
【募集スタート！】＆ミャンマーライブの感想 

伊勢です、 

10時になりました。 

オンライン坐禅会ですが 
こちらからご応募ください。 

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

8月9日（月）祝日 
13時30分～ 

禅寺・祥雲寺 
オンライン坐禅会 
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=cylTzdlw 

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

30名顔出しできる人限定で 
募集させていただきます。 

禅問答に関しては、お気軽に 
何でもいいので書いてみてくださいね。 

ぜひぜひ、ご参加できる方は 
ご応募お願いします！！！ 

お待ちしております。 

・・・・・・ 

さて、 

ミャンマーライブですが 
とても感動しました。 

カッチンの想いに 
心がクリスタルボールのように 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=cylTzdlw


共振しました。 

貧しかった家庭環境。 

このままだと貧しさのループから 
抜け出せないと悟って絶望した日々。 

絶望しながらも、家族を養うために 
寝る日まもなく働いた10代の日々。 

そのとき、カッチンの目の前に 
現れたのは日本のドラマ 
「ひとつ屋根の下」でした。 

家にテレビがなかったカッチンは 
友だちの家で、毎週食い入るように 
見ていたそうです。 

ひとつ屋根の下をみて日本に興味を持ち、、、 

日本について調べたところ、日本は原爆を2つも 
落とされて、それでも、わずか50年で 
貧しさから抜け出し、豊かになったことを知ります。 

貧しかった日本の姿が、今は貧しくて苦しい 
自分の姿とダブって思えてきて、 
いつか自分も日本のようにそこから抜け出して 
豊かになれるんじゃないか、、、と、、 

日本という存在そのものが 
カッチンにとっての希望に 
なったそうです。 

貧しい生活、うまくいかない家庭環境、 
それを一人で背負い家族の面倒を見る 
10代のカッチン。 

20歳までは、「日本にいつか行く、 
そして自分も日本のように貧しさを 
超えて豊かになって幸せになる」 

それだけがカッチンの 
生きる希望でした。 



どれだけ苦しくても、 
自殺したくなっても、 
日本という存在があったから 
耐えられたと言います。 

日本の存在と日本の戦後の 
復興そのものが、カッチンの生きる 
希望だったのです。 

そうして、日本に来て 
本当に人生を変えたカッチン。 

留学の借金を返しながらも 
家族の面倒をしっかりみて 
弟もしっかりと大学まで 
通わせてあげて、家族も 
幸せにしたカッチン。 

（弟は何度も会っていますが 
大学でITを学び、同年代の中でも 
かなりイケている生活をしています） 

… 

そんなカッチンには、 
3人のかわいがっている子がいました。 

今回、コロナでライブに出演できなかった 
3人目の子はカッチンと同じく 
家族の面倒を自分で見ている子です。 

すごく自分と重なると 
言っていました。 

「このままミャンマーにいても 
貧しさから抜け出せない」 

全員、そんな子たちです。 

支援するのは2人と最初に伝えた事を 
今は、申し訳なかったと思っています。 



選ぶのも苦しかったと思います。 

だから、やっぱり最終的に3人とも 
一緒に日本に送ってあげようと、 

3人目は自分で送ろうと 
決めたのだと思います。 

一緒に頑張ってきた3人だから 
選べなかったんだなと今は分かります。 

もし、みなさんからの支援がなくても 
足りない分は、私が出すつもりです。 

ただ、せっかくなので、 
関わる人が多いほど、 

日本に来たときに彼らの力になるので、 

自分ごととして、関わってくれる人が 
ひとりでも増えるほど、 

力になれる事も増えるので、 

もし、一緒に応援したい方は、 
ぜひ、お願いします。 

詳しくは、また、録画動画とともに 
お送りします。 

日本人であること、 
日本という国の今があること、 

カッチンがその存在意義を教えてくれ 
ました。 

私たちの心に火を付けてくれる 
カッチンの話でした。 

素晴らしかったです。 

楽しみに公開をお待ちください。 



・・・・・ 

さて、、 

このところの世界経済の動きを 
簡単にまとめておきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米GDP 伸び率プラス6.5％ 規模は 
感染拡大前の水準上回る 
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210729/k10013169141000.html 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

4月から6月のアメリカのGDPが 
コロナパンデミックが起きる前の 
数字を上回ったというニュースです。 

コロナ前に戻り、それよりも良くなった 
ということは、正常化したと言えます。 

その状況を受けて、 
現在、注目されているのは、 

「この成長がいつまで続くのか？」 

議論は、この一点になってきています。 

意見1：長くは続かない 

政府の財政出動が止まれば 
景気も足踏みする。 

デルタ株の広がりで 
先行きも不透明。 

… 

意見2：成長がつづいてインフレが加速 

成長が続いて、インフレが加速していく。 

… 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210729/k10013169141000.html


つい先月までは、2番の意見が優勢でしたが 
最近だと、意見1の方が優勢となっています。 

それらを補足する 
ニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
コロナ不況、20年3─4月の2カ月のみ 
過去最短＝全米経済研究所 
https://jp.reuters.com/article/usa-economy-recession-idJPKBN2EP1WN 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナ不況は、2ヶ月だけだった 
というニュースです。 

過去にここまで急激に下がった不況もなく、 
また、政府の支援により、過去にここまで 
急激に回復した不況もなかった、 

という事です。 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アマゾン、７－９月売上高見通しが市場予想下回る－株価下落 
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-07-29/QX0WGVT0AFB401 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アマゾンのコロナバブルが終了の気配です。 

つまり、世の中が正常化してきて 
オンライン一辺倒の時期が終了し 
リアル（オフライン）が生活の中に 
戻ってきたことを示しています。 

コロナボーナスで株価を上げた 

・アップル 
・マイクロソフト 
・フェイスブック 

業績はどこも過去最高でしたが 
株価は全て下がっています。 

https://jp.reuters.com/article/usa-economy-recession-idJPKBN2EP1WN
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-07-29/QX0WGVT0AFB401


つまり、ここがピークで 
あとは下るという予測です。 

コロナボーナスは、ピークを超えた 
と見て良いと思います。 

ハイテク株が厳しくなってきたので 
NASDAQが下げています。 

ロビンフッドも上場しましたが 
盛り上がりませんでした。 

ロビンフッドは、新興の証券会社で、 
手数料無料で株が売買できるので 
若者たちが一斉に株取引を始め去年 
社会現象を起こしました。 

コロナで異常に盛り上がった 
業界については、ボーナスタイムが 
終わりを迎えつつあります。 

自分の業界でも同じように 
状況が変わり始めると考えた方が 
良いです。 

変わり目に備えて、準備をできる人は 
次の成長曲線に乗れます。 

きちんと変わるのに備えていますか？ 

変わり目こそが、チャンスンのときです。 

ぜひ、変わり目にチャンスを 
見出してほしいです。 

次は、フェイスブックの業績 
についてです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
フェイスブック、売上高伸びの「著しい鈍化」を警告　株価下落 
https://jp.reuters.com/article/facebook-results-idJPKBN2EY2XJ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://jp.reuters.com/article/facebook-results-idJPKBN2EY2XJ


フェイスブックが過去最高の 
利益を出しました。 

しかし、今後の見通しは厳しくなると 
発表しています。 

これは、景気の問題だけではなく、 

アップルが、アプリを横断する 
トラッキングを勝手にさせない 
変更をした事が大きいです。 

アンドロイドの方が使っている 
人数は多いですが、マック、iPhoneを 
使っているのはお金を持っている人が多いので 
広告を出す意味がある層になります。 

その広告を出したい層を 
トラッキングできなくなると 

その人たちが興味を持つ広告を 
表示できなくなり、 

そうなると、広告効果が落ちるので 
広告主が減ることになります。 

なので、アップルが仕様を変更すると 
フェイスブックやグーグルは広告で 
稼ぎにくくなります。 

既に影響は出始めていて、 
実際、広告効果が落ちはじめています。 

今までの広告の仕組みは、 
ユーザがどのアプリで何をしているかを 
全部観察して、興味があるものを割り出して 
広告を表示していました。 

フェイスブックを利用していると 
広告が出てきますがこれは、 

ユーザがフェイスブック内で 



何をしていて、どんな友だちがいるかの 
情報だけではなく、 

他のアプリで何をしているかも全部 
分析した上で、広告を出していたのです。 

これを、アップルが辞めさせました。 

フェイスブックとグーグルは広告企業なので 
これをやられると苦しくなります。 

フェイスブックは、 
フェイスブックアプリ内の 
データしか分析できなくなります。 

ユーザが他のアプリで、何をしているかを 
追えなくなったのです。 

結果、その人が何に興味があるかの分析精度が 
下がるので、広告の精度も下がります。 

厳密には、トラッキングをOKをとするか 
どうかは、私達ユーザが選ぶ事ができます。 

ただ、多くの人はNOを選ぶので 
広告効果が落ちてきているのだと 
思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
過去40年間、8月9月は株が下がり 
債権は大きく動く（特に9月） 

図表1　月ごとのリターン 
https://rise-land.com/oise/content/pic1.png 

図表2　2020年のリターン 
https://rise-land.com/oise/content/pic2.png 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

8月、特に9月は過去を見ても 
株価は大きな下げになっています。 

https://rise-land.com/oise/content/pic1.png
https://rise-land.com/oise/content/pic2.png


2020年はより顕著でした。 

では、どうするか？ 

ですが、 

個人的には、どうもしないです。 

下がる可能性が高いからといって 
気に病んでもしょうがないので 
基本的には何も気にしていません。 

それよりも、毎日海に入って 
今は、夏を楽しむのみです。 

自分でも薄々気づいていたのですが 
私は、かなり幸せのボーダーラインが 
低いみたいです。 

毎日、海に入れるだけで 
めちゃくちゃ幸せです。 

しかも、海に入ったあとに 
そのまま、目の前のホテルで 
温泉とサウナに入るのですが 
これがめちゃくちゃ幸せです。 

月額1万2千円で温泉とジムと 
25メートルプールもついている 
ホテルのスパを利用できるのです。 

そして、整ったところで、 
スーパーに買い出しにいくのも 
楽しいです。 

料理をつくるのも 
めちゃくちゃ楽しいですし、 

寝る前に、明日の料理を何にするかを 
決めるために、料理系ユーチューブを 
見るのもめっちゃ楽しいです。 

でも、順番でいうと、海が断トツで 



幸せにしてくれます。 

だから天気が良い日は最高に幸せです。 

話がずれましたが、 

株についてですが、 

上がってところで売って 
下がったところで買う 

というのは、神話の世界の話で 
基本的に無理なので波に任せるしか 
ありません。 

秋の間に15％下がるとも 
言われていますが 
耐えるのみです。 

もちろん、耐えられるポートフォリオを 
組んでです。 

いつ下がるのかは 
誰にも分からいですからね。 

… 

それでは、オンライン坐禅会の 
ご参加お待ちしています。 
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=cylTzdlw 

ぜひぜひ、応募してください。 

伊勢隆一郎 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=cylTzdlw

