「おじさん」×「泥酔」×　クラブハウスです。 

あのね、 

私はね、、、 

あれ以来、、、 

一度も開いていませんよ。 



クラブハウスのアプリを。 

アイコンをクリックしようとすると 
手が震えるんですよ。 

手が震えて、体が拒否して 
押せないんですよ。 

しかも、あの日の記憶は 
途中から、何一つないわけです。 

気づいたら、椅子に座って 
寝てたんです。 

何も覚えていないのです。 

なのに、アイコンを 
クリックしようとすると 
プルプルと手が震えるんです。 

明らかに拒絶反応が出ているのです。 

これは、絶対に、何か大変な事を 
しでかしたのだと思います。 

記憶がなくても、 
心と体は覚えているんです。 

だから、、 

クラブハウスでつながった皆さん、 
どうか、私の事は忘れてください。 

当日話をしていたのは、 
私ではなく、なりすましの方 
だと思います。 

・・・・・・・ 

アサギさんという有名な 
女性起業家の方がおりまして、 
クラブハウスで見つけたもので、 



「お邪魔します」 

と、ルームに 
入っていったのですね。 

この時点で、珍しくお酒を 
飲んで、だいぶいい気分でした。 

あさぎさんは、女性起業家界隈では 
裏ボス的な存在です。 

最新著書も大好評です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「私、ちゃんとしなきゃ」から卒業する本 
https://www.amazon.co.jp/dp/B08883DCN2 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

おすすめです。 

「ちゃんとしなきゃ」から 
卒業する本なのですが 

アサギさんは怖いので、 
アサギさんの前では 

「ちゃんとしなきゃ」 
って、私は思います（笑） 

この本は、 

母として、ちゃんとしなきゃ、 
妻として、ちゃんとしなきゃ、 
女性として、ちゃんとしなきゃ、 
娘として、ちゃんとしなきゃ 

を、まず辞めよう、という本です。 

女性が今の社会で活躍するには 
とても大切な事だと思います。 

お世辞ではありません。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B08883DCN2


実際、私の周りで活躍している女性も 
等しく最初は、「ちゃんとしなきゃ」の 
呪縛で苦しみます。 

その後、ちゃんとしなきゃを卒業し 
その葛藤を抜け出した人が 
活躍しているなと思うからです。 

女性なのにと言われようと、 
家空けすぎと言われようと、 
図々しいと言われようと、 

そんなのは、誰かの都合なわけで 
絶対のルールではないわけです。 

これは、本当にそう思います。 

ということで、 
アサギさんは、言動一致で 
ウソがない方なので 

ぜひ、本を読まれてみたり 
クラブハウスでつながられて 
みてください。 

小田桐あさぎさんです。 

・・・・・ 

で、そのあさぎさんが、 
私を見つけて、気を遣って、 
スピーカーにしてくださったんです。 

クラブハウスデビューです。 

緊張のあまり、アオリましたよね。 
ぐびぐちと。 

たくさんの面白い話を聞けました。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「ドバイのリモートワーカー向け 
ビザって知っていますか？」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今、ドバイは、リモートワーカーを 
呼び寄せようとしていて、 
かなりゆるくビザを出してくれてるそうです。 

ドバイは、法人税も、所得税もゼロです。 

更に、目が飛び出るような 
超高級物件も月額20万とかから 
借りれるそうです。 

ドバイは、移住先として 
とても注目されています。 

ドバイといえば、川島和正さんも 
既に住んでいます。 

いつも世界最先端の暮らしをしている 
川島和正さんのお話もたくさん聞けて 
さすがだなと思いました。 

ためになりましたし、 
楽しかったですね、、。 

ただ、ほぼ 
記憶がありません。。。 

絶対に、やらかしました。 

・・・・・・ 

クラブハウスのCEOは、 
招待制ではなく 
できるだけ早くオープンに 
切り替えると表明しています。 

ここに来て、音声配信が 
一気に来ましたね。 



クラブハウスだけではなく 

他にも 

「stand fm」 

というポッドキャストの 
アプリも流行ってきています。 

この辺りの情報は、 
ティックトックグループの 
仲間たちが早いです。 

素早く実践して教えてくださるので 
本当に助かっています。 

また、サロンメンバーで、 
西海岸に住む峯岸さんという方も 
色々な情報を教えてくれています。 

いつもありがとうございます。 

・・・・・・ 

ということで、 

今日の結論は、 

ありません。 

失敗してしまったな、 
という話です。 

いい歳して、たくさん失敗しています。 

たくさん後悔もします。 

そして、生き恥をさらしながら 
生きています。 

まあ、だからではないですが、 

人よりたくさん失敗する分だけ 



ちょっとだけ、良い思いもできている 

という部分もあるかもしれません。 

中島聡さんの有料メルマガで 
紹介されていたこちらの動画を拝見して 
そんな事を思いました。 

めちゃくちゃ感動します。 

//////////////////// 

P&GオリンピックCM 
https://youtu.be/0JaHtpjzIME 

//////////////////// 

たくさん、転んで痛い思いをした未来に 
栄光はあるのですね。 

ぜひ、見てみて下さい。 

感動します。 

それでは、 

次回は、株式投資のトレンドについてお話しようと 
思います。 

お楽しみに。 

今日も最後までお付き合いいただき 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

ミャンマーの友人たちが、大変な 
思いをしないで済むように 
心から願っています。 

https://youtu.be/0JaHtpjzIME


デカップリングの冷戦状態が 
進むと、代理戦争が第三国で 
起こりやすくなります。 

今回もクーデターを起こした軍は 
事前に中国に許可をとっていたのでは 
と、日経に書かれていました。 

バイデン政権になってアメリカが 
どう動くのかを世界がみています。 

そして何より日本とミャンマーはとても 
深い関係にあります。 

アメリカがミャンマーの制裁を 
解除したときの事です。 

アメリカは世界中に紛争を抱えていて 
ミャンマーまで手がまわらない状態でした。 

国連全盛時代、アメリカが世界の 
警察をしていた頃で 
アフガニスタンで泥沼に 
はまり込んでいた時期です。 

アメリカ国内の世論も 
「他国のためにお金や軍を使うのは 
もういい加減にしろ」という時期でした。 

そこで、日本にお鉢が回ってきます。 

「ミャンマーの民主化と発展は 
日本に任せる」 

と。 

これが、アメリカのとった方針でした。 

なので、日本は、世界でおそらく一番 
ミャンマーを支援してきました。 

もちろん、莫大な 



お金も出してきました。 

スー・チーさんは日本の大学に 
いましたし、 

日本は、軍事政権時代に各国が 
断交をするなかで、 

西側諸国のパイプ役として 
断交すること無くつながってきました。 

近年は、中国の一帯一路政策で 
中国の投資額が増えてきました。 

日中戦争で日本軍を苦しめたのは、 
蒋介石ルートと呼ばれるものです。 

インド洋からミャンマーを経由して 
中国に直接、兵器や物資を運んだ 
ルートを蒋介石ルートと呼びます。 

この蒋介石ルートを中国は 
近年、復活させました。 

インド洋から、ミャンマー経由で 
直接、天然ガスを運ぶパイプラインは 
数年前に既に開通しています。 

このパイプラインは重要です。 

ベトナム、フィリピン、台湾沖で 
軍事的な揉め事が起きて、 
その海域が封鎖されたとしても、 

燃料資源の輸入をとめられず 
インド洋側から直接資源を運べる 
重要なルートです。 

蒋介石ルートがあれば東アジアを 
封鎖されても 
アフリカや中東から資源を 
運ぶことができます。 



そういう意味では、 
冷戦時代において、 

ミャンマーは地政学的に 
重要な位置にあると言えます。 

なので、デカップリング時代の 
最初の紛争場所となってしまう可能性が 
出てきています。 

とても心配です。 

バイデン政権も非常に難しい 
舵取りを迫られることになりました。 

日本も2016年に8000億の 
支援を表明し中国に対抗してきました。 

実際にこの数年、毎年1000億近いお金が 
投入されてきました。 

日系企業も積極的に進出して 
直接投資を行ってきました。 

近年のミャンマーの発展具合は大きく 
日本の担ってきた役割も大きいです。 

アメリカの代理、西側諸国の 
代表として、やってきたのが日本です。 

中国は、パイプラインを通したり 
サトウキビを輸入したり 
自国の得になることだけにお金を 
使います。 

日本は、ミャンマーが立ち上がるために 
共に共存共栄しようというお金の 
使い方です。 

日本の支援の仕方は、どこよりも 
きれいです。 

それは、政府のお金が絡みますから 



色々あります。 

ゼロではないです。 

それでも、世界中のどこよりも 
きれいでな支援で、 

何より現場の人たちが、 
どの国よりもきれいな気持ちだと 
私は感じます。 

それは日本が世界の途上国で 
築いてきた「信頼」という財産です。 

ミャンマーの事は、他人事ではなく 
我が国日本が、 

ここまで進めてきた交流と 
投資が、どうなるかの 
国として大きな話でもあるのです。 

ただ、今回の事をみても 
諜報的な役割を日本が担う事は 
国際社会では難しいのだろうなと 
思いました。 

ミャンマーの方々は、本当に 
心優しい方々です。 

彼らと現地にいる日本人が 
苦しむことがないように 
願います。 

　 
　 
　 
　


