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不幸だと落ち込む訳にはいきません。そうは

死ぬということが、身近に感じられない現

考えると、ちょっとは非常事態だと分かって

価は下がる」と債権ファンドば

いっても 100 年周期でやってくるパンデミッ
クの猛威は強烈。日本で、そして世界中で亡

代では、この税金の極論的なロジックは忘れ
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み損が続いていたさ中のコロナショック。

くなられた方のご冥福をお祈りします。一昨

国の在り方が、真価が問われる時です。

り、消費増税は実施すると言ってましたが、

ニューヨーク下がった！、日経下がった！

日は岡江久美子さんの訃報に驚きました。志

緊急事態宣言のタイミング、内容に問題が

給付金から換算した危機感はリーマンショッ
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ただ、マイル獲得は聞いているだけでも、
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とても面倒。僕には無理、皆さんにも現金獲

ておこうかな
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さて、今回は彼に教えて貰った誰にでもで

考えてみました。外出が減
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きるインターネットを使った小遣い銭稼ぎに

って、家でのお菓子作りが

結果にコミットしませんので（笑）

ついて書きます。

増えているということで、
小麦粉が売れているらしい。そこで、日清製

「のまどの向こうに②」

これを彼から教えてもらったのは、昨年の
まだコロナの脅威がなかった頃。頻繁にバリ

粉なんかの大手ではなく、そういった特需

実はこのかわら版で、面白い展開があり

島に行くという彼に、飛行機代どれくらい掛
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かるのと聞いたことからです。「マイルを貯

はないかなと探したところ、在りました！

ーナーで記事にさせてもらった、うちの娘に

めていってます。ここ３年ほど飛行機のチケ

RPA の家庭教師をしてくれた、「のまどの M
君」を紹介してほしいと問合せが来たので

ット買ってません」とのこと。「あっ、所謂陸マ
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PER18.31 倍とちと高
め、PBR は 0.64 倍と良
い感じ、自己資本率は
80.2％と優良
株主優待は 500 株から。

す。もちろん、答えは「はい、喜んで！」です。
そこでまだバリ島にいた M 君にメールを送
り、あとは直接連絡を取ってもらいました。

会社はいくつもあるので、10 社作ってそれ

ぞれ実行すれば 2 万円×10 社＝20 万円を
イラーってやつだね？」と聞くと「そうです。 ゲットとなるわけです。どこにも行けないゴ
ールデンウィーク。自宅でポチポチ小遣い稼
FX でめっちゃ貯まるんですよ」と彼。
そう聞くと「危ない話？」って思われるか
も知れませんが、これがちっとも危なくない

彼なら現場のことも分かるし、気さくだし、 話。皆さん、楽天カードを作るだけで 500０円
誰でも喜んでもらえるやろうと思っていた
だとか、800０円だとか、
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事になりそうです。ありがとうございます」
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組みとかを聞いていると、とても素人が勝
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もあり、時間に余裕があ

取引をすればいいので、買ってすぐ売れば、

てるような世界ではない。株は参加者全員

ィットアドベンチャーがバカ売れしている今、

るので、自由に使える時

手数料は掛かりますが、50 円くらいで済む

が勝つこともある世界ですが、ＦＸはゼロサ

ライザップが楽しい自

間 は 彼 の好 き な仕 事 、

そうです。それを 10 回やって 500 円くらい

ムゲーム。勝つか負けるかです。中途半端な

宅トレーニングのツール

企業の合理化にあてた

は掛かるそうですが、それだけで、20000 円

気持ちで参加してはいけません。

を開発すれば、ブランド
力がモノを言いバカ売

いようです（うちの RPA 導入もその一環）。
もう一件うちのアパレル関係のクライアント

や 30000 円もらえるとのこと（もちろん後は
その口座は放置。ポイントサイトを通してや

てしまいました。きっと延びた期限一杯まで

れ間違いなし！と思う

を紹介しているのですが、当初はエアレジ導

ると、ちょっと面倒ですが、お金ではなくマ

確定申告の仕事をしていた反動かもしれま

のは僕だけでしょうか？

入で OK かと思われたのですが、どうも顧客
のニーズに合わないようだと、一から作る

イルをゲットできるとのことで、飛行機をよ

せん。名倉もＧＷはゆっくりです。

ことにしたようです。IT 補助金のことも詳し
く、提案してくれるので助かります。またこの

ちがあるようです。

現在価格 890 円×500＝445,000
うーん。優待の素麺ほしさに
いく勢いは前回のこともあって

でも今夜はうちも流行に遅れまいと、小麦
粉買って、家族と
たこ焼きホームパーティー。

く使う人にとっては、現金よりマイルが値打

ファンドでＦＸで運用している商品を少し持っ

今回は何故か投資やお金儲けの話に偏っ

皆さんも良いも悪いも人生で特別なＧＷ。
しっかり工夫して楽しんでくださいね。

