
るように努めました。すると、「こういう物件があるよ」「あそこ
はどう ？ 」と周りからいい情報がきだしたのです。
　すぐに、気に入った物件が見つかりました。出雲駅近くで観
光客も立ち寄れる立地でした。一人でまかなえるアトリエ風にし
たいと思っていましたが、内装工事も手を掛けずにイメージ通り
に仕上がりました。こちらでは車での移動が基本なので、駐車

場もお店の隣に２台分を確保できま
した。
　９月１４日予定通り、花のアトリエ
ショップ Buis （ビュイ）がオープンし
ました。花の小売とオーダーメイドで
ブライダルフラワー、ブーケ、リース
などをお作りするお店です。
　ＴＡＷ講座で売り上げの目標金
額を決めるといいと教わりましたが、
それもオープン３ヵ月ほどでクリアでき
ました。以前から、自分にできるこ
とをノートに書いてきましたが、それ
も１つずつ現実になっていきました。
　お店でもフラワーアレンジメントを
教えるようになり、地元のカフェと提
携して、毎週カフェでもフラワーアレ
ンジメントの教室を開くようになりまし

た。また、松江市でも年間を通して教室を持つようになりました。
商店街のイベントや会社で女子社員
向けにフラワーアレンジメント講座を教
えたりもしています。今までしてこな
かったディスプレイや花に関連するデ
ザインの仕事も来るようになりました。
　店舗を構えるようになってから、い
ろいろと声を掛けていただけるようになったのです。フリーでやっ
ていたころとは比べものにならないくらい責任感も出てきました
し、仕事量も何倍にも増えました。
　私が楽しく働いている姿を見て、私にＴＡＷを勧めてくれた
友人は、「やっぱりね、わかっていたんだけどね」と、笑いな
がら頷いていました。
　家を出て、店を持つことを心配していた両親も、地元のケー
ブルテレビにお店が紹介されたり、トーク番組に私が出たりする
ようになると安心したようです。今では何でも話せる仲良しの間
柄になりました。
　私は花を使って作品を作ることがとても好きです。これからは

作品展なども開催していきたいですね。もっと外
に向けて、私の花の世界を発信していきたいと
思っています。

■ アトリエショップを持つことを決意
　２０１２年の春、それまで勤めていたお花屋さんを辞めて、個
人でフラワーアレンジメントの注文を受けてお届けするサービス
をはじめました。独立したとはいえ安定して仕事が入るわけで
はないので、フラワーショップでのアルバイトも続けていました。
友人からは「今のままではダメだよ」と言われ、「才能もあるし、もっ
と自分でやっていける力もあるはず」
と励まされました。助けになるだろう
からと勧められたのがＴＡＷの講座
でした。
　すぐに受講したマスターＴＡＷの
入門講座では、「自分の現実は全
部自分が作っている」という話に驚
かされました。続けて受けた初級
で、うちでは家族のヒエラルキーが
逆だったことに気づいたのです。自
分が一番エラいと勘違いして、両
親に対して横柄な態度を取ってきま
した。両親の仲が良くないと思って
きたのも私の勝手な思い込みでし
た。いたたまれなくなって「今まで
勘違いしていて本当にごめんなさ
い」と両親に謝りました。
　家に同居しているのも当たり前と思ってきましたが、家を出て
自立しようと決めました。いつか自分のお店を持ちたいと思って
きましたが、その気持ちも固まりました。

■ お店のオープンの日にちを決める
　そうはいっても、お店を持つことを意識すると、不安になって
逃げたくなりました。ＴＡＷの中級講座では、不安や逃げたくな
る気持ちも全部自分が作っているのだと知りました。前に進みた
くないという怠慢な思いが、不安要素を作り出しては、前に進
めないようにしているというのです。
　怠慢を脱して前に進むにはどうしたらいいのか ？　ＴＡＷ講
座を受けた仲間たちを見ていると、上手く進んでいる人たちは
みな目標を決めていました。目標に向かって行動していくことで、
現実にしていたのです。そこで私もお店のオープンの予定日を
決めました。
　その後、６月に受けた上級講座では、周りからの声を「攻
撃されている」と勘違いしてきたことに気づきました。友人か
ら「こうすれば ？ 」と言われると、「今のやり方が良くない」と
批判されているように感じて、助言として受け取れないのです。
これではいけないと、ＴＡＷの講座で教わった「まわりは自分の
潜在意識」というのを思い出して、素直に周りの声に耳を傾け

フラワーアレンジメントの教室
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アトリエショップ Buis ビュイ
http://www.lazuda.com/detail/index_3364.html
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花のアトリエショップをオープン ！
ただの

オープンの日にちを決めて、周囲のアドバイスを素直に聞くようにしたら、
良い店舗も見つかり経営も軌道に乗ったという多々納和子さんからお聞きしたお話です。
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多々納　和子 

島根県出雲市
アトリエショップ Buis 代表 　
装花作家

さん

アトリエショップ Buis （ビュイ）
http://www.lazuda.com/detail/index_3364.html

黒川温泉　旅館わかば
http://www.ryokanwakaba.com/

「怖れ」を
手放したら
話がどんどん
進みました。

 ビュイ

ウェルカムではないと思ってきたのです。
　しかし、ＴＡＷの講座で、早い現実化には 

「思考を分散させることより集中させること」
が重要と教わりました。そこで、考え方を転
換し「外国人観光客を集客する」ことに思
考を集中させようと決めました。もちろん目的
のために、英語への苦手意識も変えていっ
たのです。

■ 組織に属して海外へプロモーションする
　旅館は一軒一軒独立した経営を行ってい
ますが、それぞれが全国組織の旅館組合
にも属しています。私も熊本県の旅館組合
の青年部に所属しています。
　ＴＡＷ講座では、個人でできないことも組
織ならできると、組織の大切さが説かれまし
た。これまで積極的に関わってこなかった青
年部という組織の中での活動を、私も見直す
ようになりました。
　すると、昨年４月には、熊本県の旅館組
合の青年部の部長にならないかと推薦された
のです。「まだ、できない」と、理由を探して

断ろうかと思いましたが、「組織は大事」と学んだ後でしたので、
思い切って受けることにしました。
　組織に入ってみると、将来的に必要な情報も入ってくるように
なりました。国会議員のところに陳情に行くなど、個人では限
界があることも組織だからこそできると納得しました。
　昨年１０月には、初の試みとしてヨーロッパでの観光プロモー
ションが行われ、これにも参加してきました。ロンドン、パリ、
アムステルダムと 3 都市を巡り、現地メディアや旅行会社を招

■ 海外からの観光客を集客しよう
　１４年前に父の跡を継いで黒川温泉 旅館
わかばの２代目として宿の経営に携わるように
なりました。２年前に経営コンサルタントの方
から、おもしろいセミナーがあると聞いて受講
したのがマスターＴＡＷでした。旅館という
のは宿泊客を増やし稼働率を上げるための
経営努力が常に求められます。ＴＡＷの提唱
する「思考が現実化する。１００％例外な
く ！ 」が本当なら、どうやって宿泊客を増や
すのか、何かいい思考法があるのか聞いて
みたいという気持ちでした。
　ＴＡＷの講座の中では、自分の問題や目
標に対して周りから意見をもらう時間がありま
した。私が宿の稼働率の話をすると、講座
の先生から、黒川温泉なら海外からの観光
客も受け入れられるのではないか、海外から
人気となれば、日本人の観光客も増えるので
はないかとアドバイスされたのです。
　確かに、黒川温泉は外国人にとっても魅力ある観光地といえ
るかもしれません。阿蘇外輪山の静かな山間の温泉で、旅館
やお土産物屋や食事処が川沿いに軒を連ねます。下駄ばきに
浴衣姿で、日本的な趣が色濃く残る温泉街を散策するのもい
いでしょう。宿ごとに趣向を凝らした露天風呂を入湯手形で巡
るのもいいでしょう。阿蘇山を一望できるハイキングコースもあり
ますし、伝統的な和食や昔ながらの生活文化を体験することも
できます。温泉や日本文化に興味がある外国人なら、ぜひ行っ
てみたいと感じることでしょう。
　これまで私自身も英語に対するコンプレックスがあり、旅館わ
かばでも英語ができないから外国人観光客には対応できない、

フラワーアレンジメントの教室

海外からの宿泊客が全体の３割に急増 ！

のぞむ
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志賀　希 

熊本県阿蘇郡
黒川温泉 旅館わかば 
代表取締役

さん

ＴＡＷプレスでは毎号、ＴＡＷを活かして人生をバージョンアップした方た
ちの感動ストーリーをお届けします。
まずは、ＴＡＷを学んで仕事に新たな方向性を見出し、海外へのプロモー
ションや旅館組合との関わりなどを通して、宿泊客にも大きな変化が起き
たという志賀希さんからお聞きしたお話です。

いて、九州および黒川温泉の魅力
をアピールしてきたのです。その後も
タイやマレーシアなど東南アジア諸国
へのアプローチも同様に進めていきま
した。

■ 黒川温泉と旅館わかばのＰＲに
力をそそぐ
　ＴＡＷの考え方では、とにかく言
い訳ができません。物事がうまくいか
ないのも自分の思考の結果として、
何かのせいにすることがないのです。
うまくいかないのは自分が「怠慢」
だからで、グズグズとやらないでいる
からだというのです。
　私も考えるだけでなく、やってみれ
ば少しでも前に進めるし、方向性も
見えてくるという思いで、何でもトライ
するようにしました。
　そのような思いからヨーロッパの
ネットエージェントと契約も交わしまし
た。旅館わかばのウェブページでも
英語で発信するようにし、そこからも
予約を受けられるようにしました。す
ると、海外からも宿泊予約が入るよう
になったのです。
　２年程前には、観光モニターの企
画も考えました。外国人にモニターとして黒川温泉に来てもら
い、ここで得た情報を母国で発信してもらおうと思ったのです。
旅行会社に掛け合いましたが、この件は思ったように話が進み
ませんでした。
　しかし、現在では、街づくり協力隊として英語のできる委託
職員が町に雇われて、海外から観光モニターを募る企画が
実際に数回行われるようになりました。
　ＴＡＷでは「思考は貯まれば現実になる」といいます。やり
たいと思ったことは、思考が貯まれば、周りからも状況がつくら
れるのだと、この件で良くわかりました。
　また、黒川温泉が行っている外国人観光客の受け入れ態
勢を整えるための取り組みにも参加しています。英語のマップ
やガイドブックを作成したり、黒川温泉の旅館組合のウェブサイ
トからも海外から予約ができるように、大幅なリニューアルを企
画しています。「外国人に人気の温泉地といえば黒川温泉」と
言われるくらい、知名度を上げていきたいですね。　　　
　旅館わかばでも昨年１２月から月に数回の英会話教室をはじ

めました。従業員が英語に
親しみ、簡単な会話を覚え
るようになると、外国人の
お客さまにも十分なおもて
なしができるようになってきま
した。
　旅館わかばで、昨年ま

思考が貯まると
現実化すると
実感しました ！

では、ほとんどなかった海外
からの宿泊客が、今年の４月
には全体の宿泊客の３割に
届きそうなくらいに増えました。
  「外国人観光客を集客す
る」ことに集中した結果だと
思っています。

■ 男親の役割は仕事をして稼ぐこと
　以前は、幸せの価値観はお金を稼ぐことだけ
ではなく、家族との時間を十分に持つことだと
思ってきましたから、のほほんと宿の仕事をして
きたように思います。
　ＴＡＷ講座では、「人生の目的を達成しなさい」
と説き、また家族関係でも、「男親の役割は
子どもと一緒に遊んであげることではなく、仕事
をして稼ぐこと」と教えてもらいました。
　それを受けて、私も家族との時間を仕事にシ
フトしていくようになりました。もちろん、バランス
も必要です。そういった舵取りもうまくなったよう
です。ＴＡＷでは「すべての問題は自分の中に
ある」としています。不協和音があったら自分
の思考や行動を変えればいいのですから、
問題解決が早くできるようになったと思います。

■ 将来の夢は大きく
　今まで英語にコンプレックスがあったのがウソのように、今で
は旅館わかばが世界中の人と、コミュニケーションが取れて、
つながりが持てる宿になれたらいいと思うようになりました。
　将来はフランスに旅館を建てられたらおもしろいですね。日本
風の旅館です。

　旅館わかばに海
外のお客さまが来ら
れるようになり、日本
をもっと知ってもらい
たいという思いが強
まりました。今度は
自分から海外に出て、
事業を展開したらど
うだろうというわけ

です。フランスに行って働いてみたいスタッフもいることでしょう。
日本とフランスの宿で相乗効果が得られるようにも思います。
情報はパリからヨーロッパ全域に発信して、宿はパリ郊外の
田舎につくれたらいいでしょうね。
　そう思っていると、7月にパリで開催されるジャパンエクスポに、
全国旅館組合の青年部としてブースを出店することになりまし
た。パリの状況も見てこようと思います。
　思考していると、それに見合った話が舞い込みます。思考
の現実化の仕組みを知ると、できないことはない、思考を重ね
ればいつか現実になると思えるようになります。そうすると、今
がますます楽しくなって、どこまでも夢は膨らみますね。

海外で黒川温泉と
旅館わかばを

PRする志賀さん

WEBで海外へ黒川温泉と旅館わかばの魅力を発信

外国人宿泊者数 2014 年
外国人宿泊者数 2013 年
外国人宿泊者数 2012 年

海外の宿泊予約サイト

外国人宿泊者数は毎年増加している

日本のおもてなしを伝えたい

従業員のための英会話教室
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関東エリア　　　　　　　　　 ◆ キーステーション

TAWキーステーション  
有限会社スタットワーク目黒駅前オフィス 
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
mobile : 090-2624-0709 
TEL : 03-6459-3770　 FAX : 03-6459-3771　
Email  : statwork@taw.ac
http://ameblo.jp/yume-o-kanae-you/　 

TAW福岡キーステーション 
株式会社グランドステージ
代表　副島 れい子 
〒802-0001  
福岡県北九州市小倉北区浅野 1 丁目 8-4　武田
ビル 201
Mobile : 090-8356-9108 
TEL : 093-521-5900   FAX : 093-521-5900 
Email : info@taw-fukuoka.net 
http://grand-stage.net/
http://ameblo.jp/iroiroreiko/

TAW沖縄キーステーション
カウンセリング・オフィス はぴあ
代表　新垣 真治 
〒901-0145  
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

九州・沖縄エリア                   ◆ キーステーション　　　　　　

TAW広島キーステーション　株式会社ピンクダイヤ
代表　吉永 富貴子 
〒730-0016　
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611 
Mobile : 090-3638-8175 
Email  : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com

関東エリア                                 ◆ ステーション 
  
TAWステーション あいりん堂
代表　飯塚 和喜 
〒286-0041  
千葉県成田市飯田町 9-41
TEL : 0476-36-7300　FAX : 0476-36-7305
Email : airindo@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/airindo/

TAW神奈川ステーション　リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 306
Mobile：090-3572-7539
Email：creativeimagination55@gmail.com
http://ameblo.jp/kttaw/

中国・四国エリア                   ◆ キーステーション
株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　FAX : 03-6805-1931 
Email : info@navi.ac 
http://navi.ac/
http://ameblo.jp/navi-staff/

株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　FAX : 096-366-6355 
Email  : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
4500 Via Marina, #313
Marina del Rey, CA 90292
Email: infous@navi.ac
TEL: +1-424-500-2425

国際 TAW協会パートナー

TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは、
㈱アクエリアス・ナビ  またはお近くの
キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

詳しくはアクエリアス・ナビウェブサイト新着情報をご覧ください。
http://navi.ac/archives/2229

TAW Information

みんな言葉の力をみくびってる  ！　
～あなたの夢を叶える こ・と・ば レッスン～

 ♥この講演会に参加すると　　
　　幸運体質になれる
　　ことばを使って夢を叶えるコツがわかる
　　思うようにいかない理由がわかる
　　夢を持てるようになる    など。

（金）19：00ー 21：00月 日8 1
出版記念講演会開催！

国際ＴＡＷ協会理事長 
黒須圭子

■会場 :表参道　青山学院アスタジオ　地下1階大ホール

質疑応答の

時間もあり
ます！質疑応答の

時間もあり
ます！

中部・甲信越エリア                     ◆ ステーション

TAW中部ステーション スキップ・ハート
代表　隅田 由香子
〒461-0004  
愛知県名古屋市東区葵１丁目 17-24 Ｃ＆Ｓ葵 401
Mobile : 080-5165-5706 
TEL : 052-982-8289 
Email : chubu@taw.ac
http://ameblo.jp/taw-chubu/
  
TAW北陸ステーション  COSMO・STATE
代表　坂本 享子 
〒910-3142 
福井県福井市波寄町 17-78 
Mobile : 090-7086-3537
Email : hokuriku@taw.ac 
http://ameblo.jp/cosmostate/

TAW富山ステーション　PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-3551
富山県富山市水橋中村 509-106
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac

北海道・東北エリア　　　　　　　◆ ステーション

TAW仙台ステーション BOUNCING MIND
代表　佐藤 千恵子 
〒980-0811  
宮城県仙台市青葉区一番町 1-2-25 仙台 NS ビル
1F　MBE208 
Mobile : 070-5017-1828 

関西エリア　　　　　　　　　 ◆ キーステーション

TAW大阪キーステーション  
代表　高橋 治子  
〒631-0024　
奈良県奈良市百楽園 2-7-9

Email : sendai＠taw.ac 
http://ameblo.jp/chumiel88

Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/



るように努めました。すると、「こういう物件があるよ」「あそこ
はどう ？ 」と周りからいい情報がきだしたのです。
　すぐに、気に入った物件が見つかりました。出雲駅近くで観
光客も立ち寄れる立地でした。一人でまかなえるアトリエ風にし
たいと思っていましたが、内装工事も手を掛けずにイメージ通り
に仕上がりました。こちらでは車での移動が基本なので、駐車

場もお店の隣に２台分を確保できま
した。
　９月１４日予定通り、花のアトリエ
ショップ Buis （ビュイ）がオープンし
ました。花の小売とオーダーメイドで
ブライダルフラワー、ブーケ、リース
などをお作りするお店です。
　ＴＡＷ講座で売り上げの目標金
額を決めるといいと教わりましたが、
それもオープン３ヵ月ほどでクリアでき
ました。以前から、自分にできるこ
とをノートに書いてきましたが、それ
も１つずつ現実になっていきました。
　お店でもフラワーアレンジメントを
教えるようになり、地元のカフェと提
携して、毎週カフェでもフラワーアレ
ンジメントの教室を開くようになりまし

た。また、松江市でも年間を通して教室を持つようになりました。
商店街のイベントや会社で女子社員
向けにフラワーアレンジメント講座を教
えたりもしています。今までしてこな
かったディスプレイや花に関連するデ
ザインの仕事も来るようになりました。
　店舗を構えるようになってから、い
ろいろと声を掛けていただけるようになったのです。フリーでやっ
ていたころとは比べものにならないくらい責任感も出てきました
し、仕事量も何倍にも増えました。
　私が楽しく働いている姿を見て、私にＴＡＷを勧めてくれた
友人は、「やっぱりね、わかっていたんだけどね」と、笑いな
がら頷いていました。
　家を出て、店を持つことを心配していた両親も、地元のケー
ブルテレビにお店が紹介されたり、トーク番組に私が出たりする
ようになると安心したようです。今では何でも話せる仲良しの間
柄になりました。
　私は花を使って作品を作ることがとても好きです。これからは

作品展なども開催していきたいですね。もっと外
に向けて、私の花の世界を発信していきたいと
思っています。

■ アトリエショップを持つことを決意
　２０１２年の春、それまで勤めていたお花屋さんを辞めて、個
人でフラワーアレンジメントの注文を受けてお届けするサービス
をはじめました。独立したとはいえ安定して仕事が入るわけで
はないので、フラワーショップでのアルバイトも続けていました。
友人からは「今のままではダメだよ」と言われ、「才能もあるし、もっ
と自分でやっていける力もあるはず」
と励まされました。助けになるだろう
からと勧められたのがＴＡＷの講座
でした。
　すぐに受講したマスターＴＡＷの
入門講座では、「自分の現実は全
部自分が作っている」という話に驚
かされました。続けて受けた初級
で、うちでは家族のヒエラルキーが
逆だったことに気づいたのです。自
分が一番エラいと勘違いして、両
親に対して横柄な態度を取ってきま
した。両親の仲が良くないと思って
きたのも私の勝手な思い込みでし
た。いたたまれなくなって「今まで
勘違いしていて本当にごめんなさ
い」と両親に謝りました。
　家に同居しているのも当たり前と思ってきましたが、家を出て
自立しようと決めました。いつか自分のお店を持ちたいと思って
きましたが、その気持ちも固まりました。

■ お店のオープンの日にちを決める
　そうはいっても、お店を持つことを意識すると、不安になって
逃げたくなりました。ＴＡＷの中級講座では、不安や逃げたくな
る気持ちも全部自分が作っているのだと知りました。前に進みた
くないという怠慢な思いが、不安要素を作り出しては、前に進
めないようにしているというのです。
　怠慢を脱して前に進むにはどうしたらいいのか ？　ＴＡＷ講
座を受けた仲間たちを見ていると、上手く進んでいる人たちは
みな目標を決めていました。目標に向かって行動していくことで、
現実にしていたのです。そこで私もお店のオープンの予定日を
決めました。
　その後、６月に受けた上級講座では、周りからの声を「攻
撃されている」と勘違いしてきたことに気づきました。友人か
ら「こうすれば ？ 」と言われると、「今のやり方が良くない」と
批判されているように感じて、助言として受け取れないのです。
これではいけないと、ＴＡＷの講座で教わった「まわりは自分の
潜在意識」というのを思い出して、素直に周りの声に耳を傾け

フラワーアレンジメントの教室

8 TAWPRESS  No.34 1TAWPRESS  No.34

2 TAWPRESS  No.34 3TAWPRESS  No.34

アトリエショップ Buis ビュイ
http://www.lazuda.com/detail/index_3364.html
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花のアトリエショップをオープン ！
ただの

オープンの日にちを決めて、周囲のアドバイスを素直に聞くようにしたら、
良い店舗も見つかり経営も軌道に乗ったという多々納和子さんからお聞きしたお話です。
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多々納　和子 

島根県出雲市
アトリエショップ Buis 代表 　
装花作家

さん

アトリエショップ Buis （ビュイ）
http://www.lazuda.com/detail/index_3364.html

黒川温泉　旅館わかば
http://www.ryokanwakaba.com/

「怖れ」を
手放したら
話がどんどん
進みました。

 ビュイ

ウェルカムではないと思ってきたのです。
　しかし、ＴＡＷの講座で、早い現実化には 

「思考を分散させることより集中させること」
が重要と教わりました。そこで、考え方を転
換し「外国人観光客を集客する」ことに思
考を集中させようと決めました。もちろん目的
のために、英語への苦手意識も変えていっ
たのです。

■ 組織に属して海外へプロモーションする
　旅館は一軒一軒独立した経営を行ってい
ますが、それぞれが全国組織の旅館組合
にも属しています。私も熊本県の旅館組合
の青年部に所属しています。
　ＴＡＷ講座では、個人でできないことも組
織ならできると、組織の大切さが説かれまし
た。これまで積極的に関わってこなかった青
年部という組織の中での活動を、私も見直す
ようになりました。
　すると、昨年４月には、熊本県の旅館組
合の青年部の部長にならないかと推薦された
のです。「まだ、できない」と、理由を探して

断ろうかと思いましたが、「組織は大事」と学んだ後でしたので、
思い切って受けることにしました。
　組織に入ってみると、将来的に必要な情報も入ってくるように
なりました。国会議員のところに陳情に行くなど、個人では限
界があることも組織だからこそできると納得しました。
　昨年１０月には、初の試みとしてヨーロッパでの観光プロモー
ションが行われ、これにも参加してきました。ロンドン、パリ、
アムステルダムと 3 都市を巡り、現地メディアや旅行会社を招

■ 海外からの観光客を集客しよう
　１４年前に父の跡を継いで黒川温泉 旅館
わかばの２代目として宿の経営に携わるように
なりました。２年前に経営コンサルタントの方
から、おもしろいセミナーがあると聞いて受講
したのがマスターＴＡＷでした。旅館という
のは宿泊客を増やし稼働率を上げるための
経営努力が常に求められます。ＴＡＷの提唱
する「思考が現実化する。１００％例外な
く ！ 」が本当なら、どうやって宿泊客を増や
すのか、何かいい思考法があるのか聞いて
みたいという気持ちでした。
　ＴＡＷの講座の中では、自分の問題や目
標に対して周りから意見をもらう時間がありま
した。私が宿の稼働率の話をすると、講座
の先生から、黒川温泉なら海外からの観光
客も受け入れられるのではないか、海外から
人気となれば、日本人の観光客も増えるので
はないかとアドバイスされたのです。
　確かに、黒川温泉は外国人にとっても魅力ある観光地といえ
るかもしれません。阿蘇外輪山の静かな山間の温泉で、旅館
やお土産物屋や食事処が川沿いに軒を連ねます。下駄ばきに
浴衣姿で、日本的な趣が色濃く残る温泉街を散策するのもい
いでしょう。宿ごとに趣向を凝らした露天風呂を入湯手形で巡
るのもいいでしょう。阿蘇山を一望できるハイキングコースもあり
ますし、伝統的な和食や昔ながらの生活文化を体験することも
できます。温泉や日本文化に興味がある外国人なら、ぜひ行っ
てみたいと感じることでしょう。
　これまで私自身も英語に対するコンプレックスがあり、旅館わ
かばでも英語ができないから外国人観光客には対応できない、

フラワーアレンジメントの教室

海外からの宿泊客が全体の３割に急増 ！

のぞむ
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志賀　希 

熊本県阿蘇郡
黒川温泉 旅館わかば 
代表取締役

さん

ＴＡＷプレスでは毎号、ＴＡＷを活かして人生をバージョンアップした方た
ちの感動ストーリーをお届けします。
まずは、ＴＡＷを学んで仕事に新たな方向性を見出し、海外へのプロモー
ションや旅館組合との関わりなどを通して、宿泊客にも大きな変化が起き
たという志賀希さんからお聞きしたお話です。

いて、九州および黒川温泉の魅力
をアピールしてきたのです。その後も
タイやマレーシアなど東南アジア諸国
へのアプローチも同様に進めていきま
した。

■ 黒川温泉と旅館わかばのＰＲに
力をそそぐ
　ＴＡＷの考え方では、とにかく言
い訳ができません。物事がうまくいか
ないのも自分の思考の結果として、
何かのせいにすることがないのです。
うまくいかないのは自分が「怠慢」
だからで、グズグズとやらないでいる
からだというのです。
　私も考えるだけでなく、やってみれ
ば少しでも前に進めるし、方向性も
見えてくるという思いで、何でもトライ
するようにしました。
　そのような思いからヨーロッパの
ネットエージェントと契約も交わしまし
た。旅館わかばのウェブページでも
英語で発信するようにし、そこからも
予約を受けられるようにしました。す
ると、海外からも宿泊予約が入るよう
になったのです。
　２年程前には、観光モニターの企
画も考えました。外国人にモニターとして黒川温泉に来てもら
い、ここで得た情報を母国で発信してもらおうと思ったのです。
旅行会社に掛け合いましたが、この件は思ったように話が進み
ませんでした。
　しかし、現在では、街づくり協力隊として英語のできる委託
職員が町に雇われて、海外から観光モニターを募る企画が
実際に数回行われるようになりました。
　ＴＡＷでは「思考は貯まれば現実になる」といいます。やり
たいと思ったことは、思考が貯まれば、周りからも状況がつくら
れるのだと、この件で良くわかりました。
　また、黒川温泉が行っている外国人観光客の受け入れ態
勢を整えるための取り組みにも参加しています。英語のマップ
やガイドブックを作成したり、黒川温泉の旅館組合のウェブサイ
トからも海外から予約ができるように、大幅なリニューアルを企
画しています。「外国人に人気の温泉地といえば黒川温泉」と
言われるくらい、知名度を上げていきたいですね。　　　
　旅館わかばでも昨年１２月から月に数回の英会話教室をはじ

めました。従業員が英語に
親しみ、簡単な会話を覚え
るようになると、外国人の
お客さまにも十分なおもて
なしができるようになってきま
した。
　旅館わかばで、昨年ま

思考が貯まると
現実化すると
実感しました ！

では、ほとんどなかった海外
からの宿泊客が、今年の４月
には全体の宿泊客の３割に
届きそうなくらいに増えました。
  「外国人観光客を集客す
る」ことに集中した結果だと
思っています。

■ 男親の役割は仕事をして稼ぐこと
　以前は、幸せの価値観はお金を稼ぐことだけ
ではなく、家族との時間を十分に持つことだと
思ってきましたから、のほほんと宿の仕事をして
きたように思います。
　ＴＡＷ講座では、「人生の目的を達成しなさい」
と説き、また家族関係でも、「男親の役割は
子どもと一緒に遊んであげることではなく、仕事
をして稼ぐこと」と教えてもらいました。
　それを受けて、私も家族との時間を仕事にシ
フトしていくようになりました。もちろん、バランス
も必要です。そういった舵取りもうまくなったよう
です。ＴＡＷでは「すべての問題は自分の中に
ある」としています。不協和音があったら自分
の思考や行動を変えればいいのですから、
問題解決が早くできるようになったと思います。

■ 将来の夢は大きく
　今まで英語にコンプレックスがあったのがウソのように、今で
は旅館わかばが世界中の人と、コミュニケーションが取れて、
つながりが持てる宿になれたらいいと思うようになりました。
　将来はフランスに旅館を建てられたらおもしろいですね。日本
風の旅館です。

　旅館わかばに海
外のお客さまが来ら
れるようになり、日本
をもっと知ってもらい
たいという思いが強
まりました。今度は
自分から海外に出て、
事業を展開したらど
うだろうというわけ

です。フランスに行って働いてみたいスタッフもいることでしょう。
日本とフランスの宿で相乗効果が得られるようにも思います。
情報はパリからヨーロッパ全域に発信して、宿はパリ郊外の
田舎につくれたらいいでしょうね。
　そう思っていると、7月にパリで開催されるジャパンエクスポに、
全国旅館組合の青年部としてブースを出店することになりまし
た。パリの状況も見てこようと思います。
　思考していると、それに見合った話が舞い込みます。思考
の現実化の仕組みを知ると、できないことはない、思考を重ね
ればいつか現実になると思えるようになります。そうすると、今
がますます楽しくなって、どこまでも夢は膨らみますね。

海外で黒川温泉と
旅館わかばを

PRする志賀さん

WEBで海外へ黒川温泉と旅館わかばの魅力を発信

外国人宿泊者数 2014 年
外国人宿泊者数 2013 年
外国人宿泊者数 2012 年

海外の宿泊予約サイト

外国人宿泊者数は毎年増加している

日本のおもてなしを伝えたい

従業員のための英会話教室
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TAWキーステーション  
有限会社スタットワーク目黒駅前オフィス 
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
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TAWステーション あいりん堂
代表　飯塚 和喜 
〒286-0041  
千葉県成田市飯田町 9-41
TEL : 0476-36-7300　FAX : 0476-36-7305
Email : airindo@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/airindo/

TAW神奈川ステーション　リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 306
Mobile：090-3572-7539
Email：creativeimagination55@gmail.com
http://ameblo.jp/kttaw/

中国・四国エリア                   ◆ キーステーション
株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　FAX : 03-6805-1931 
Email : info@navi.ac 
http://navi.ac/
http://ameblo.jp/navi-staff/

株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　FAX : 096-366-6355 
Email  : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
4500 Via Marina, #313
Marina del Rey, CA 90292
Email: infous@navi.ac
TEL: +1-424-500-2425

国際 TAW協会パートナー

TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは、
㈱アクエリアス・ナビ  またはお近くの
キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

詳しくはアクエリアス・ナビウェブサイト新着情報をご覧ください。
http://navi.ac/archives/2229

TAW Information

みんな言葉の力をみくびってる  ！　
～あなたの夢を叶える こ・と・ば レッスン～

 ♥この講演会に参加すると　　
　　幸運体質になれる
　　ことばを使って夢を叶えるコツがわかる
　　思うようにいかない理由がわかる
　　夢を持てるようになる    など。

（金）19：00ー 21：00月 日8 1
出版記念講演会開催！

国際ＴＡＷ協会理事長 
黒須圭子

■会場 :表参道　青山学院アスタジオ　地下1階大ホール

質疑応答の

時間もあり
ます！質疑応答の

時間もあり
ます！

中部・甲信越エリア                     ◆ ステーション

TAW中部ステーション スキップ・ハート
代表　隅田 由香子
〒461-0004  
愛知県名古屋市東区葵１丁目 17-24 Ｃ＆Ｓ葵 401
Mobile : 080-5165-5706 
TEL : 052-982-8289 
Email : chubu@taw.ac
http://ameblo.jp/taw-chubu/
  
TAW北陸ステーション  COSMO・STATE
代表　坂本 享子 
〒910-3142 
福井県福井市波寄町 17-78 
Mobile : 090-7086-3537
Email : hokuriku@taw.ac 
http://ameblo.jp/cosmostate/

TAW富山ステーション　PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-3551
富山県富山市水橋中村 509-106
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac

北海道・東北エリア　　　　　　　◆ ステーション

TAW仙台ステーション BOUNCING MIND
代表　佐藤 千恵子 
〒980-0811  
宮城県仙台市青葉区一番町 1-2-25 仙台 NS ビル
1F　MBE208 
Mobile : 070-5017-1828 

関西エリア　　　　　　　　　 ◆ キーステーション

TAW大阪キーステーション  
代表　高橋 治子  
〒631-0024　
奈良県奈良市百楽園 2-7-9

Email : sendai＠taw.ac 
http://ameblo.jp/chumiel88

Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/
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