
あなたの可能性を最大限に発揮させ 
自由に生きるための「型」を体得する 

同志とともに歩む道 

 
 

Zero WorkStyle Academy
「日々、充実して楽しみながら、 
　周りに感謝される生き方」 

を、一緒に楽しく実現していきませんか？ 

 

こんにちは！渡辺拓です。 

この文章をお読みということは、 
セミナーをすべて受け取ってくださったということで、 
ありがとうございます。 



講座のご案内を差し上げますが、そのまえに、 
「なぜ、講座を開こうと思ったのか？」の話をさせてください。 

前提としてひとつ、重要なポイントがあります。それは、 

 

がある、ということです。 

僕らは同じ世界に住んでいるようで、 
一人ひとり、それぞれ違う世界がある。 

（抽象度を高くすると、本当にそのとおりなのですが） 

人それぞれ、視点も経験も想いも違うので、 
感じることが全然違います。 

同じ現象を見ていても、思うことや、とる行動は千差万別。 

「これはいけない！なんとかしなきゃ！」 

「ひどい！なんで自分だけこんな目に・・！」 

「なんとかしたいけど、、、言うのはやめておこう」 

「今の自分には、ちょっと無理そうだな・・」 



「あーあ、またかよ。まあ、自分には関係ないな」 

全部違う。 
同じ世界で、同じ現象を見ていても、感想はまったく違います。 

僕らは同じ世界を生きているようで、 
それぞれまったく違う世界を見ているのです。 

あなたの世界は、あなただけが見ている。 
ということは、どういうことか？ 

だからこそ、 

 
 

ということです。 

あなたの世界を、誰かが変えてくれることはありません。 

あなたの世界で、誰かが悲しんでいたら、 
それはあなたの責任です。 



ボクの世界で戦争が起こっているのは、ボクのせいです。 

・・とかまで言ってしまうと、 
もうぶっ飛んでしまうので、もっと身近な例を出しますが 

「違和感」を感じているのは誰か？ 

と考えると、わかりやすいです。 

たとえば、 

 
 
 

 

ほんとうの沖縄は、汚い。 



それが、ボクが沖縄に引っ越して初めて感じたことでした。 

そして、しばらく、見過ごしていました。 
時間にして10ヶ月くらい。 

でも、とうとう、 

「キレイな海を見ようとすると、 
　必ずゴミの横を通らなければいけない」 

という 「違和感」を無視できなくなったのです。 

・・これは、誰の問題でしょうか？ 

ゴミを捨て続ける人か？ 
片付けようとしない行政か？ 
子供にまでゴミを捨てさせる教育か？ 

いいえ、 

違和感を抱え続けているのは、ボクです。 

つまり、この違和感を解決する責任は、ボクにあるんです。 



 
 

そう思って読んだ本で、ボクは衝撃を受けました。 

「沖縄は、日本の縮図だ」 

ということです。 

・アメリカ軍基地を受け入れている国際関係 
・島国として、周りの人の目を過剰に気にする傾向 
・イノベーションが生まれずにこれまでの慣習を守り続ける姿勢 

といった日本の問題点が凝縮されているのが沖縄だったのです。 

実際、この1年間、沖縄を間近で見ていて 
たくさんのことに気づきました。 

・周りを過剰に気にして、自分のことを思うようにできない 

・ピンチのときも行動せずに他人任せ、 
　「誰かがなんとかしてくれるだろう」と動き出さない 

・サービスが本当は良くなくても、誰も口に出さずにそのまま 



・見て見ぬ振り、自分がよければそれでいい 

・そんな環境が当たり前で、自分の価値も下げてしまう 

・・いかがでしょう？ 

これは、沖縄だけの問題ではなく、 

あなたの近くで、今日もどこかで起きているような、 
日本に広がる問題だと感じませんか？ 

 
 

もし、靴の中に小石が入っていたら、取り出すはずです。 

でも、それが大きな問題になっていくにつれ、 

その問題を他の人のせいにして 
自分の世界に居座らせたままにしてしまいます。 

そんなとき、この違和感を解消する方法は2択です。 

まず1つは、どんなに大きな違和感も、 
自分をマヒさせて感じないようにしていく。 



それが連鎖してできたのが、今の世界です。 

でも、 

あなたの世界の違和感を取り除くのは、あなたしかいない。 

そうなったら、もうひとつ、 

「違和感の解消のために、志を立てて行動する」 

という選択肢が出てきます。 

あなたの日常にある違和感、 
「靴の中の小石」は何でしょうか。 

ボクの場合は、ボクの目に映るゴミでした。 

「自分が住む世界には、こんなゴミはあってはいけない！」 

本当にそう思えた時、行動しよう！というよりは、 
もう体が動きだしていました。 

 



ついに一区画のゴミをやっつけました。 
しめて1290リットル。 

驚きの効果もありました。 
なぜだかわかりませんが、 

ゴミを拾ったあとは、 
海がいつもより100倍はキレイに見えるんです。 
その美しさったら、もう、まったく言葉にできない。 

その時の動画がこれです↓ 
（タップやクリックで再生されます） 



※ボクがただ喜んでいるだけの動画なのでご注意ください 

心も磨かれていくのでしょうか？ 

もう、とにかく、言語を超えたキレイさなんです。 
そして、ゴクリと飲むビールが細胞に染み渡るんです。 

魂が震える体験。 

こんな体験を、ひとりだけでなく、みんなでしたいと思いました。 

 
 

そして、この経験を経てできたボクの志は 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgc43G3_aMc


「全宇宙に誇れる美しい地球を 
　誰もがみんなで、存分に楽しめるようにする」 

ことです。 

みんなで、笑顔で、地球を遊びたい。 

それには、 

地球が汚れていたらダメだし、 
毎日がつらくて笑顔になれない人がいたらダメだし、 

たとえそれらが解決されても 

「う～ん、これは本当に美しいのか？誰か証明してくれたのか？」 

とか言い出すような、思考ばっかりで、主体性がなく 
「味わい力」が足りていない人だらけだったらダメです。 

誰もがみんなで、気兼ねなく軽やかに、 

「うわあ～～～！！最高だ～～～！！！」 

と、まるで子供のように、 



心から感じて、地球を楽しんでいてほしいのです。 

この範囲を、責任をもって良くしていこうと決めました。 

・・ですが、今すぐそんな地球にするには、 

いまのボクでは無理ですし、 
ひとりだけの力ではどうにも達成できません。 

だからこそ、ボク自身がもっと成長し、 
ともに応援し合いながら、志の実現を目指す仲間を集めるため、 

今回の講座を開くことに決めました。 

 
 

「あなたの世界」の違和感を解消していきませんか？ 

まずはあなた自身が感じる問題から。 
でもどうせなら、自分よりもちょっと大きな範囲で。 

自分と、自分よりも少し大きな範囲に責任を持ち、 
世界を面白い方向に変えていく。 



それが志を立てて、指導者として目覚める道です。 

それによって、目の前の問題は解決していきますし、 
先の不安もなくなっていきます。 

そんな学びを一緒にしていきたいと思っています。 

 

あなたの世界を良くするのは、あなた。 

ボクが提供するのは、仲間が集まる場と、 
あなたの世界を良くするためのヒントです。 

志を実現するにはエネルギーが必要です。 
周りの人と違う意見を述べるのにも、勇気が必要です。 

みんなで応援し合うことで、そのバックアップができます。 

ボクが沖縄のゴミ問題について初めてお話したときも、 

「沖縄に行って、一緒にゴミ拾いしたいです！」 



と言ってくださるコメントに、胸が震えるほどのありがたさを覚
え、エネルギーが湧いてくるのを感じました。 

少しでも志の成就に進んだあかつきには、みんなで集まって、 
美しくなった世界について、飲みながら称え合いましょう。 

沖縄にいらしたときは、飲む前にゴミ拾いも一緒にしませんか？ 
目に映る自然が「100倍はキレイに見える」魔法ですから。 

お互いの志の実現に向けてみんなで考え、応援しあい、 
行動を続けていく仲間を募集します。 

ゼロ・ワークスタイル・アカデミーの開講です。 

 
 

Zero WorkStyle Academy
 

ゼロ・ワークスタイル・アカデミー 



 
どんな場所でも自分と周りの価値を活かせる 
スキル・マインド・感覚を身に着け、 

成長と貢献を軸とし、 
世界を面白い方向に導く指導者として目覚める 

 
2022年4月30日（土）～10月31日（月） 

 
「毎月 第2・第4 土曜日 あさ9時～11時」の時間で 
zoomによる講義を行います。 
※配信はすべて録画に残すので、 
参加できなくても後からくり返し視聴できます 

具体的な日程は、 

5月 14・28※日、6月 11・25日、7月 9・23日、 
8月 13・27日、9月 10・24日、10月 8・22日 



です。（28日のみ特別時間です。後述） 

 

内容はその時々、みなさんの学びの状況により変えていきますが、 

指導者として目覚めるための3つのテーマ 

・学びの統合 
・志の体現 
・指導者の活学 

を、それぞれ 
「統合学習」「武学」「ACT（アクト）メソッド」 
を使って学び、身につけていきます。 

それぞれ、「頭・心・体」の多層でインプットしていただくこと
で、「学んだだけで使えない」学習観を一掃して、 
「学びを即実践でき、成長と貢献につながる」世界観を手に入れて
いただきます。 
そして、「日々、充実して楽しみながら、周りに感謝される生き方」
をいつでも創り出せる自信とスキルを身につけていただけるように
します。 

 

＞統合学習（学びの統合） 



「統合学習」という学習概念を学びます。 

情報があふれる今、過度に集まり、バラバラになっている学びを 
自分を軸に、再統合していく方法を学びます。 

たとえば、次のようなものを学んでいきます： 

・学びを加速させる速読術（頭） 

特に期間の最初に「効率的な学び方」を身に着けていただきます。 
ゼロ・ワークスタイル・アカデミーに限らないほかの学びにまで 
ご活用いただけます。 

・相反の統合・創発のマインドセット（体・心） 

ボクのUdemy（ユーデミー）の講座は、多くの方に選んでいただ
いておりますが、 

「講義と日常」「先生と生徒」「難しさと易しさ」 

など、複数のレイヤーで、相反する学びを統合して講座を作ってい
ることが競争力の原点にあります。 

実際「先生と生徒という関係というよりは、拓さんと共に変わって
成長できたことが嬉しかったです」と言っていただくなど、 

「伝えることで、自分もさらに学べる場作り」ができると、より、
成長と貢献が加速していきます。 



自分が学ぶことで軸を太くしていき、 
学びを相手にもプレゼントする技術を身に着けてみてください。 

＞武学（志の体現） 

武学とは、世界のリーダーが学んだ帝王学の一種です。 

非言語・対人で直接伝授されていったものを、 
ビジネススキルと言う分野に応用しつつお伝えしていきます。 

「武」と言う名前から「武術・武道」と、 
戦うことを思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますが、 

本質は 
「お互いが争わずに、どちらも負けない道を見つける」 
双方が生成発展していくための学問です。 

たとえば、以下のようなことを体感も含めたワークで学びます。 

・夢と志の違いを身体から取り出す 
・自分の軸を身体から作り出す 
・どの範囲まで影響を与えるか？を身体から取り出す 

・自分をクリアにして雑念を消す 
・クリアな状態で志を導き出す 
・自らの良かった経験から志を導き出す 
・自らのつらい経験から志を導き出す 
・志のブラッシュアップ 



・自分に合うものを身体に聞いて選ぶ 
・相手の意見を受け止め、流す先を決める 
・怒りの矛先をフォーカスを変えてそらす 
・自分をゼロ化する 
・自分のなかのわだかまりを消し、世界に反映させる 

特に、対人関係・コミュニケーションへの応用がすぐにわかりやす
くでてくるかもしれません。 

「怒っていたはずのに、怒りの矛先を向ける場所を失い、 
　気づいたら笑顔で会話しながらご飯を食べていた」 

など、ボクも妻や家族との関係のなかで活用しています。 

ともすれば足が離れがちな志を、日常のなかに落とし込み、 
「日常と志をリンクさせる」ことで、周りとの争いのない、 
理想の世界に近づいていく術を学んでいきましょう。 

＞ACT（アクト）メソッド（指導者の活学） 

「○△□」のシンプルな流れで、人に伝え、行動を生み出す 
「ACT（アクト）メソッド」を深めて、使いこなせるようになって
いただきます。 

すでに「1週間チャレンジ」などで公開済みの 

・理想を設定・体感する力が上がり、 
　自分の理想を生きられるようになる！ 



・考えがまとまり、自分と向き合えて 
　主体性を持って自分で答えを出せるようになる！ 

・日々「できた！」を実感でき、 
　自己肯定感・自己効力感が上がる！ 

といった活用法に加え、 

・持っている知識を活かし、チームが動けるように伝える 
・今いる環境を活かし、自分の理想実現の力に変える 
・これから来るチャンスを活かし、偶然の展開を設計する 

といった、 
自分と周りとの関わり方を設計し、行動に変える技術を学んでいき
ます。 

あなたの持つリソース（知識・スキル・潜在意識・感覚など）を 
フル活用して、自由に生きられるようになる術を学びましょう。 

そして、、 

 

今回はリアルでの講義も行います。 
日程が決まっているところとしては、 

・5月28日（土）は、東京都内でのリアル講義での開催です。 
※時間は13時～17時を予定しています。 



※この日程以外にも、決まったら連絡いたします。 

・9月末～10月はじめごろにも、沖縄での合宿を企画中です。 
※参加費は実費となる予定です。詳細が決まり次第連絡いたしま
す。 

これまでは完全オンラインでしたが、 
リアルでしか伝えられないこともあります。 

実際、生のボクにあうと、みなさん口をそろえて 

「画面でみるより（肌が）黒いですね！」 
「思ったより（日に）焼けていますね！」 

とおっしゃいます。 

・・これは冗談ですが（本当ですが）、 

「画面と同じように自然体ですね」とはよく言っていただけます。 

オンラインでも、リアルでも変わらない自然体。 
その空気をリアルで体感したら、さらにあなたも「ありのまま」に
戻れます。 

オンラインでも、 
「ボクと話していただけで夢を思い出した」 
という方もいるので、抑えていたワクを外す効果は保証します。 



 
「slack（スラック）」というチャットツールを利用して、 
日々のコンテンツを不定期にチャットに公開していきます。 

1週間、皆で同じ課題に取り組む「1週間チャレンジ」や、 

各々が感銘を受けた本や「課題図書」を読んでアウトプットしてい
だく「ブックチャレンジ」など、 

皆で参加し、アウトプットして学びを深める活動を行っていきま
す。 

また、渡辺への質問もいつでも可能です。 
自由な発想で、自由にご活用ください。 

 
オプションの有無によらず、先着10名様に限り、 
参考図書セット「3冊」をプレゼントいたします。 
（公開した時点で、のこり5名です） 

ボク自身、指導者として、自らの人生を考えていく上で参考にさせ
ていただいた3冊です。 

該当者には後日連絡いたしますので、住所など配送情報をお送りく
ださい。 



 
講座の参加費は13万円（税抜）です。 
分割の場合は3回、6回に対応いたします。 

また今回は、目的となる 

「自らが人生の舵を握り、関わる人々を感化させ、 
　善なる方向へ導く指導者の輩出」 

のために、 
オプションパックも同時にご案内いたします。 

 

6万円追加（計19万円（税抜））で、 
自分の人生の舵を握るコミュニティ「凡人大学」へご参加いただけ
ます。 

今回の「周りのため」の土台となる「自分の日常の幸福感」を創り、
自ら主体的に人生を生きるための講義やチャットにご参加いただけ
ます。 

具体的には、 

・凡人大学 第1期の全講義の録画映像（全12回） 
・凡人大学 第2期の全講義（半年間、全12回） 



・凡人大学 特別チャット 

に、ご参加いただけます。 

凡人大学の講義は「毎週 第2・4水曜 よる9～11時」で行います。 

ゼロ・ワークスタイル・アカデミーへは、 
すでに「凡人大学」参加者の方も多数ご参加いただいております。 

渡辺の全活動はこの「凡人大学」コミュニティでのみ配信してお
り、様々な活動のウラ側の思考をこちらで公開しております。 

特にウラ側の95%を見ていただくことで、いつもの安定ゾーンへ 
戻ろうとする自分を強制的に成長へと向かわせる事ができます。 

より渡辺と密に関わり、仕事観・人生観をアップデートしていきた
い場合は、こちらのパックがおすすめです。 

 

さらに8万円の追加（計27万円（税抜））で、 
羽のように軽やかに自然体で話す「ゼロスピーチ」へご参加いただ
けます。 

指導者として、周りに伝え、感化させる「話し方のスキル」を磨く
ための講義ライブラリの視聴・練習会にご参加いただけます。 



具体的には、 

・ゼロスピーチ第3期の全録画映像（50万相当・40時間超） 
・ゼロスピーチ第2期の全録画映像（25万相当・25時間超） 
・セミナー映像を含む豪華7つの特典 
・上記コンテンツを網羅できる会員サイトへの永久アクセス権 
・学びを定着させるプレゼン・スピーチ練習会 

に、ご参加いただけます。 

ただ視聴するだけでなく、学んだことを元に発表や質問が可能な 
練習会を「毎週 第1・3水曜 よる9～11時」で行います。 

今回のゼロ・ワークスタイル・アカデミーが「キャリアデザイン」
がメインなら、ゼロスピーチは話すというアウトプットを身につけ
る「スキルアップ」。 

特に、「話し方・コミュニケーション」は、どこでも使えて、一度
身につければ使い回しの効く「コアスキル」です。 

「スキルアップ × キャリアデザイン」で、今後の人生を生きるた
めの土台を盤石にされたい方は、トータルパックをおすすめしま
す。 



 
各オプションパックにご参加いただける方には、特典も追加させて
いただきます： 

 
Udemy  

新作のUdemy（ユーデミー）コースを、作成過程も公開し、 
さらに完成後は無料クーポンのリンクを公開させていただきます。 

現在作成中のコースのテーマは「DX」についてです。 

現在、サラリーマンならほぼ必須といえるテーマに、 
渡辺がどういう解釈を加えるのか？ 

その講座をまとめる過程から始まり、完成までお渡しいたします。 

思考整理の手順や、学習の方法、 
撮影・プロモーションの過程を体感していただけるので、 

ご自身のお仕事・ビジネスにお役立ていただけます。 

そして、この「DX」講座だけでなく、今後もずっと 
新しくできたコースの無料クーポンを公開させていただきます。 

 



アカデミーパックに含まれる「凡人大学」は、渡辺がクローズドで
情報とエネルギーを注ぎ込む唯一の”コア”コミュニティです。 

ですので、「凡人大学」のメンバーの方には、 
この先行っていく活動のウラ側をすべてお見せしますし、 

さらに、その活動については、 
最優先、かつ、優待価格で案内をさせていただきます。 

今後、渡辺のコンテンツをお得に受け取りたい方は、 
アカデミーパックをつけて「凡人大学」にご参加ください。 

 
Udemy  

 
 

 

上記の新作のUdemy（ユーデミー）コース無料公開に加え、 
個人的にコンサルティングセッションと、そのフォローアップサ
ポート（3ヶ月）をさせていただきます。 

ビジネス的なことから、ご家庭や人間関係でのご相談など、どんな
ことでもご相談可能です。これまでのやり方にはまらない「枠の外
側」の視点からお話させていただきます。 

「拓さんと話していたら、昔の夢を思い出しました！」 



「拓さんが丁寧に、こちらの本心を紐解くように 
　話を進めてくださることで、自分の趣味に対して抱いている 
　「楽しい」感情が自分の本心であると自信を持てるように 
　なりました」 

「これで自分は変われるという実感もわきました！」 

「お伝えいただいている内容も、1対1で受け取ることで 
　現実感が深まり、実践への心強い後押しになっています。 
　個人面談の機会をいただけて本当によかったです」 

などと、大変好評いただいているセッションです！ 

また、そこから3ヶ月間は追加での相談も可能なフォローアップサ
ポートもおつけいたしますので、渡辺をあなた専門のビジネス（人
生）戦略室として、どうぞご自由にご活用ください。 

2022  
そして、これらの講義を、 
「2022年割」として、特別割引価格でご案内いたします： 

 
（ゼロ・ワークスタイル・アカデミー 
　＋ 凡人大学 ＋ ゼロスピーチ 
　＋ 新作Udemy講座無料 ＋ プロジェクト優先案内 
　＋ 渡辺ビジネス（人生）戦略室） 



270,000円（税別） 
→ 220,000円（税別）（税込価格:242,000円） 

※分割はクレジットカード（Paypal）のみの対応です。 

【３回払い】74,000円（税別）× 3（税込価格：81,400円） 

【６回払い】37,000円（税別）× 6（税込価格：40,700円） 

 
（ゼロ・ワークスタイル・アカデミー ＋ 凡人大学 
　＋ 新作Udemy講座無料 ＋ プロジェクト優先案内） 

190,000円（税別） 
→ 148,000円（税別）（税込価格:162,800円） 

※分割はクレジットカード（Paypal）のみの対応です。 

【３回払い】50,000円（税別）× 3（税込価格：55,000円） 

【６回払い】25,000円（税別）× 6（税込価格：27,500円） 

 
（ゼロ・ワークスタイル・アカデミー） 

130,000円（税別） 



→ 98,000円（税別）（税込価格:107,800円） 

※分割はクレジットカード（Paypal）のみの対応です。 

【３回払い】33,000円（税別）× 3（税込価格：36,300円） 

【６回払い】16,500円（税別）× 6（税込価格：18,150円） 

＞トータルパックへの参加はこちら＜ 

＞アカデミーパックへの参加はこちら＜ 

＞パックなしでの参加はこちら＜ 

 
Q. チャットには実名での参加ですか？ 

A. 匿名参加が可能です。slackのニックネーム機能をお使いくださ
い。 
ただし、応募の際には、運営管理のため、実名でのご応募をお願い
いたします。 
※フォームに入力。外部に利用することはございません。 

Q. Zoomには顔出しなしで参加できますか？ 

https://wonder-zero.com/p/r/X9rBjzjQ
https://wonder-zero.com/p/r/ARl9rvuU
https://wonder-zero.com/p/r/L6IdvPec


A. 基本は顔出しでご参加ください。お互いが話しやすく、学びの
生まれる空間を作ることも、周りへの貢献の一つです。 
ただし、やむを得ない事情がある場合にのみ、配慮はいたしますの
でご相談ください。 

Q. オプションパックはつけたほうがいいですか？ 

A. 必須ではありませんが、おすすめします。コンテンツの全体像
はこちらです。 

指導者として、周りのために生きるには、土台の自分が満たされて
いる必要があります。ですので最低限、「自分を満たす凡人大学」
を含む「アカデミーパック」をつけるのがおすすめです。 

その上で、話す力をつけて、周りの人へ伝えていく力も必要と感じ
る場合は「周りを感化させるゼロスピーチ」まで含む「トータル
パック」で指導者としての学びをマスターしていただけます。 



実際、今回すでに参加をしてくださっている方の中には、残りの
パック（凡人大学＋ゼロスピーチ）をご受講いただいている方もい
らっしゃいます。 

Q. あとから他のコミュニティへも入れますか？ 

A. 入れますが、今入るのが一番おトクです。先にご決断いただけ
る方に、より得をしていただけるような設計にしております。 

また、今回の「2022年割」は本年度のみの価格です。ぜひ、この
タイミングでご参加ください。 

Q. コンテンツが多すぎて消化不良になりませんか？ 

A. ならないような「学び方」を最初に学んでいただきます。まず
「統合学習」の基本を身に着けていただくことで、知識のとっ散ら
かりを防ぎます。 
 
むしろたくさんのことをどれも身になるように学んでいただけるよ
うになるので、これからの学習が楽しみになってくると思います。 

Q. サポート期間はいつまでですか？ 
 
A. 基本は６ヶ月間です。ですがその先も、変化が起こるまでサ
ポートさせていただきます。 



きちんと実践してくだされば、少なくとも１ヶ月が経った頃には変
化を感じられているはずです。 

Q. 学べば変われますか？ 

A. 「変わる」と決めて、ご参加ください。「ゼロ・ワークスタイ
ル・アカデミー」は、志を元に、自分を実現していくためのコミュ
ニティです。主体的にご参加いただくことが必須条件です。 

「変わる」と決めて行動することで、実際の変化が訪れます。 
ぜひ、一緒に、成長・貢献の道を踏み出しましょう。 

 
最後に、この話をさせてください。 

今回の講座のテーマは「指導者としての目覚め」。 

そして、このレターのテーマは、 
そのために日常で必須となる「あなたの違和感の解消」です。 

・・なんだかどうも、カタくなってしまいました。 

でも、途中で紹介させていただいた 
「ボクがただただ喜んでいる動画」を 
見ていただくとわかるとおり、 



「なぜ、講座をやるのか？」というと、 

誰もがみんなで楽しめる、面白い世界を作りたい 
そのために、切磋琢磨しあえる仲間がほしい 

からです。 

難しく、苦しく、しんどくやるのは簡単です。 
これまでのようにすればいいのですから。 

でも、これからの時代は違います。 

テクノロジーやサービスが発達して、 
誰もがやりたいことをすぐにできる時代が来ました。 

もっと、個人の楽しみも追求して、 
みんなが幸せになれるようにして、それでOK！ 

・・そんなところに本質が移っています。 

楽しいけれどうまくいく、いや、楽しいからこそうまくいく。 

だから、ボクからの最後のお誘いはこうです。 



「志」「指導者」「成長」「貢献」 
とか、カタいことを伝えていますが、 
できるだけ、みんなで楽しく 
実践していきませんか？ 

それが、ボクらのやり方です。 

こっちのほうが、だんぜんクールでかっこいい。 

そんな生き方を、一緒に体現していきましょう。 

講座で、お待ちしております。 

渡辺 拓 

＞トータルパックへの参加はこちら＜ 

＞アカデミーパックへの参加はこちら＜ 

＞パックなしでの参加はこちら＜ 

https://wonder-zero.com/p/r/X9rBjzjQ
https://wonder-zero.com/p/r/ARl9rvuU
https://wonder-zero.com/p/r/L6IdvPec
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