
 INITIATION 
 イニシエーション 

 通過儀礼 

 ⼈間が出⽣してから成⼈し、結婚などを経て死に⾄るまでの成⻑過程で、 
 次なる段階の期間に  新しい意味を付与する儀礼  。 

 イニシエーションとして古くから⾏われているものとしては、 
 割礼や抜⻭、刺⻘など  ⾝体的苦痛を伴うものも多く  、 
 こうした事例は⽂化⼈類学の研究対象となっている。 

 Wikipedia「イニシエーション」より 

 通過儀礼の機会を⽤意してくれた若菜さんへ 

 感謝と愛をこめて 



 家を捨てる 

 １２⽉に⼊り、私はひとつの決断をした。 

 それは、年始から  家を捨て  、  ⾞のなかで⽣活をはじめる  というものだった。 

 現在私は、神⼾の瀟洒（しょうしゃ）なマンションに暮らしている。 

 徒歩１５分の圏内には、⽂化遺産の洋館も⼀棟お借りしているため、 

 両⽅を合わせれば、実に３００平⽶を超える⼟地をレンタルしていることになる。 

 新⼤陸を⾒つけたコロンブスが、英国から様々な物資を持ち込んだように、 

 私はここに安息の地をつくるべく、世界中から選りすぐりの品を集めてきた。 

 ノルウェイの職⼈が仕⽴てたオイルランプに、天然シルクのベッド。 

 オートクチュールのソファに、庭師に装飾を依頼したプロジェクター。 

 そのような調⼦で約３年間、空間づくりに情熱を注いできた。 

 ところがどっこい、この男は何を思ったか、築き上げた  理想郷を⾃ら放棄し  、 

 ⾛⾏距離２２万キロの中古⾞で  旅を始める  というのだ。 

 （たとえ彼なりに考えがあるのだとしても）おおよそまともな⼈間の発想ではないだろう。 

 この⼿紙では、そのような決断に⾄った経緯（あるいは釈明）を記していく。 

 今年もお世話になった貴⽅への贈り物として、時間をかけて愛情を込めて仕⽴てたので、 

 じっくりとご賞味いただけると幸いである。 



 旅と発⽇（たび） 

 「旅をする」という⾔葉には、どこか祝祭的な響きを感じないだろうか。 

 快適なホテルや雄⼤な⾃然遺産、異国のグルメなど、 

 休暇としての娯楽を想像する⽅も多いだろうが、本来の意味はまるで違う。 

 もともと「旅」とは、  ⼀部の限られた⼈だけ  に許された「  通過儀式  」を指していた。 

 語源をみればわかる。 

 ⽇本語の「たび」は、「  発⽇  」や「⾶び」「外⽇」から由来しており、 

 （ある⽬的のために）  安息の地を離れること  を指している。 

 英語の「Travel（旅）」も、フランス語の「Travail（苦痛・苦難）」を語源に持ち、 

 安定を⼿放すこと  を意味している。 

 つまり旅とは、⽇常に疲れた⼈が息抜きに⾏うものではなくむしろ逆で、 

 安定を築いた者  が、⾃らの成⻑のために  意図的に⼿放す⾏為  を指している。 

 ⼈は安定を⼿放した時、はじめて  安く定まった価値観  が崩壊し、 

 （さなぎが蝶に⽻化するように）思考の次元が上昇するのだ。 



 アリスが⽳に落ちたように 

 私にとって初の通過儀礼は１９の夏で、  旧友のひとつの助⾔  からだった。 

 それはまるで、アリスを不思議な国へ誘ったウサギのような⾔葉だった。 

 助⾔をくれた⽊野くんは、モデルのように背が⾼く、私の５７０倍ほどハンサムな男で、 

 流暢な英語を話し成績も⾶び抜けて優秀だった。 

 ⼀年早く⼤学へ⾏き海外慣れしていた彼は、屈託のない笑顔でこのように話してくれた。 

 君と僕は、⽇本に⽣まれた時点で、すでに  ⾝の安全を１００％約束されている  んだ。 

 治安はいいし仕事だってある。餓死の恐れがない国なんて⽇本くらいのものさ。 

 それに庶⺠の僕たちが、価値観を広げるために海外へ出られるなんて、 

 ⼈類７００万年の歴史の中でも、ここ３０年くらいの話なんだから、 

 余計なことは考えずに、とりあえず次の休みにバンコクにでも⾏けばいいよ。 

 数⽇アルバイトをすれば、航空チケットは⼿に⼊るのだから。 

 ⽊野くんは昔から説得⼒があり、彼の⾔うことは先⽣たちも⼀⽬置いていたので、 

 私は⾔われるがままに、⿃貴族のアルバイトで貯めたお⾦で航空券を購⼊した。 

 残ったなけなしの貯⾦も⼩切⼿に換え、通帳の残⾼は２３円になった。 

 しかし⽊野くんは正しかった。 

 １９年間、  実家と学校の往復で育まれた  事なかれ主義  は、旅によって完全に崩壊した。 

 私は⻄洋⼈と踊り、酒の喜びを知り、美⼥を⼝説き、蛇の⽣き⾎を飲み、富豪と出会った。 

 イニシエーションによって、  違う⼈間  になったのだ。 



 「思い込みの壁」の崩壊 

 ⽣まれ変わった私は、多くの  思い込みの壁  が無くなり、何にでも挑戦をするようになった。 

 ⼤学を辞めて始めた情報発信では、数⼗万名もの⽅に動画や⽂章を⾒てもらえた。 

 住所を捨て、予定を持たない渡り⿃となった私は、北欧の氷ホテル、カリブ海クルーズ、 

 サハラ砂漠の星、ヨルダンの遺跡、マカオのカジノなど、世界中を⾶び回るようになった。 

 そのように充実した２０代を送れたのは、通過儀礼としての旅があったからだろう。 

 さて３０歳を迎えた私は、  次のイニシエーションに備えて  安定  を求めるようになった。 

 住居は移住から定住へと変え、働き⽅はフリーランスから３社の法⼈の代表と成り、 

 ⾃由だった恋愛観も、結婚という形で腰を添えた。 

 そして今、再び旅に出る準備が整った。 

 ２０２３年は、私が抱えるあらゆる  思い込みや先⼊観を無くすために  、 

 ⾞に積める量の必要な物だけを持ち、⾝軽な状態で挑戦をし続けようと考えている。 

 準備の段階ですでに確実な⼿ごたえを感じているが、幸先の良いスタートを切るため、 

 来る新年１⽉１４⽇（⼟）東京  にて、  ふたりの賢⼈  に師事を仰ぐ約束を取り付けた。 

 正直なところ、ふたつ返事で来ていただけるとは思っていなかったし、 

 妥協を許さない⽅々に声をかけてしまったため、 

 打ち合わせを重ねるにつれて話が⼤きくなり、 

 私が独り占めするには  気がひけるほどの会  になってしまった。 

 そこで、親愛なるeachBrandの皆さまをご招待させていただこうと思う。 



 結界を張り、運氣を上げる 

 私は直近５年間ほど、動画や⽂章を通して情報配信をしてきたが、 

 正直に⽩状すると、それらは全て  ひとりの⼈物から教わったこと  が元にあり、 

 私は単なる通訳者として、動画や⽂章に  変換しているだけ  なのだ。 

 イエス・キリストの教えを弟⼦たちが聖書に記したように。 

 「hiroaki」という名のその⼈物は、極めて  特殊な脳  を持っており、 

 常識とか先⼊観みたいなものに⼀切の影響を受けず、 

 （時に恐ろしいと感じるほど）世界をありのままに視ている。 

 また彼には  異常な探求欲  があり、古今東⻄あらゆる書籍や論⽂を読み漁り、 

 習得のためには（⽂字通り）何でもやるので、信じられない種類の技術を⾝に付けている。 

 そのため関係者からは「  神  」と崇められているが、彼がいかに変態であるか⼀例を⽰そう。 

 神は、⼀⽇  ２時間〜３時間  しか寝ず、常に⾃⼰探求（学習・筋トレ）に励んでいる。 

 神は、独学で投資を学び、  ⾦融庁  から認可を受けて、  世界⼀の証券会社  と取引をしている。 

 神は、真摯に  ナンパの技術  を磨き、数えきれない美⼥たちと関係を持っている。 

 神は、難解な計算や⾼度なプログラムを書き、  著名な資本家  から資産運⽤を託されている。 

 神は、  霊の世界  （スピリチュアル）にも造詣が深く、絶対なる存在（神）と対話ができる。 

 神は、念の⼒で結界を張り、⼈の  運氣  を作り出すことができる。 

 そのような調⼦で⽣きているので、良くも悪くも常識とはかけ離れているが、 

 私が⼼を奪われてしまうのも無理はないとご理解いただけるだろう。 



 あいにく１４⽇は、「午後からオペラを鑑賞する予定がある」ということなので、 

 午前の限られた時間にはなるが、  旅の⾨出に相応しい儀式  をしていただくことになった。 

 今回の参加者には、ホテルの⼀室（または神社）にお集まりいただき、 

 hiroakiさん⾃らが、  運氣  と呼ばれるものの正体  について説明を⾏いながら、 

 結界  を張り、その場に運氣を作り、ひとりひとり流れに乗せていただけるそうだ。 

 なお運氣には、⾦運、恋愛運、仕事運、睡眠運、内臓運など、  無数の種類  があるそうだが、 

 今回は全員にとって重要度の⾼い、  ⾦運、恋愛運、仕事運の３つに絞って  、 

 それらをひとつ上の段階に、  念の⼒  を使って導いてもらう。 

 はっきり⾔って、⼈によってはこの⼿の話は「⾺⿅⾺⿅しい」と感じるだろう。 

 私も⽣粋の理系家系で、３０年間科学を信じてきたため、 

 ⽬に⾒えない世界や、運氣のような概念は  いわゆる錯覚  だと思っていた。 

 話をするのが  hiroakiさんでなければ  、きっと訊く⽿は持たなかっただろう。 

 今回は、施術中でも⾃由に質問ができるため、そのような  疑い  を率直にぶつけて欲しい。 

 彼は何も隠さない  し、わかりやすい⾔葉で説明をしてくれるのだから。 

 他にも神に尋ねたいことがあれば、尋ねると良いだろう。 

 ・  ８時間寝ていた彼が、  ２時間睡眠  を⾝に付けることができた理由と⽅法 

 ・  話下⼿で緊張しやすい彼が、  ⻄洋⼈や⼥優  を⼝説けるようになった経緯 

 ・  合理的な投資家である彼が、なぜ  アンティーク・ジュエリー  を購⼊するのか 

 ・  ⼊⼿不可能な書籍、  ３冊で１００万円  を超えるような資料に書かれていること 

 など、この機会を⽬⼀杯活⽤していただきたい。 



 沈みゆく船から抜け出すために 

 怪しい午前の部とはうってかわり、午後には  爽やかな旅⼈  が、私たちを旅に導いてくれる。 

 現在では、海外の⽅が⽇本で働いたり、⽇本⼈が海外へ出稼ぐのはもはや⽇常であり、 

 これからの時代、  国を越えることに抵抗があるようでは  、どう考えても  ⽣きづらい  だろう。 

 少なくない数の有⼒者たちが、⽇本を「  沈みゆく船  」と表現しているのだから。 

 私も多少海外には慣れているが、あくまでもツーリスト（観光客）としてであり、 

 海外で仕事をしたり、友⼈恋⼈を作ったり、地域に馴染むイメージは湧いていない。 

 そこで、旅⼈でありプロデューサーの弘樹さんから、師事を仰ぐ場を設けた。 

 ご存じのとおり彼は、世界中を⾶び回り、VOGUEやDIOR、ナイキやディズニーなど、 

 各国を代表する国際企業から  個⼈で  メディアの制作依頼を受ける  唯ひとりの⽇本⼈だ  。 

 名だたる⼀流モデルやカメラマンを率いてチームを作り、その監修をされている。 

 しかし実績とは裏腹に「謙虚さが服を着て歩いている」と⾔われるほど腰が低く、 

 ⼈の話に⽿を傾け、⼤⼈なリアクションをしてくれるので、彼と話をしていると、 

 まるで⾃分が  ひとかどの⼈間  になったかのような錯覚をしてしまうのだ。 

 以前、彼と⾹港でお茶をしたとき、私がトイレから戻ってくると、 

 ふたりの⽩⼈美⼥が、  ロシア語  で相槌を打つ弘樹さんに釘付けになっていたのだが、 

 そういうことが、⽇常のワンシーンで⾃然にできてしまう⽅なのだ。 

 国境という⼼理障壁を越えるために、彼以上にふさわしいアドバイザーはいないだろう。 



 しかし、そんな彼にも⽋点はある。 

 それは底抜けに⼈気者なため、約束を取り付けるのが  ⼼底⼤変  だということだ。 

 先⽇も、ファーストリテイリング社（ユニクロ）から、 

 世界２４ヵ国に流す映像作品の特別顧問  として仕事を依頼されたらしいのだ。 

 世界の億万⻑者ランキングに名を連ねるような連中が、こぞって彼を求める中、 

 今回の会のために、  １５０分もの時間  を獲得した私をどうか誰か褒めて欲しい。 

 若菜さんが、都内のスタジオを⼿配してくださったので、 

 あなたが抱える  海外への⼼理障壁  を全てここで解消しようではないか。 

 ・  海外で活動するフリーランスを⽬指す者が、⾝に付けるべき  技術 

 ・  留学経験がなくても最短で、  対話のための英語  を習得する⽅法 

 ・  個⼈  でありながら、国際的な企業と取引ができる⽴ち回り 

 ・  潜在的に劣等感を感じてしまう  ⽩⼈  と対等以上に会話をする⽅法 

 ・  国境を越えて  恋愛  をするために、先ず始めるべきこと 

 ・  死ぬまでに  ⾒るべき景⾊、あるいは⾷べるべき⾷事 

 ・  10代、20代、30代の⾃分に伝えたい取り組むべき習慣 

 ・  国際的な視野から⾒た  ⽇本  の特徴と優位性、あるいは懸念点 

 ・  情報の交流地点にいる⽴場から観た、これからの  世界の動向 

 午前の部同様に、聞きたいことは遠慮なく問いただしていただきたい。 

 なおセッションの後には、弘樹さん⾃ら  ディナーの席  を⽤意してくださっている。 

 彼がプロデュースに携わったラグジュアリー・ホテルで、 

 「  お料理とお酒を愉しみながら新年会はいかがですか  」とのことだ。 

 話が弾まないわけがない。 



 「イニシエーション」の詳細 

 ■⽇時  2023年 01⽉ 14⽇（⼟）10:00AM〜20:00PM 

 ■場所  東京都内（中央区〜墨⽥区を想定） 
 各会場の詳細は、申込後ラインにてご連絡します 

 ■スケジュール  10:00  hiroakiさんによる運氣の施術 

 12:00  次の撮影準備のため、各⾃で休憩 

 15:00  弘樹さんによるコンサルティング 

 17:30  ディナー会場へ移動 

 18:00  ラグジュアリーホテルでの新年会 

 20:00  解散 

 ■内容  ディナー、お酒、施術費、会場費、全て込み 

 ■費⽤  40,000円 

 ■定員  15名 

 ■申込⽅法  以下のフォームに必要情報を⼊⼒してください。 

 席が確定しましたら、24時間以内にLINEでご案内をお送りします。 

 イニシエーションに申込をする 

 ご⽤意した15席は満席となりました。 

 現在、追加で数席⼿配できるよう段取りをしていますので、 

 参加を希望される場合はこちらからお申し込みください。 

https://forms.gle/D3HhT87nm5kwQHqk9


 「痛みを伴う」ということ 

 ⼈間って不思議だよ。  ⼀瞬で年をとるんだね  。まったくの話。 

 僕は昔は⼈間というものは、⼀年⼀年順番に年をとっていくんだと思ってた。 

 でもそうじゃない。⼈は⼀瞬にして年をとるんだ。 

 ダンスダンスダンス - 村上春樹 

 １９６８年まで⼈類には、１００メートルを９秒台で⾛ることは  不可能  だと⾔われていた。 

 しかし、その年の１０⽉１４⽇、ジム・ハインズが９秒９５を記録して以来、 

 その後８年間で実に８⼈が  １０秒の壁  を破っていった。 

 ⼈が爆発的な成⻑を遂げるのは、  思い込みが外れたとき  だ。 

 この⽇、あなたが体験するイニシエーションは、 

 時間にすればわずか数時間だが、１０年先の成⻑まで導いてくれるだろう。 

 参加するのは勇気が要るだろうし、出費だって痛いだろう。 

 しかし古来から、通過儀礼には  痛みを伴うことが重要  だったことを忘れないでほしい。 

 それ以上のお釣りが来なければ、そんな⾵習は続かないから。 

 最後まで読んでくれてありがとう。 

 今年もお疲れさまでした。 

 あなたとご家族にとって素晴らしい年末になりますように。 


