
【お伊勢さん】クイズです。正解すると良いことあるかも。 

伊勢です、 

2月22日（月） 
3月9日（火） 

にライブを開催します。 

その詳細についてです。 

突然ですが、クイズです。 

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

Q.以下で話されている国の国名を 
　答えてください。 

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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント1:世界で最も高い税金の国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

年収700万円以上だと所得税率は60％。 
消費税率は25％。自動車税率は180％。  

しかし、国民は高い税金に満足しています。 

税金が高すぎると感じている国民は全体の20％。 
ちょうど良いと思っていのが66％。 
安すぎると思っているのが12％。 

61％の人が税率の引き下げに 
関心がないとしています。 

フランスでは、72％が税金が高いと 
思っています。 

日本も多くの人が税金が高いと思っています。 



なぜ、この国は税金が高くても 
国民に不満がないのでしょうか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント2:汚職が世界で最も少ない国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トランスペアレンシーインターナショナルという 
国際汚職撲滅組織によると、この国は世界一 
汚職が少ない国だそうです。 

日本は17位です。 

国民の政府への信頼も厚いです。 

国民の84%が、政府、警察裁判所、 
役所を信頼していると答えています。 

  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント3:世界一他人を信頼する国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

86カ国で調査したところ 
他人を信頼している人の割合は 
25％でした。 

しかし、この国はダントツの世界一で 
78％の人が他人を信頼すると答えています。 

ちなみに、最低は、ブラジルで5％でした。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント4:落とした財布がそのまま戻ってくる国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本も財布が戻ってくる国だと 
思いますが、この国も同様です。 

6千円を入れた財布を世界中で 
わざと落とす実験の結果、 



戻ってくる確率は平均50％強でした。 

しかし、この国の20万人都市での実験では 
100％中身が入ったまま戻ってきました。 

他にも、 

オペラ座などの多くの人が利用する施設の 
クロークに係員がいません。 

各自、勝手に自分たちでコートをかけて、 
終わったら勝手にとります。 

盗まれるなどとは誰も考えていません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント5:ベビーカーを外において 
親だけがレストラン内で食事をする国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この国では、親がレストランや 
カフェにいる間、赤ちゃんは外に 
置きっぱなしになっています。 

それが、普通なのです。 

子どもは、街行く人すべてが 
見守ってくれていると 
信頼して外にベビーカーを置きます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント6:学費が無料、子育てにお金がかからない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

業料は無償。 

誰もが同じ教育を受けることができます。 

教育の目的は、知識を 
たくさん詰め込むことではなく、 

生徒一人ひとりが 



自分の個性と能力を発見し 

「自分に自信が持てるようになること」 
を大切にしています。 

自分が必要とされていると実感し、 
社会に居場所を見つけられることです。 

この国では大学も奨学金制度によって 
国が全額負担してくれます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント7:お金の価値が低い国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

若者への調査によると 
子供に残したいものとして 

「財産よりも、寛容の精神、他人を尊重する心 
責任感、誠実さ、自主性」 

を真っ先にあげていいます。 

お金持ちになることが成功ではく 
お金よりも大切なものがあると考えています。 

若者の60％は自分の人生は 
自分で決められると考えています。 

フランスで26％、ドイツで23％なので 
60%は高い数字です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント8:子どもが親の年収を超える 
可能性が最も高い国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

世界の先進国で貧乏が遺伝する 
と言われる状況になっています。 

富める親の子は、富み 
貧しい親の子は、貧しい。 



最も酷いのはアメリカ、 
二位がフランス、三位が日本です。 

この国は、子供が親の年収を 
超える可能性が最もある国です。 

誰でも無償で高等教育を受けられるので 
自分で進路を決められるためです。 

裕福な家庭の子でも奨学金が与えられるので 
親が進路に口出しをすることがありません。 

先進国では、親が教育のパトロンなので 
親の意見がどうしても優先されてしまいます。 

この国では、本当の意味で、子どもが自由に 
進路を選ぶことができます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヒント9:5週間の長期休暇が保証されている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

1日の労働時間は、平均して８時間未満です。 

年次有給は５週間。 

この5週間の間、上司からメールが一通でも 
あった場合は、休暇がリセットされて 
そこから更に5週間の休みになります。 

バカンス中は、一切仕事に関わりません。 

子供が病気になった場合は 
この休みとは別に有給で 
休みがもらえます。 

・・・・・・・・・・ 

その他、 

・1日の家事の時間は、男性3時間、 



女性4時間とほぼ同じ。 

・男女関係なく性に対してオープン。 
なぜなら幸せのためには、良い性交も 
必要と考えるため。 

・謙虚な人が好き。 

・信号を守る。 

・ワンクリックで婚姻届が出せる 

など、興味深い特徴があります。 

さて、この国の国名は 
分かりましたでしょうか？ 

正解は、、 

・ 
・ 
・ 

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

北欧の「デンマーク」です。 

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

当たりましたでしょうか？ 

デンマークが興味深い国で 
あることは上記で分かってもらえたと 
思います。 

そして、 

2月22日（月） 
3月9日（火） 

は、2回に渡って 
デンマークから生中継で 



お届けします。 

第一回目は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2月22日（月） 
デンマーク社会から日本の未来を考える 
講師：ニールセン北村朋子 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ニールセンさんは、 
20年デンマークに住み 
社会派ジャーナリストとして 
現地で賞も受賞しています。 

日本から大臣クラスが視察に訪れる 
場合のアテンドは、ほぼニールセンさんが 
担当しています。 

そして、来年からは、理事として 
国の認可をとった学校も開校します。 

また、今年は、仲間に背中を押されて 
ロラン市の市議会議員にも 
立候補するそうです。 

驚きなのは、日本国籍のまま 
政治家になれることです。 

「ロラン島もドイツとの海底トンネルが 
できると国際化が急激に進むので 
国際的な視点を持つトモコは代表として 
議員になって欲しい」 

と、お鉢が回ってきたそうです（驚） 

おそらくヨーロッパで初めて選挙に 
立候補する日本人になりそうです。 

・教育 
・社会制度 
・農業 
・エネルギー 



全てに関して、深い知見を持っているので 
とにかく話が面白いです。 

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

2/22（月）20時～のライブは 

・デンマークの民主主義 
民主社会主義とは何なのか？ 

・デンマークのサスティナブルな 
取り組みについて 

・デンマークの教育と未来について 

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

などについて、お話いただきます。 

質疑応答も受け付けますので 
ぜひ、生でご参加ください。 

また、更に詳しい内容が分かったら 
随時シェアしていきます。 

・・・・・・・ 

そして、 

3/9（火）20時～のライブでは 
デンマーク人のレオさんという 
環境専門家の市議会議員さんに 
登壇いただきます。 

そして、このレオさんのライブこそが 
実現できることになって震えた内容です。 

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

3/9（火）20時～ 
「気候変動の本当の話」 

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



気候変動って、本当のところは 
どうなの？ 

というのを、NASAやアメリカの 
海洋大気庁（NOAA）のデータを 
元にお話いただきます。 

なんと地球儀を使いながら 
地球の変化を目に見える形で 
お伝えします。 

気候変動については、 
色々な情報が入り乱れています。 

推進派も、懐疑派どちらもいます。 

そして、推進派も懐疑派も 
どちらもウソを付いています。 

どちらもお抱えの学者がいます。 

そして、どちらもお金が 
絡んでいます。 

どちらも潔癖ではなく、 
どちらも薄汚い世界です。 

多くの人が、 

「何が本当か分からない」 

と、困惑するのも当然です。 

だからこそ、このライブを 
見て欲しいと思います。 

ド迫力で地球のリアルを 
見ることができます。 

あなたには、ぜひ、知り合いの 
子どもたちを全員集めて 
一緒にみて欲しいです。 



それくらい、情熱を感じています。 

若くして、これを見ている人と 
見ていない人の違いは大きいです。 

見てくだされば、 

「どうして、伊勢がこれを 
どうしても実現したかったのか？」 

を分かってくれると思います。 

・・・・・ 

ということで、 

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

2/22（月）20時～のライブは 

・デンマークの民主主義 
民主社会主義とは何なのか？ 

・デンマークのサスティナブルな 
取り組みについて 

・デンマークの教育と未来について 

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

3/9（火）20時～ 
「気候変動の本当の話」 

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

スペシャルな2回をお届けします。 

楽しみにしていてください。 

絶対、参加した方がいいです。 

ご参加お待ちしております。 



・・・・・・・・ 

最後に、前回のビデオについてです。 

マーケティング最終奥義は 
もう、ご覧いただけましたか？ 
https://youtu.be/IZqBs3luNwk 

※見終わったら感想をお願いします 
https://docs.google.com/forms/d/
1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/ 

・・・・・・・ 

ビデオを見てくださった 
アメリカと日本で医師免許を持つ 
ハワイ在住のMさんから感想をいただきました。 

いつも丁寧に感想を書いてくださるので 
本当に嬉しく思っています。 

Mさんが書いてくださったコメントに 

「そこそこの現状に満足して 
ビジネスを始めるモチベーション 
が湧いてこない」 

というものがありました。 

これは、Mさんだけではなく 
収入を得られる仕事を持っている人の 
多くが感じる壁だと思います。 

そんな方々におすすめしたいのは 

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

「もっと、気楽に考えて 
まず、やってみる」 

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

です。 

https://youtu.be/IZqBs3luNwk
https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/
https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/


なぜ、気楽に考えた方が良いかというと 
やる気というのは、フィードバックがないと 
わかないものだからです。 

「ありがとう」と言われたり 
「救われた」と言われたり 

誰かの役に立てたなと 
思ったときに、人はやる気がでます。 

人が幸せになるのも同じです。 

「誰かの役に立つことをして 
（それが自分の好きで得意なことならなお良い）」 

「その結果、感謝のフィードバックをもらえたとき」 

人は幸せになります。 

つまり、 

やる気がないのは、 
シンプルにフィードバックがないからです。 

そして、 

なぜ、フィードバックがないかと言えば、 
動いていないからです。 

フィードバックを得るためには 
何でもいいので気軽に始めることです。 

動けば、フィードバックがもらえます。 

Mさんであれば、 

「クラブハウスで自分の 
専門分野について気軽に話をしてみる」 

などをしてみると 
良いと思います。 

ひとりでやるのが億劫であれば 



医師仲間に声をかけてみるのが 
良いと思います。 

とにかく、 

動く 
↓ 
フィードバックがある 
↓ 
改善して動く 
↓ 
フィードバックが更にある 
↓ 
面白くなって更に考えて動く 
↓ 
ますますフィードバックが増える 

ここまで来て、初めて 
消えないモチベーションを 
手に入れることになります。 

気づけば、モチベーションで悩むことも 
なくなっています。 

この動くとフィードバックの 
の繰り替えしで 
ビジネスは出来上がります。 

最初から完璧を目指す必要はありません。 

最初から、世の中のために貢献しようと 
力む必要もありません。 

もっと、気軽に、とりあえず 
できることをやってみましょう。 

その一歩が、まだ自分すら知らない 
自分の可能性の扉を開いてくれます。 

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

マーケティング最終奥義 
https://youtu.be/IZqBs3luNwk 

https://youtu.be/IZqBs3luNwk


※見終わったら感想をお願いします 
https://docs.google.com/forms/d/
1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/ 

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

ぜひ、早めにみてくださいね。 

それでは、また、メールします。 

最後までお読みくださり 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 

https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/
https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/

