
今週の気になるニュース2つ／続報！2021年のゴールドラッシュ
作戦 

　 
伊勢です、 

ちょっと、かなり 

まあまあ、 

気になっている 
ニュースがあるので 
シェアさせてください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
対中工業品輸出、関税86%撤廃へ　RCEP15日署名 
http://sh.k2academy.net/qviau 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これが何かというと、 

日本視点でみると 
貿易取引1位の中国と 
2位の韓国に対する関税を撤廃しよう、 

ということです。 

世界的に見ると、世界の貿易の3分の1を 
占めるエリアが関税撤廃をしてひとつの 
グループになる、 

というイメージです。 

「いいんじゃない？」 

と思う人もいそうですが、 

個人的には、 

これは、まずいなと思っています。 

まずい理由は、 

http://sh.k2academy.net/qviau


1.アメリカの中国切り離しの政策と対立する 
（しかも大統領交代のタイミングでねじ込んだのも印象が良くない 
少し卑怯な感じ） 

2.アメリカのアジアでの立場が弱くなる 
（経済の美味しいところだけとって 
軍事だけ協力してくれとは虫が良すぎ） 

3.日本に安い製品が入ってくる 
（日本のデフレが終わらなくなる。これは悪手。 
せっかくのインフレチャンスを日本は捨てた事になる） 

4.中国が息を吹き返す 
（アメリカに切られた中国がアジア中心の貿易で息を 
吹き返す） 

5.菅さんが経団連の要求は聞いてしまう人だと分かった 
（財界の力が強い日本ではしかたがないのですが 
経団連の製造業者への利益誘導が丸見え） 

救いとしては、 

1.段階的に撤廃なので実際には何もしない 
可能性もぜんぜんある。 

ということです。 

実際には何もしないでなし崩しに無くなったら良いなと 
思っています。 

次のニュースも妄想を掻き立てられます。 

これは、凄いです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
二週間隔離でも、オーストラリア首相が来日。 
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111200534&g=int 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

オーストラリアの首相が来日します。 

なんと、オーストラリアに帰国後 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111200534&g=int


2週間の隔離生活をするそうです。 

それでも来ます。 

これは、凄いことですよね。 

逆の立場で、菅首相が2週間の隔離をしてまで 
外交に行くとしたら、、、 
相当な騒ぎになると思います。 

そこまでして、日本に来るわけです。 

これは、よほどの事ですよね。 

なぜ、そこまでして、会いに来るのか？ 

ここがポイントですね。 

上記の問題についての対応かもしれません。 

アメリカ大統領選挙の結果を受けて 
今後をどうするかを話したいのかもしれません。 

対中戦略でなにか動きがあるのかもしれません。 

アメリカの代わりに来るのかもしれません。 

オーストラリアはアメリカの作る新秩序 
ファイブアイズの一員です。 

日本、オーストラリア、インド、台湾、アメリカ 
というのが、最近は軍事的にも繋がりが強いです。 

なぜ、このタイミングで、来たのか？ 

ここは、考えていく価値がありそうです。 

ひとつ言えるのは、オーストラリアにとっても 
日本は重要な国になっているということです。 

・・・・・・・・・・・ 



次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
１０月自殺、２０００人超　昨年比３９％増―警察庁 
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111001047&g=soc 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

経済的なこともありますが 
将来への漠然とした不安が大きいと 
思います。 

なので、ネガティブなニュースではなく 
明るい未来をイメージできるものを 
伝えていかないと、 

と、改めて思いました。 

テレビもユーチューバーも 
明るいニュースを扱って欲しいですね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ホンダ、自動運転レベル3発売へ 
https://this.kiji.is/699154678272541793 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

世界初の運転中に手を離せる 
レベル３の自動運転車をホンダが出します。 

EV（電気自動車）では遅れをとっている 
日本ですが、これは明るいニュースですね。 

いよいよ、自動運転が日本でも可能に 
なってきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「スマホで運転免許証」検討　加藤官房長官 
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111100631&g=pol 

マイナカード、スマホ搭載へ　２２年度中、普及促進―武田総務相 
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020110600495&g=eco 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

菅首相ががんばっている日本のDX化への 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111001047&g=soc
https://this.kiji.is/699154678272541793
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111100631&g=pol
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020110600495&g=eco


取り組みについてです。 

行政系のデジタルトランスフォーメーション（DX）に 
本腰を入れているのが分かります。 

がんばって欲しいですね。 

・・・・・・・・・・ 

さて、 

前回のメールでもお伝えした 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2021年から始まるゴールドラッシュに 
皆で乗っていこう！ 

「環境シフトで日本はどう変わる？」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ですが、 

具体的にお伝えできる内容が 
決まってきました。 

まず、吉田先輩のプロフィールです。 

------------------------------------------ 

吉田和充（ヨシダ カズミツ） 

ニューロマジックアムステルダム 
Co-funder&CEO/Creative Director 

1997年博報堂入社。キャンペーン/CM制作本数400本。 
イベント、商品開発、企業の海外進出業務や 
店舗デザインなど入社以来一貫してクリエイティブ担当。 

ACCグランプリなど受賞歴多数。2016年退社後、 
家族の教育環境を考えてオランダへ拠点を移す。 
日本企業のみならず、オランダ企業のクリエイティブ 
ディレクションや、日欧横断プロジェクト、 



Web制作やサービスデザイン業務など多数担当。 
保育士資格も有する。 

海外子育てを綴ったブログ「おとよん」は 
子育てパパママのみならず学生にも大人気。 
https://otoyon.com/ 

------------------------------------------ 

当日のコンテンツですが、 

なぜ、オランダが 
サーキュラーエコノミー（循環型経済）の 
先進国になったのか？ 

という「背景」からお話を頂き、 

ここでは、国の方針などトップダウンの 
流れについてもお伝えします。 

次に、 

ボトムアップの流れ、 

街の商店街や飲食店や農家に至るまで 
どのような具体的な取り組みがあるかを 
紹介してもらいます。 

具体的にイメージできる 
たくさんの事例を話してもらえることに 
なりました。 

今回は、特にイメージしやすい 
飲食や農業の事例を中心に 
お話いただきます。 

最後に、 

「リジェネレティブ農法」 

についてもしっかりと 
お話いただきます。 



リジェネレティブ農法とは 
https://www.patagoniaprovisions.jp/pages/why-regenerative-organic 

上記パタゴニアのページにもありますが 
気候変動の解決策は農業、土壌の中にこそある 
という考え方です。 

ネットフリックスに 
「キス・ザ・グランド」という映画があるのですが 
まさにリジェネレティブ農業についての映画です。 

ぜひ、予習としてネトフリ契約している方は 
御覧ください。 

「キス・ザ・グランド」（リジェネレティブ農業） 
https://www.netflix.com/jp/title/81321999 

ぜひ、覚えておいてください。 

本当に楽しみになってきました。 

//////////////////////// 
12月3日　20時～ 
2021年から始まるゴールドラッシュに 
皆で乗っていこう！ 

「環境シフトで日本はどう変わる？」 
//////////////////////// 

ぜひ、ライブにご参加ください。 

12月3日、スケジュール帳に 
予定入れておいてくださいね。 

一緒に、勉強しましょう。 

参加することでこれから日本で起きてくる 
未来を予見できる「目」を手に入れることが 
できます。 

それは、投資の分野でのチャンスや 
ビジネスでのアイデアに直結します。 

https://www.patagoniaprovisions.jp/pages/why-regenerative-organic
https://www.netflix.com/jp/title/81321999


・・・・・・・・・・ 

最後に、今週の金曜日のライブも 
お待ちかねのライブです。 

今月は、SNS強化月間ということで、 

高額セミナーで教えてもらえるような 
内容を先生をお呼びして教わってきました。 

第一回目は、 

SNS経由で月に2千万円を売り上げる 
3年前まで主婦だった子育てママ起業家の 
先生にSNSの極意を教えていただきました。 

ユーチューブも、インスタもTik Tokも 
全て3ヶ月以内に1万フォロワーを達成しています。 

生き方も尊敬できる女性起業家です。 

まだ、ご覧になっていない方は 
こちらを御覧ください。 

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

SNS発信でビジネスを立ち上げる秘訣セミナー 
https://youtu.be/mzv8VsLX3MA 

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

そして、今週の金曜日は、 

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

・顔出ししないSNS 
・女性のためのコピーライティング 

11月20日金曜日　20時～ ON AIR 
https://rise-land.com/oise/content/20live.html 

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

https://youtu.be/mzv8VsLX3MA


です。 

この女性の先生のインスタは顔出しを 
していないのですが 
大好きで毎回見てしまいます。 

こういうやり方もあるんだ 
と気づかせて頂きました。 

顔出しがどうも、、、 
という人にとっては 
救いになると思います。 

あとは、 

人気のコピーライターさんでも 
あるので、女性のコピーライティングに 
ついてもお話いただきます。 

コピーライティングは、 

インターネットでビジネスをする上では 
絶対に外せないスキルになります。 

最近でも、解散宣言をした 
レペゼン地球のDJ社長が 
コピーライティングの重要性について 
最後のビデオで話していました。 

（DJ社長の次のステージはビジネス系な 
気がします。。） 

レペゼン地球が解散する本当の理由【これが最後の動画です】 
https://youtu.be/gMLLNXh4XMI 

このようにコピーライティングを 
学ぶことがネットで稼ぐ一番の近道な 
わけですが、、 

ひとつ問題があります。 

それは、コピーライティングを教えるのが 

https://youtu.be/gMLLNXh4XMI


男性ばかりなので、 

女性に求められるライティングのハウツーが 
実は、あまり伝わっていないことです。 

そして、学ぶ女性も、男性の話を 
聞いていると「？？」な状況に 
なってしまいます。 

男性と女性の脳の仕組みと 
欲求は異なる部分が多いので 
当然混乱してしまいます。 

これが、 

女性コピーライティング問題です。 

ということで、問題を解決できるのが 
バリバリ第一線で活躍している 
今回の先生かなと思っています。 

ぼくの意見としては、 

基本は変わらないと思っています。 

根本は変わらないのですが 
アウトプットは変わると思っていて、 

その基本を抑えつつどのように 
アウトプットで変換を行うのかを 
聞けるのではないかと 
期待しています。 

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

・顔出ししないSNS 
・女性のためのコピーライティング 

11月20日金曜日　20時～ ON AIR 
https://rise-land.com/oise/content/20live.html 

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



それでは、 

週末にお会いできるのを 
楽しみに今週も楽しくいきましょう。 

いつも読んでくださり 
ありがとうございます。 

伊勢隆一郎


