
【最新版】読者さんからのメッセージと

感想６９件まとめ 
 
レンガです。 

 

僕はほぼ毎日メールを書くか動画でしゃべるかしていて、 

有料会員さん向けだと動画が多く、 

限定の動画だけで200本ぐらいあります。 

 

無料でやっているメールストーリーもずっとやっています。 

 

なのでそれに対してほぼ毎日何かしらのメッセージ送ってくれるんですよね。 

で、いただいたメールストーリーの感想は全部読んでます。 

 

返信できる場合とできない場合はあるのですが、 

他の読者さんがどんな人なのかも気になる部分もあると思うので、 

でここでは少しですが匿名でシェアさせていただきます↓ 

 
======No.1=========== 
 
メルマガにLINEで感想送れると合ったので、 
感想も合わせてお送りさせていただきます。 
自己紹介も長くなってしまいましたが、 
見た感想を送らせていただきます。  
 
 
真面目に仕事に励む父親の望んだ線路を20歳まで走り、 
一部上場のIT企業の会社員として4年目に至ります。  
勝手なイメージですが、レンガさんの境遇と近しいものを感じており、 
仕事も銀行の中にずっといるのでとっても共感しました。  
 
今の会社で働き続けることに人生の楽しさがまったく見いだせず 
(お客さんからの好評価は嬉しいですが)、 
退職を決め、 

https://renga3.com/mailstory


別な業種に転職内定もらいながらもモヤモヤしてました。  
 
そこで見つけたのがレンガさんのブログでした。  
(初めは「自分の仕事や人生はこのままでいいのか？と感じたらやるべき10の
コト」から入りました)  
 
中学生の時、「ITでビジネスしたい！会社を作って自分のビジネスで生計た

てたい！」と思い行動しようとしたら、 
父親にバレて何度かこっぴどく怒られて挫折した経験がありました。  
 
つい最近価値観崩壊の事象も多々あり、 
この出会いもチャンスとして存分にTTPさせて頂こう！！と決意しました。  
(決意もいいけどいいから行動せえと言われそうな気もしますが(笑))  
 
 
7話のメルマガ見させていただき、 
自分がもし今の会社に10年いたら…と想像したら、私もゾッとしました…。  
すごく福利厚生がよく残業も業種の中では少ないですが、 
やりたくもないことを毎日同じ時間＆同じ場所でやり続けるのって「常時満

員電車に揺られてる不快感と製造ラインの一部になるのに似てる～」と思い

ました。  
 
地方から都内に転勤になった時から通勤は 
「歩いて帰れて、door to doorで30分以内。電車は悪天候の時しか乗らな

い」と決めていた私としては地獄のようにすら感じました……  
 
使える時間は24時間×365日  
睡眠や食事などを差っ引くと使える時間は短いので、 
自動収益化の仕組みを早く作って、 
さらなる自己投資に使いたいと切実に思いました。  
 
よく目にする感想だったかも知れませんが、 
レンガさんのメルマガは「はっ…たしかに…」と感じることが非常に多いの

で、目を覚ますのにとてもありがたいです。  
 
こらからもブログ＆メルマガ＆動画楽しみにしています。 
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=====end============ 
 
この方はLINE＠で何度かやりとりして、 

とりあえず言葉遣いや相手に対しての配慮が素晴らしい読者さんでした。 

 

で僕のコンサルティングを希望されてたのですが、 

ちょっとコンサルフィーがさすがに払える金額ではないので、 

もっと実績をつけてから門をたたきますということになりました。 

 

ただ、この方はおそらくどこにいっても上手くやっていけそうな雰囲気がしたので、 

起業家としてやっていけますよということは伝えました。 

 

また腕上げたら連絡して欲しいです。 

 
 
======No.2=========== 
 
はじめまして。動画を共有頂きありがとうございます。 
改めて宜しくお願いします。  
 
レンガさんを知り、レンガさんのブログに行きあったのは、 
本当にたまたまです。  
通朝の通勤電車の中で『今日会社行きたくない』と思い、 
他の人ってどう乗り切ってるんだろうなって検索をかけたのがきっかけで

す。  
 
 
実は私、3ヶ月前に転職をしました。  
前の会社ではやりたくない仕事を無理やり押し付けられそうになり、ここ

じゃ一生こき使われるだけだと思い退職。  
そして、3ヶ月前に転職したのですが、 
上司との人間関係が上手く行かず、 
業務効率も前より劣ってきています。 
『この人にまた怒られないかな』と。  
 
 
そんな中レンガさんのブログを拝見し、 



『自分らしく生きたい』って思いが強くなり、 
今とにかく動いてみてます。  
『会社にバレずに給料以外に月20万の自動収入を作る』を読んで、 
まずブログの開設に挑戦し始めてます。  
 
 
今正直、凄くワクワクしてます。 
お金を手に入れる為に、会社という枠に縋ってた自分が、 
好きな生き方でお金を稼げるようになるかもしれないって考えると、 
凄くワクワクしてきます。  
 
これからも色んな情報等、楽しみにしてます。  
引き続き宜しくお願いします。 
 
=====end============ 
 
 
こういう内容を送っていただく読者さんは多いです。 

 

満員電車に乗ること自体はいいのですが、 

それが強制的だったらマジでオワターって思ってしまいまよね。 

誰でもそうだと思います。 

 

僕は死ぬほどイヤだったんで。 

なので同じようにそこから脱出していって欲しいです。 

 

自由というか僕もそりゃ普段時間を有効に使いたいんで働いてますけど、 

それは働きたくて働いているという感じですからね。 

 

正確に言うと働いている感覚はないという感じ。 

 

 

======No.3=========== 
 
レンガさん、こんばん！  
 
プレゼント動画拝見しました！  



 
悩みの4カテゴリ解決策はなるほどと思うことばかりでした。  
 
自分の周りでは、人間関係と将来、健康で悩んでる人が多いです。  
 
自分はお金で悩んでいるところがあるなと思います。  
 
今の仕事は性に合っていますが、 
もっとクリエイティブな仕事に昇華したいと常々考えているからです。  
 
そうなると、  
他人がやっていることを改善するということがいかに無駄な労力になるかと

思いました。  
 
自分のビジネスで改善したり、 
打ち込んだりするほうがはるかに効率的で有意義だなぁと。  
 
家族を手助けする時間の自由も効くというのが大きいなぁと。  
 
そのためにも、自分が何のビジネスに向いているかを素早く試して見極める

練習が必要な気がしました。  
 
ますます、レンガさんの面白診断も気になります！ 
 
動画の配布、本当にありがとうございました！ 
 
=====end============ 
 
 
この方はもう２０１４年からずっとメールストーリー読んでくれている男性の方。 

 

今は僕の思考系の企画に入ってもらっていますが、 

この人は毎回アウトプットするのですごいですよ。 

 
なかなか毎回アウトプットするのって大変だと思うのですが、 

までもアウトプットすることが全部自分のためになるというのを知っているんだと思い

ます。 



 

実際、アウトプットめちゃくちゃ大事やしね。 

 

 

=====No.4============ 
 
はじめまして😃  
メール拝見しています。  
XXXといいます。  
 
他人の人生を生きない教科書も読ませて頂きました。  
 
価値観が揺さぶられっぱなしです！！  
 
依存体質。  
だから生きづらさを感じてしまうのだなと感じ、  
今置かれている境遇に妙に納得です。  
 
一企業に、一人の人に依存しない自分を作っていく。 
そう強く思ったのと同時に、レンガさんや実践済みの方からTTPさせていた

だこうと思っていますので、よろしくお願いします！  
 
変化を起こすための行動  
第一歩として、line返信してみました。 
 
====end============= 
 
この方は女性の方で、 

結婚を控えてるって言ってたかな？ 

 

まあ最初は当然レンガって何？ 

怪しくね？ 

 

って感じられてたと思うんですが、 

いろいろ見ていただいてメッセージ送っていただいたみたいです。 

 

別にこれメッセージ送ってもらうのは、 



全然僕は強制しているわけではないので、 

こういう恐る恐る読んでたけど、 

メッセージしていただく人もいます。 

 

 

 

=====No.5============ 
 
いつもためになるメールをありがとうございます。  
19話を読んで試験勉強でやる気が出ない出ても続かないと言ったら 
 
｢お前のやる気を出すために3ヶ月ごとにテストを開催する。5点ずつ挙げら

れなかったら挙げられないたびに1万払えよ。｣ 
 
と親に言われて勉強の学ぶスピードが向上したことを 
何となく思い出しました。 
 
確かに痛い思いをしたくないとやる気というかやらないとという気持ちで向

上しますよね。  
 
やっぱり 
 
。Excelの練習やらないとと思っているのにやらない(やる気がでない)のは親

から買ってもらったパソコンだからかなーみたいなことを薄々思っていたの

ですが…今回のメールのおかげで決心がつきました。  
 
すんごく痛くて痛すぎて怖いですがMacを買います。(こんなところで宣言し

てすみません)  
 
そして、感想ではないのですが。  
 
16話が何故か届いていないのと17話が本文がありませんという表示が出てい

て……読めなくて…お忙しいとは思うのですが…できれば送って頂けると、

とても嬉しいです。  
 
ごめんなさい。宜しくお願い致します。 
 



 
====end============= 
 
人間は追い込まれないとやらないですからね。 

 

あと、こういう◯◯話が届いていません系の連絡をいただいても、 

さすがに全部対応ができないので、 

必ず受信BOXにレンガ専用の受信フォルダ（ラベルやフィルタ）を作るようにしてくだ

さい。 

 

僕のメールストーリー読むならGmailがオススメです。 

 

 

=====No.6============ 
 
レンガさん  

先ほど自分の特に興味を持った動画やブログを中心に  

拝見させていただきました。  

感謝の意を込めて感想を述べるとともに、 

ひとつお伺いしたいことがありまして ご連絡させていただきました。  

 

自分は私立大学に通う４年生です。  

国公立他大学院進学の受験勉強をしている最中  

ふと、「この勉強方法は、本当に結果につながるのか？絶対間違ってる」と感じまし

た。  

 

理由は、「点数を取るための勉強」ではなく「自己満足に浸る勉強＝趣味としての勉

強」に変わってしまっていると感じたためです  

 

具体的には「TOEFLの点数を上げるための勉強」をしなければならないのに  

Excelで苦手な単語を整理するような「結果が出ない勉強法」になってしまっていた

ということです  

 

こういった気が付いたら自己満足に走るような「本末転倒な勉強方法」には大学受

験のころから悩まされていました  

 



そうした問題にぶつかっていた矢先、レンガさんの『頑張っているのに結果が出な

い人のクセ。人格破綻者が成功する。』という記事を拝見させていただきました。  

 

本当におっしゃる通りで、今までこのことにきちんと向き合わずに「ただの良い人」

になっていただけだったな。と痛感しました。  

特に一番感銘を受けたのはまさに「そこにこだわる必要ある？」の動画でした。  

 

２３年間生きてきた今まで全く解決しない悩みを視覚的にわかりやすく解説してい

ただきありがとうございました。  

　  

そこで質問なのですが、こだわり過ぎないようにする解決策として「他人に任せる」

という選択肢はなかなか難しいかと思います  

レンガさんはこだわり過ぎないようにするために、どのようなことをモットーにして行

動されているのでしょうか？  

資格取得など合格を要するための「勉強方法」のような視点・切り口からご教授頂

けると幸いです  

 

最近は恐ろしいほど暑い日が続きます  

レンガさんもお体にはお気をつけて過ごしください  

大変長文失礼いたしました 

 

=====end============ 
 
この方もこのように非常に丁寧な言葉遣いで、 

わかりやすく質問をいただいたので丁寧に答えました。 

 

この方はメールを読んでいただいたり動画を見てもらったりしてるだけですが、少し

でも「ぉおお！！」っとなるきっかけになってもらえたなら僕はそれでいいのでこういう

のは返答させてもらったりしています。 

 
 
 
=====No.7============ 
 
レンガさん！今夜もメールをありがとうございます😊  
なかなか作業する気になれないときでもレンガさんのメールは楽しみにして

いて、なんとかモチベーションを保てています。  
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今回は少し長く書かせてもらいます🙏  
 
私は結婚して以来、自営の夫の会社の役員となり経理全般を引き受け、また

3人の子供の育児の傍ら技術者として現場にも出ています。  
 
自分自身でも別に個人的に販売業もしているのですが、 
こんな肩書きとは裏腹に利益としては同年代の勤め人の平均値かそれ以下と

言ったところなんです。  
 
そして、自営の辛いところは今後同じことをやり続けても自動で昇級してい

くことはないということなんです。  
 
今のご時世、少ない給与では求人も応募がないし、、みんなにはボーナスも

出して、適当に休みもあげて、、  
 
会社で動かしている金額は大きいですが、残るものは少ないし、小さな会社

といえど1人総務兼経理部の仕事は文字通り無限にあります。。  
 
あ、これはやばい  
 
すみません、ただのグチになってました💦  
 
私が言いたいことは「現状を変えたい！」  
子供達のためにも変えないと！（放置して仕事してることが多いです）  
この思いが私には強くあります！  
 
レンガさんに宣言します！  
とりあえず年内には1万円を広告から収益をとります！  
 
遅いですかね💦甘い目標かもしれませんが💦  
いや、けど絶対にこれは達成しますので！  
 
今後ともよろしくお願いいたします 
 
====end============= 
 
今この方はメディア運営に取り組まれていますが、 



本業の方が忙しいみたいです。 

 

本当は経営者・自営業者っていうのは、 

収入は青天井で、それはなぜか？っていう理由をお答えしました。 

 

すごくもったいないなーと思います。 

かなりアクティブに活動されていると思うので。 

 

これも方向性なんよね～結局。 

方向が間違うと労働ビジネスになるんですよねー。 

 

 

 

====No.8============= 
 
レンガさん こんばんは。  
 
レンガさんの200近い動画で  
一番大切って言ってた動画  
 
音声が一番  
何回も聞く。  
 
どうやったら売れるか  
コピーライティング音声を  
いろいろ聞いたりしました。  
 
売るためには  
人間的心理を学ぶ  
そして購入まで誘導する。  
 
紳助の研究でもそうですが  
コピーライティングシステムを学び パクるなんですね。  
 
コピーライティング「人間の心理学」 学ぶの楽しいです。  
 
レンガさんの一番大事動画  



何回も見て 参考なります。 
 
=====end============ 
 
この方はよくLINE@でメッセージくれますね。 

いろいろ僕の記事とか動画とか見てもらってるみたいで。 

 

学ぶって実はオモロイんんですよってことを伝えてますね。この彼には。 

心理ってモテにも繋がりますからね。 

 

男性としてはやっぱりモテに繋がるのはモチベーションにもなりますのでね。 

 

 

====No.9============= 
 
レンガさん！  
こんばんはぁぁぁ！  
内向型面白いですね！  
「内向型人間の時代」読もうと思います🎵  
診断テストも15点のド真ん中でした🤣  
人付き合い苦手なくせになぜか、幹事とかまとめ役やってて、終わったらめ

ちゃくちゃぐったりしてるタイプです😱  
 
レンガさんのおかげでモチベーションが保たれてます。  
正直、育児や家事しながら生活してると日々あっという間に終わってしまう

んです。  
 
今日なんかは上の子が39℃の熱が出て、 
病院へ行き、保育園休ませたので家に帰ってから2人を育児しながら家事を

こなして、気付いたらお風呂、夕飯…寝かしつけも20時からやって21時半に

ようやく終わって…そこから夜起きて頑張ってやっていたら夜泣きで中断を

余儀なくされ…全然進まないのと疲労のせいで頭が回らず…  
 
ヤバイヤバイとは思ってるんですが、今日も寝ます。  
疲れて集中力がないんです。もっと体力があって、精神力もあれば出来るの

かな…💦  
 



レンガさんにいつも前向きにさせてもらってます。 
私はこの子達との時間を増やしたいし、やれるところまでやってみるって

思ったんです。  
毎日のメルマガを楽しみにしてます。  
期限を決めて募集してくださってありがとうございます。  
多分、いつでもいいって書いてあったらやってなかったと思うんです。  
 
スタートをさせて下さってありがとうございます。  
明日頑張ります！  
今日はもう疲れきってるので寝ます😭  
 
Twitterとインスタフォローしちゃいました😆  
今後ともよろしくお願いします😉  
 
おやすみなさい😴 
 
=====end============ 
 
 
この方は子育てをしながらも僕のコンテンツで学んでいただいていて、 

いつもメッセージをいただいています。 

 

子育てがかなり大変なのに、 

隙間時間を活用してインプットすることを怠らず凄い主婦だなーといつも感じます

ね。 

 

子育てって普通に働きに行くより大変だと思うので、 

女性パワーってすごいなあと僕は思いますね。 

 

こういう主婦の方は少なく学ぶのにめちゃくちゃ積極的です。 

 

 

=====No.10============ 
 
レンガさんこんばんは。  
ディズニーのレポート拝見しました。  
 



自分の子供の頃から少し前までの感情とすごくダブルので、 
めちゃくちゃ共感します。  
 
常に周りがやってる事は自分より先にやってるから気に入らないとか、 
自分が主役になれないなら帰るとか、 
流行りのドラマなんか死んでも見るかとか、音楽なんか聞いてたまるかと

か、、、  
 
学生時代はずっとこれをしてきたので共感しまくりました。  
 
自分がこの状態を少しずつ変えたのは大学デビューの時からでしたが、彼女

作りたいと思ったら、結局我流では全くうまくいかず、周りの中学ぐらいか

らモテてきた連中をマネしてパクッてやるしかない事に気付いて、プライド

ズタズタになって泣く泣く学ぶことにしていったので。  
 
結局は全てが羨ましくて、自分もそこに入りたいけど、自分からは行きたく

ないし、誘ってくれるのを待ってるけど誘ってくれないから、自分は違う方

法でやってやるって意固地になる悪循環でした。  
 
だから大学生になって、たまに昔のドラマやアニメや音楽の話で盛り上がる

と、ついていけず、今更それを聞いたり見たりするという後手後手になって

いくんですよね。  
 
何度もあの時から素直になっとけばと思いましたが、あの時は自分が一番に

なれるものしか絶対やらなかったので仕方ありませんが、、、  
 
残りの人生とか色々考えるようになりますよね。  
 
もう時間は返ってこないので、今から出来る事、 
私の場合は自分で収益を上げて自由な人生を楽しむ事ですが、人生を充実さ

せていきたいですね。 
 
=====end============ 
 
僕メールストーリーの中でレポートとかも配ったりしていて、 

これはディズニーに関してのレポートを読んでくれた感想ですね。 

 



この方も僕と境遇が似ているとおっしゃっていただいてよくLINE＠で感想をくれま

す。 

 

 
 
=====No.11============ 
 
ずっとレンガさんに聞きたかったことがあります。  
レンガさんのその最強のメンタルは、元々あったものなんですか？  
育てたものなんですか？  
 
ﾜﾀｼにはクソー！というパワーがありません。  
結局、自分のへたれなメンタルに押し潰されて一歩も動けなくなります。  
 
いつもメルマガや音声をみたり聞いたりする時に必ず思うんです。  
 
この人のこのメンタルはどこでどうなってそうなってるんやろと。  
本気で思うんです。  
ぶれないメンタルの秘訣みたいなのがあるんですか？  
 
メンタル最弱のﾜﾀｼは、  
まずそこが一番知りたいです。  
 
全く関係のない所からの質問で申し訳ないです。  
でも知りたい... 
 
=====end============ 
 
 

これは女性の読者さんがLINE@で送ってくれたものです。 

 

クソーというパワーは僕は強いですが、人によっては他人に貢献する機会があると

よっしゃーやってやろー！って思う人もいますからね。 

 

どこでパワーがでるかっていうのはやっぱり人によって違いますね。 

その辺のことを彼女に返答させてもらいました。 

 



別に僕が最強メンタルなわけじゃないです（笑） 

 

 

=====No.12============ 
 
はじめまして！  
ブログを読ませていただき、 
考え方や多くの方にしている指導の内容がとても気になったため連絡させて

いただきました！  
 
名前は『XXX』  
年齢は28歳♂  
 
悩みからの説明になってしまうのですが、  
私は医療職で公立病院勤務の地方公務員です。  
今後頑張っても頑張らなくても給料と地位が上がっていくため、 
周りからは羨ましがられています。  
 
ですが、私は週5日間決まった時間（命）を売ってお金を貰う人生を65歳ま

で続けなければいけない恐怖に怯える毎日です。  
決して働きたくないわけではないのですが、努力に関係なく決まった賃金で

命を売る仕組みに耐えられないのだと思います。  
 
そこで、何か動かなければ変えることが出来ないと思い、連絡しました。  
 
現在は給与所得と株式投資（昨年+125%）の2本柱なのですが、  
レンガさんにご指導いただき、この柱を3本、4本と増やしていき、いずれは

給与所得の1本を抜くことが出来たらと思っています！  
 
不安に包まれた人生からなんとか脱却したいです。  
宜しくお願い致します。 
 
====end============= 
 
公務員って謎に就職に人気ですよね（笑） 

 



この方がおっしゃるように、そりゃ６５歳まで命売ってるんでその後なんかやるって

言っても遅いですよね。 

 

政治活動したくて公人になるのはアリだと思うけど、給料が安定してるからってそれ

だけで公務員になるのって人生捨てたもんだと僕は思ってます。 

 

でも、この方は株式投資されてて素晴らしいと思いますね。 

たいだいの公務員の人は株式投資もやってないでしょうね。 

 

 

=====No.13============ 
 
こんにちは、お疲れ様です。  
メルマガ38話読ませて頂きました。  
 
私は不器用というか、飽きっぽい人間です。  
口だけで実際に実行できたことは片手で数えられるぐらいしかないぐらいで

す。  
そんな自分がメディア運営を志していますが、未だにやれるのか不安です。  
 
今の生活を抜け出してやるんだ、とは毎日考えてはいますがなかなか前に進

みません。  
レンガさんのメールのアドバイスをみては少しずつなんとか進んでいる感じ

です。  
私ごとですが、  
病気のパートナーを養うために本業にバイトに休みもない日々です。  
パートナーと過ごす時間も少なくお互いストレスが溜まっていき、このまま

では未来がないと感じメディアオーナーの道を決めました。 
  
これはチャンスかもしれないと思い踏み出しました。  
いまはパートナーに余計な負担をかけないことや、他の事情もあり内緒でコ

ソコソと進めていますが、成功したら話したいと考えています。  
 
パートナーを幸せにしたい、一緒の時間をたくさん作って苦労ない生活を時

間がかかっても必ず手に入れます。  
自分に言い聞かせるためにも、レンガさんにこんな話をしてしまいました。  
すみませんでした。 



 
=====end============ 
 
 
あんまり悲観的になる必要はなく、オンラインで完結するビジネスをまずやれば失敗

することはないですからね。 

 

ようはやれば確実に成功できるものですし、こんなオイシいものはないと思います。 

 

そのために必要なことを学ぶとかは当然だと思います。この方は既に学ばれている

ので少しでも結果を出して早く報告をいただきたいですね。 

 

 
=====No.14============ 
 
こんばんは。  
いつもメールを拝見させて頂いているものです。  
 
少し私のお話をさせて頂きます。  
私は今年4月に新卒で会社に勤め始めたものです。  
学生時代から、会社の奴隷のようになり、働いて終わっていく人生を歩みた

くはないなと思いつつも企業したり事業を起こす行動力もなく、流されるよ

うに会社に入ってしまいました。  
 
ただ、未だにレンガさんのような方の文章を見たり、自分の好きなことで行

きていこう！みたいな書籍などを読んで何か出来るはず！と思いつつも何も

出来ない自分がいます。  
特別な資格を持っているわけでもないですし、これで事業を起こしたい！と

いうものもありません。  
ただ、自分の経験を誰かに伝えたり、レンガさんのような誰かの為になるこ

とをしたいです。  
少しでも構いませんので何かアドバイス頂けると幸いです。  
よろしくお願いします。 
 
=====end============ 
 
こういう新卒の人とかもいます。 



一応アドバイスというか返信はさせてもらいました。 

 

まあとりあえず好きなことで生きていくのはやめた方がいいでしょうね。 

新卒の人ほど自分でお金稼ぐスキルを上げるのを優先して欲しいです。 

 

お金稼ぐスキル付けずに好きなことしてる人ってマジで一生貧乏です。 

 

 

 

=====No.15============ 
 
レンガさん。こんにちは！課題の分離聞きました。  
例えば、職場の上司との付き合いとかで誘われた時とか、 
忘年会や歓送迎会などなるべく出席しないと出世や評価が危ぶまれたりする

ことがあると思うのですが、 
仕事に関係のない飲み会など課題の分離をすると全て断るということでしょ

うか？  
それについてのレンガさんの意見を聞きたいです(ﾟωﾟ) 
 
=====end============ 
 
この方もよくLINE@でメッセージくれますね。 

 

で、これは僕が配布している音声を聴いてくれてメッセージを送ってくれてます。。 

 

この音声聴いた人に僕よく言われるんですが「アドラー心理学の嫌われる勇気」にも

そういう話がありますよね？」 

って言われるんですが、僕『嫌われる勇気』ってちゃんと読んだことないんですよね。 

 

これも本人に意見は延べて返しました。 

 

というか僕一人ひとりちゃんと返しすぎやな。 

有料企画に入ってくれてる人もいるので今後あんまり返信しないようにしようと今思

いましました（笑） 

 

僕からの返信が欲しい場合は返信したくなるようなメッセージくれると嬉しいですね。 

 



 

=====No.16============ 
 
なるほど、、気がついたら何度も繰り返していた。 
そんなイメージですかね？  
 
レンガさんの説明はすごくわかりやすいです。 
具体的というか…感情って、すごくしっくりきます！勉強もそうですけど、

どんどん一人になっていくとどんどん感情もなくなってきて、しかもビジネ

スみたいに得られるものがない(これは逆に問題か…)から、どんどん無感情

になってきます。  
 
また追加で質問させてください！  
話を大きく変えまして、時間ってどうやって捻出していますか？ 
なんとか作り出すなら夜か朝なんですが、今一番困っているのが、しらない

うちに寝てしまっていることなんです。 
朝早く起きて夜遅く寝ても頭が冴えている状態が長く続けば、時間も増えて

助かるなと思うことがあります。  
 
それか、隙間時間って、どうやったら有効に使えますか？？  
細切れになると、いろいろと何をやってるのかわけわからなくなってきま

す。  
総じて、時間の使い方が本当に下手くそで、どうにかしたいです。  
 
レンガさんの価値観がすごく自分にとってしっくりくるものが多くて、いろ

いろと吸収できたらいいなと思ってます！ 
 
=====end============ 
 
この方は思考系の企画に参加されている方ですね。 

 

確か資格の勉強をずっとされている人で、 

それで面白くなって最初やりとりをしていたと思います。 

 

で、この時間の話ですが、 

僕は時間の使い方は工夫はしてますけどどっちかって言ったらいらんことしないよう

にしてるって感じですね。 



 

捻出というよりいらん時間を削るみたいな感じかな。 

 

 

======No.17=========== 
 
はじめまして。30歳女です。 
 
一般事務として7年間会社員をしておりますが、やめたいと思い始めまし

た。 
そこでネットサーフィンをしていたところ「会社を辞めたいあなたに贈る、

僕が会社を辞めた42の理由」にたどり着き、 
レンガさんの記事を読んでビジネスで儲けることに興味を持ちました。 
 
ところでレンガさんの記事を読んでいると、誤字脱字が目立ちます。 
気になさらずに読む読者もいるのでしょうが、つまずいて読みづらく、読む

のをやめてしまう読者がいるかもしれません。これを直して読者数をもっと

増やしませんか？これはビジネスにはなりませんでしょうか？ 
 
何かお考えをいただければ幸いです。 
 
======end=========== 
 
これ面白くないですか？（笑） 

 

確かに誤字脱字多いし、僕動画でも噛み倒してるんですが、 

自分で言うのもあれなんですが何でそれでもめちゃくちゃファンがいるのか？ 

って話なんですよね。 

 

この方も今思考系の企画の参加者さんですが、 

ちゃんと理由はあるんですよね。 

 

誤字脱字がまずいと思ったら当然修正するんですが、 

なぜやってないのか？って話なんですよ。 

 

 

======No.18=========== 
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メッセージいただけるなんて感激です✨  
ありがとうございます😊  
うっちーでも ぜんぜんいいですよ(笑)  
 
今日やっと サーバインストールして wp初期設定終わり💦 やっとブログ書け

そうです。  
ネタは溜まってるので 楽しみ✨です。  
 
ちなみに 偶然にも 先月から 私も毎日一時間 ウォーキング始めてまして🤩  
ニューバランス買おうかと思ってました♪( ´θ｀)  
レンガさんの動画  
めーっちゃ笑いすぎてお腹痛かったです。  
 
レンガさんの素朴で時々カミカミなトークがたまらなく癒されてます。  
最高‼  
 
======end=========== 
 
No.17の人の答えがここに出てますね（笑） 

 

 

======No.19=========== 
 
レンガさん、  
おはようございます。  
 
ずっとLINEを送ってくださり、ありがとうございます。  
 
レンガさんのメッセージを読んでいて、いつも思う事。  
 
自分は、今の仕事自体は楽しくやってます。 
内容はレンガさんのいう所の『作業で稼ぐ人』側になります。  
 
楽しくしてるものの、毎日簡易的な家計簿アプリを見て、給料日前は特に頭

を悩ませる日々です。  
 



特別な不満はないですが、悶々とする日々が続いてる感があるのも事実。  
レンガさんのメッセージやレポートは、考えさせられる事が本当に多いで

す。今のままでいいのか。変わる機会があるんじゃないのか。もっと楽し

く、幸せになれるんじゃないか、と思う事もしばしばです。  
 
レンガさんの思考を学んで、この、〈なんか悶々とした日々〉が無くなるな

ら、是非ともレンガさんの思考を学びたいと思っています。  
 
ですが、睨めっこして、頭を悩ませるする日々なので、少しずつ貯金して、

レンガさんのさんの思考をを学べる機会を作りたいと思っています。  
 
この想いを忘れないためにも、レンガさんのメッセージは見続けたいと思っ

ています。  
こんな読者で申し訳ございません。  
 
朝から長文失礼致しました。  
XX 
 
======end=========== 
 
こんな読者さんもいますね。 

 

 

======No.20=========== 
 
貴重なお時間をありがとうございます。  
 
すみません、申し遅れました。  
 
私、××と申します。  
22歳で今は新卒で  
会社に勤めています。  
 
レンガさんのブログでも、動画にもありましたが  
 
「付き合いたくない人とは  
付き合わない」  



 
これを、私は人生であまりしてこなかったと思いました。  
単純に八方美人なんだと思います。  
 
付き合わないことのメリットに  
自分のレベルを下げないことがあると思います。  
その人といることを妥協しても、自分は何も貰うものもなく、  
与えることもないからです。  
 
中盤以降、  
特に20代に人間関係や金銭（将来含む）、福利厚生で悩まれている方が多い

とおっしゃってました。  
予想通りではありました。  
私自身はそれについて悩んでおりませんが……  
 
私は大手のグループ会社に勤めております。  
会社のやり方に疑問があります。  
基本的には本社の意向に沿わなければいけないので当たり前のことです。  
就職前の私はそこまで考えられておらず、会社の慣習に耐えられません。  
 
続けても遣り甲斐がないだろうということもそう。  
 
元から将来起業するつもりでしたので  
 
「辞めようか？」  
 
と一度考えました。  
 
しかし、現状の資金不足もあるので辞めないことにしました。  
 
帰宅してから自分のやりたいことをやり始めました。  
帰宅してからの時間を使っています。  
 
相談する人は大抵、大方の結論は自分で出していると思います。  
私も結論が出ておりましたが  
同じように会社を辞めて独立した人の生き方を知りたいと思い、レンガさん

のブログに辿り着きました。  



 
負けないでまずはひとつ、実行します。  
千円を二千円に、  
二千円を四千円に  
まず自分で稼ぐ、ということをやります。  
 
また報告します、 
 
======end=========== 
 
新卒の人ですね。 

 

こんな感じで勝手にいろいろ報告していただける人もいます。 

 

あと、起業するのにお金はいらないですね。 

資金が潤沢にあるって人はなかなかいないですよ。 

 

１億あっても１０億投じたいって場合は、 

資金ないですよね。 

 

だからどうするか考えるわけですよ。 

そこで１０億円どう用意するかみたいな話になります。 

 

 

======No.21=========== 
 
レンガさんこんばんは。診断パターンのPDFを見せて頂き、 
確かに自分にも当てはまる分析だと感じました。  
 
ところで、以下、ダメ元でお聞きします。  
 
いつもレンガさんのTwitterを拝見させて頂いているのですが、 
昨夜投稿されたツイート「モテ男のブログ」がどのようなものか、どうして

も気になっています。  
 
一般公開されているサイト(ブログ)であれば、教えて頂けないでしょうか？

　  



 
サイトを教えた情報料をお支払いの必要があれば、お支払い致します。  
 
もちろん、レンガさんの機密情報であれば、お金の問題ではなく、もちろん

NGですので、きっぱりとお断り下さいませ。  
ダメ元でお聞きしているので、その点は、全くお気になさらないで下さい！ 
 
 
レンガさん、ごめんなさい！今読み直したら、  
 
勢いで調子に乗って、厚かましいことを言ってしまって、後から後悔してい

ます。  
 
上記チャット、忘れて下さい！すみません！！ 
 
======end=========== 
 
これは御本人にそのサイトをお教えしました（笑） 

別に機密情報とかではないですが（笑） 

 

でも情報が大事だっていう視点はやっぱ大事ですよね。 

 

 
======No.22=========== 
 
れんがさん、こんにちは。  
XXことXXXXと申します。  
 
アンケート応えたら、個別で返信返ってきたので驚きました。  
本当に見てくださってるのですね。  
 
メルマガや書籍pdfやブログ、拝見させていただいていろいろ、考えさせられ

ています。  
 
今、私は社長直轄の新規事業の立ち上げ部署に所属しており、日々仕事に忙

殺されています。  



社長にかわいがってもらっている自覚もありますし、日ごろなかなか会えな

い人に会わせていただいたり、本当にありがたい環境だと思っています。  
しかし、本当に自分のしたいことか？と言われるとはっきりYESと答えられ

ない自分が辛いです。  
 
業種柄、相手の腹を探るというか、相手の気持ちを読めよ言われます。  
相手を疑い、腹を探るような生き方は正直したくない、けどこのままだとそ

れが必要な能力だということもわかっています。  
 
投資の本を勉強してみたり、ネットワークビジネスの話を聞いてみたり、収

入の入り口を広げる方法はこれまで学び、お金も時間も費やしましたが、体

力と気持ちが追い付かず、苦しい日々でした。  
 
レンガさんの文章はそんな自分に向き合う時間をくれたように思います。  
 
とりとめのない文章ですが、何となく書かずにはいられませんでした。  
ありがとうございます。  
 
早速ですが、最初に頂いた、やつをみて、ブログを作ってみようと思いま

す。  
 
メールの続きたのしみにしてます。  
今後もよろしくお願いします。 
 
======end=========== 
 
ちょっとでも僕のメールストーリーが励みになってくれているなら嬉しいですね。 

 

 

======No.23=========== 
 
お疲れ様です。  
めっちゃ私には刺さりました！  
 
私も朝が死ぬほど嫌いなので、今日早速やりました！  
 
1分毎に100円で。  



お金が大好きな私はこのマイゲーム楽しいです。  
 
エレベーター渋滞や電車遅延で100円を机の上に置いていきます。  
今日早速払ってしまったので月曜は無事に来たら100円課金しますー！ 
 
======end=========== 
 
これはLINE@読者さん限定に配信した動画に対しての感想をいただいてます。 

 

 

 

======No.24=========== 
 
わあ！  
ありがとうございます！  
作ってみます～！  
 
そして、レンガさん！  
名乗るの遅くなってすみません。  
 
高橋と言いますm(_ _)m  
 
教員を数年やってきましたが  
色々あって、今は有給中です。  
(今は東京のアパートでボーッとしてます(笑))  
このまま、退職して  
地元の北海道に戻って  
のんびり過ごそうかな、と  
思ってたときに  
レンガさんのサイトを見つけました！  
『このままでいいのか』みたいな感じで  
ググったら、上に出てきて  
うわあー！っと感動しました。  
 
とにかくやってみますー！ 
 
======end=========== 



 
この方は教員の方ですね。女性です。僕の読者さんはなぜか女性が多いんですよ

ね。謎。 

 

 

======No.25=========== 
 
パワハラに耐えきれず辞めたんですが、 
上司は仕事には厳しいけど 
（罵倒したり暴力など厳しさの方向性は間違ってますが） 
本当はいい人なんだとずっと思ってました。 
 
ただ、僕が辞めると言った後の飲み会で上司が酔っ払った時に本音を全部ぶ

ちまけてきました。 
「お前みたいなクズはそこら辺でのたれ死ね」だとか、 
「飯も食わせられないお前に女を幸せにできるはずねえから今すぐ別れろ」 
だとか2時間くらい延々と言われました。 
 
上司は「家族を守る為には男は身を粉にして働かなければいけない」という

価値観を持っていて、 
仕事もほぼ休まずに来ています。 
 
確かにそういう価値観も理解は出来ますが、 
僕は家族の人生ではなくまず自分の人生を生きたいんです。 
その結果家族が幸せになればいいなと思ってます。  
恐らくレンガさんも同じ価値観だと思います。 
 
あと1ヶ月で正式に退職しますが、 
あの上司を見返すために、上司よりも稼いで直接上司に「お前のやり方は間

違ってる」って言いたいです。 
 
======end=========== 
 
こういう会社辞めました報告も読者さんから結構いただきます。 

 

家族を守るために男は身を粉にして働くってだいぶイヤですよね（笑） 

そんなん１日ももたないですよね（笑） 



 

辞めて正解でしょうね。 

 

 

 ======No.26=========== 
 
レンガさん、こんにちは  
いつもメルマガ読ませていただいて勉強させていただいています。  
 
第32話を読ませていただきました。  
今までアウトプットが少なかったと感じ、まずはレンガさんに感想を送ろう

と思って、LINEさせていただきました。  
感想を書くのとかって、なぜか正解を求められている気がしていて苦手だっ

たのですが、もっと自分が感じたことを素直に表現していこうと思いまし

た。  
 
また、私は以前予備校の個別指導員をしていたのですが、 
その時にも自分の大学受験当時よりも、生徒に教えだしてからの方が内容が

理解出来たことを思い出し、 
アウトプットが大切ってこういうことだなぁとしみじみ実感しました。 
 
======end=========== 
 
これなんですよねー。 

アウトプットした方が自分の身になるんですよねー。 

 

この感覚を掴んで欲しいんで、 

アウトプットしろしろ言ってるんです。 

 

 

 ======No.27=========== 
 
ピアノ音源、聴きました。  
私は音大出ましたが、英雄ポロネーズは弾いたことがありません。  
難しいからハナっから弾かないでいました。  
 
レンガさんの英雄ポロネーズ聴いて、思わず泣いてしまいました。  



 
私が一番好きな曲なのに、4歳からピアノやってるのに弾けないと諦めてた

曲を、わずかな時間で弾いてるんだもん。  
凄すぎます！  
 
私もやると決めたら、やり切る！  
 
そんな精神を持ち続けたいです。 
 
======end=========== 
 

泣いてくれてるらしい（笑） 

 

 

 ======No.28=========== 
 
私も子供の頃から、負けず嫌いで有名無実を嫌うアンチミーハーだったの

で、 
歌の上手くない歌手は好きじゃないし認めることなぞできず、 
だから特にアイドルとか全く興味なかったし、 
（ディズニーランドは学生のとき彼女と行った空いているそれも雰囲気別世

界のスーターライト（夜のディズニー）最高！だったかも） 
小室哲哉全盛時のJ-POPかなんかもディスるどころか吐き気を催していまし

た。 
 
でもレンガさんのように、 
公にディスったりせずただ避けていただけだった。 
 
そうやはりレンガさんが体現していて凄いのは、 
ネガティブなことでも正々堂々と自分の意見をアウトプットすることで、 
気づきを得ている、ということ。 
 
私は39歳で結婚し子供２人もって多々迷走瞑想内観していくなかで、 
愛を他の人への賞賛や尊重にかけていたことに気付いたのです。 
 
だから、最近悪口やディスりは必要ないし極力いわない言ってもポジティブ

な言い方をするようにしていました。 



（特に子供には自分が負けても人の成功や勝利に拍手賞賛応援しよう！と

いっています） 
 
その怒りのその理由や中身をみていくと、 
恐れだったり自分自身に自信がない裏返しの自己否定だったりするので。 
 
まずは自己受容、ありのままの自分を受け入れること。 
 
そして周り（家族友人同僚他人）の人を勝手に判断せずその人のありのまま

を受け入れる。 
（特に子供や教育方針は、その人の存在を尊重し、自立を促す、競争ではな

く共創していく） 
 
レンガさん的にいえば競争社会クソくらえです。 
 
以前から考えていた（きた）ことなんですが、人々に気づきや価値ある情報

を与えていく上で、怖れさせたり、悪口なネガティブキャンペーンは必要な

いのではないか？ポジティブなアプローチでその情報や価値が必要な人に必

要なタイミングで伝えていければいいのではないか、と。 
 
ただやはりアンチテーゼやネガティブキャンペーンは目につきやすいし数字

も集めやすいだろうと思われるので、 
これからビジネスしていく上で、 
 
ここはやはり課題かとも思い、レンガさんの意見をききたいところです。 
 
======end=========== 
 
まあこんな感じでかなり濃厚な意見をいただくこともあります。 

 

これは全部ではないのですが、 

ここまでLINEで文章にして送っていただいているので、 

それなりの僕の意見を返させてもらったりもしています。 

 

 

 

 ======No.29=========== 



 
こんにちは～ 
レンガさんの動画、見ました‼ 
 
イントネーションが、関西圏？ 
って事だけで親近感を覚えました♪ 
 
えっ？ 
祖父母のお葬式にもいかへんかったん？？ 
自由～～💦 
そんな考えありなんや‼って(笑) 
カルチャーショック 
 
動画の内容より、正直その事の方が印象に残ってます(苦笑) 
 
でも考えさせられたのは 
"ちゃんと"って 
誰から見ての”ちゃんと？” 
世間一般、大多数の常識に当てはまった時の”ちゃんと”であって 
自分の気持ちに素直なって事の”ちゃんと”とは違う 
人の目を意識して生きてきたから 
”ちゃんと”せえなってのが強いんやな～って自己分析 
それと 
人間関係の改善意味ないって(笑) 
何か、私の中にない考え方で 
 
レンガさんの事がもっと知りたくて 
で、興味もってググって 
動画、ブログをガン見 
ここにたどり着くまでに見ていた方の 
ビジネスの動画に比べ 
全くの初心者の私でも話がとても分かりやすく 
かったです。 
 
======end=========== 
 
カルチャーショック？ 



そんなに同じ日本で文化が違うか？？（笑） 

 

 

 ======No.30=========== 
 
レンガさん、今晩は！トークライブ凄く面白かったです(^o^) 
 
まだ、私自身どうやったら自由な生活が手に入れられるか試行錯誤の状態

で、 
代行ライティングの副業とかスキルを磨く為に頑張ってますけど、 
このまま上手くいくのか、自分は稼げるようになるのか不安になってまし

た。 
 
なので、レンガさんの生き方をぜひ参考にさせていきたいなと思ったので、 
ぜひ宜しくお願いします。メルマガ、楽しみにしています。 
 
======end=========== 
 
別に僕の生き方は参考にしない方がいいと思いますよ（笑） 

 

 

 ======No.31=========== 
 
夜分に失礼いたします！ 
今日のメルマガ増刊号、拝読させて頂きました。 
 
何だろう？いつも、レンガさんには「惹き込まれる」感覚です。 
 
しかも、「ごく自然体」で 
 
素直に、こんな人と仲良くなれたら、どんだけ人生素敵になるんやろうか？ 
会ってみたい！ 
って、思わせる惹きこまれ方なんですよねー（笑） 
 
私は、恥ずかしながら他の方もメルマガも色々拝見させて頂いてますが、大

概のモノは「ビジネスの延長上」として捉えていく感じ。 
 



しかしながら、レンガさんにはその匂いが全くしないのですよね。（まぁ、

少なくとも今までのメルマガからは（笑）） 
 
ビジネスというより、「ヒト・人間」として真っ正面から話しててくれる、

有難い印象を毎回受けます。 
 
以前、30代のtakuさんのお話を頂きました。 
正に、彼の変化前が今の私です。 
全く同じ境遇の話しで、メルマガを読み進めていく度に薄っすら涙目になっ

ている自分がいました。 
 
毎日、レンガさんのお話を今か、今かと待つ毎日へと変わっていく自分に、

「ああ、惹かれてるんだな」と実感しております。 
 
自分も変われるという、機会と後押しを頂けるレンガさんに先ずはメルマガ

にて感謝でいっぱいです！！！ 
 
上手く文章表現出来ず、長文となりすみません！ 
 
今後ともよろしくお願いします！ 
 
======end=========== 
 
僕メールでは自分が思うこととか経験したことをそのまま書いてるんで、 

たぶん他のビジネス系のメールマガジン出してるヤツがただのウンコちゃんなだけだ

と思いますよ。 

 

 

 ======No.32=========== 
 
一気に読みました。 
すごくおもしろかったです。 
 
「ウエムラさん」が私の心の声を代弁してくれているみたいで、すごく心の

中のモヤモヤがどんどんすっきりしました。 
 
「望めば、誰もが自分らしく働ける時代」 



 
それをやると決めるかどうか…。 
 
ほんとに自分で決めてよいのだと思いました。 
 
「お金を生み出すスキル」を身につけて、自分の人生を生きる人になれのだ

と自信をもらいました。 
 
ありがとうございます。 
 
本のプレゼントだけでなく、その上に、Skypeでレンガさんとお話出来る時

間を下さるなんて～✨ 
 
ほんとにすごすぎます。 
 
こんなメルマガ初めてです。 
 
======end=========== 
 
最近はやってないんですが、以前は読者さんと実際に通話したりしてた時もあって。 

 

この方は確か60代の女性の方だった気がします。 

 

 

 ======No.33=========== 
 
こんばんは 
Rengaさんのブログを拝見しました。 
副業を考えていたぼくにとってとても貴重な内容でした。 
「会社にバレずに給料以外に月20万円の自動収入を作る」を参考に 
初めてのサーバー作りからドメイン取得、Wordpressインストールなど 
試行錯誤でしたがこの度ついに僕自身のブログを持てるようになりました！

(笑) 
 
Rengaさんさまさまです。本当にありがとうございます。 
ですがぼくにとって何もかもが超ド素人ですので、まず一つ目の目標 
としてアドセンス審査に向けライティングスキルを磨きます。 



そこで超ド素人が感銘を受けたブログとしてrengaさんの 
ブログURL　https://renga3.com/ 
を載せたいのですがよろしいでしょうか？ 
 
======end=========== 
 
 
これもLINE@でメッセージいただいたのですが、 

こうやって勝手にブログ紹介してくれる方もいます（笑） 

 

 

 ======No.34=========== 
 
大学4年生の息子がいます。 
…留年が決定して、来年度も半年もしくは1年大学生します。 
 
就活も頑張らないといけない、のでしょうけれど。 
もうちょっと自由な生き方があるよ、って言ってやりたい気もするし、 
でも、1回は就職したほうがいいような気もするし。 
 
レンガさんのことをいつ紹介しようかと考えています。 
 
学校の文化というか、価値観というか、「みんな仲良く」とかみんな一緒

に、が嫌いでした（笑）。 
父が3年前に亡くなって、母が郷里で一人暮らしになり、辛いというので、 
昨春、早期退職して奈良に帰りました。 
 
昨秋からカウンセリングルームを開設。 
 
1年経ちますが、集客に苦労しています。 
 
======end=========== 
 
これもLINE@でメッセージいただいたりして、 

この関西でカウンセリングされているこの方とやりとりしたりしてました。 

 

息子さんを紹介してくれるそうです（笑） 

https://renga3.com/


 

まあみんなと仲良くとかせんでええでしょ（笑） 

 

 

======No.35=========== 
 
第3話まで、読ませていただきました！ 
 
最初の2万円が入金さるた感動のシーンは、人ごとですが何故か涙が溢れて

きました。 
同じ感動を共有させていただきありがとうございます！ 
 
私自身もネットから収益を得るなんてまだ未経験なのでなんだか自分のこと

のように、ジワーンとウルウルしてしまいました。 
 
ホントに良かったですねー 
 
いや私もレンガさんのように絶対なりたいので追っかけていきます。 
これから学ばせてください。 
第4話も楽しみに待っています。 
 
======end=========== 
 
こんな感じで泣いてくれてLINE送ってくれる人多くて、 

僕としては嬉しいのですが・・・ 

 

泣くほどの話かなー（笑）？？ 

 

 

======No.36=========== 
 
レンガさんのメルマガ…というか考え方や人生観？ 
を拝読しての感想ですが、 
 
離職して、次の会社に移るではなく１人でやっていく、ということにあまり

良い顔をしない人が多い中(わたしの周りはそういう人が多いので。) 
 



試行錯誤して、それで稼いでいくようになることは　とても思い切りがよく

て、読んでて気分が良かったです。 
 
わたしも飛び出していく方ではあるので、 
カッコいいなぁと単純に思いました。 
 
色んな世界を覗いて、色んな人の失敗談成功談ほか様々な話を聞いて知識を

得ることもとても重要だと思いますが、こうして１人１人とラインでやり取

りするのまでもほんまに大変だと思います(でもそれをやるから良い) 
 
======end=========== 
 
いつもLINEでやりとりしているわけではないですが。 

まあその辺の社長さんに比べたら暇というか時間に余裕はありますね。 

 
 

======No.37=========== 
 
レンガさん、会社辞める事にしました。(笑) 
今日上司と話して最短1ヶ月後には無職です。長くても2ヶ月後です。ブラッ

ク企業からの解放ですよ！ 
 
レンガさんのメールストーリーじゃないですけど、ビビりながら決断しまし

た笑。正直怖いです。 
でも今の会社勤めてたら面白メディアに時間費やせないですもん。 
そのほうが怖いですよ。たぶん笑。 
 
僕が何かを覚えるには人の数倍やらないと駄目ななので時間が必要だと思っ

たんです。 
やはり収入が無くなるのは痛過ぎますし実家なので親にめっちゃ迷惑もかか

ります。 
 
でも僕がそれだけ本気でやりたいと感じた事なので後悔のないよう全力で取

り組んでいきます。 
 
======end=========== 
 



会社辞める報告こういうのめちゃくちゃいただくんですよねー。 

 

でもこの人とかは既に取り組むことが決まってるし、 

ご本人が何かを覚えるのに人の数倍やらないとダメなので、 

っていう自己分析は素晴らしいと思います。 

 

１回聞いたぐらいで覚えるとか実際できる人少ないです。 

 

だいたいみなさん１回で覚えられると過信してできないんですよね。 

なので、この方は自分の見積もり具合が素晴らしいと思いますね。 

 
 

======No.38=========== 
 
動画見ました！ 
私は自分とは違う人の価値観とか考え方を聞くのが好きなので、 
楽しく見させて頂きました(^^)特に「将来が不安」=「暇だから」って言うの

は思わず納得しました。 
 
私は多趣味で暇と思わない人種だから、どちらかと言うと今を生きる為にお

金を稼ぎたいですので…（笑） 
私が今の会社に入社して3年目が終わろうとしています。 
 
小さな楽しさを少しずつ見つけながら頑張ってきましたが、 
やっぱり最高につまらないので辞めたいです。 
 
自分で稼ぐ方法を身に着けて、自由に生きたいとずっと思っていました。 
レンガさんのメルマガや動画などを参考に、今年少しずつ進めたいと思いま

す。 
 
いきなり長文ですみません！ 
 
でも、社会的に中々はっきり言ってくれない事をズバッと言ってくれるのが

とても気持ち良かったです！ 
 
ちらっと別動画も見ましたが、確かに働く事は金儲けだし、 
美徳を求めるならボランティアだけやってれば良い。 



 
稼ぐ事と儲ける事は同じだし、そこに善も悪もないと思います。 
ただの数値で見える結果のみ。 
共感するものやハッとさせられることもあると思います。 
 
今後、色々と勉強させて頂きます(^o^)／よろしくお願いします。 
 
======end=========== 
 

 

これはLINE@登録してくれた人にだけプレゼントしている動画に関していただいてる

感想ですね。 

 

多趣味なのはいいですね！僕はうらやましいです。 

 

 

======No.39=========== 
 
レンガさん。こんにちは。いつも楽しくメールストーリー拝見しています。 
私は勉強「だけ」はできる子供でしたが、「何のために勉強するのか」が分

かってなかった人間です。 
冗談抜きで、テストで良い点を取るのがすべて、という感じです。そしてそ

れは言い換えると「他人からの評価がすべて」ということであり、他人の人

生を生きる人間の一丁上がりです笑 
 
モラトリアムを延長するために大学院までいき、世間体と経済的な安心を考

えて企業に就職して数年が経ちます。学費を出してくれた親からすれば、本

当にクズみたいな人間だと思います。 
 
途中体調を崩したり、会社からの色々な指示（残業であったり、上司によっ

て言うことが異なる命令等）に振り回されまくったりして、疲労感を覚え、

去年から、「他人からの評価がすべて」の人生ではなく、「自分の人生」を

生きたいと思い、生き方から見つめ直しているところです。 
 
やりたいこと、挑戦してみたいことはあり、それには会社という組織から出

るのが良いのですが、経済的な安心を考えて就職したこともあり、組織から

出ることに、まだまだ不安があるという現状です。 



 
レンガさんのメールストーリーには勇気づけられることも多く、楽しみにし

ております。 
 
======end=========== 
 
こういう人多いので少しでもきっかけになってくれたら嬉しいですね。 

 

>私は勉強「だけ」はできる子供でしたが、 

 

めちゃくちゃ良いことです（笑） 

インプットは得意だということなのであとはアウトプットの感覚掴めばいい感じになると

思います。 

 

 

======No.40=========== 
 
家の家系は自分と妹をのぞいて他全員が自営業などの独立した仕事をしてい

ます。 
 
その中で会社員であることは、他のみんなが経験できないことだから多少意

味はあるだろうと思ってやってきたのですが、最近同じ会社の同僚たちと意

見が合わなくなってきました。 
 
と言うのもやはり彼らは親も周りも会社員と言う状況なんですね。 
 
多分他の稼ぎ方があることを知らないし、節税とか色々とできることがある

ことを知らない。 
リスクが高いだけの博打みたいなものだと思っている。 
 
勿体無いなと思うのですが、むしろそっちが良いようです。 
面白いですね。 
 
なのでちょうど会社をそろそろ辞めようか。 
と考えていたところで、レンガさんのブログを見つけて面白いなと思った次

第です。 
 



引き続きメルマガ等楽しみにしていますので、よろしくお願いします。 
 
======end=========== 
 
 
自営業をやってたら会社員の人との話は合わないですよね。 

 

給料もらうためだに生きてる人は多いですよ。 

 

 

======No.41=========== 
 
私はレンガさんの会社務めが他人の人生を歩くとゆう表現にとても共感をし

ています。私は美容業の仕事を１０年間会社に入ってしていました。 
 
ただその１０年で誰のためにこんなに頑張って、しかも我慢してるんだろう

…とふと思い、思ったら最後、先の事など考えずフリーランスとゆう道に入

りました。 
 
ただフリーで働いていく難しさをこの２年半で痛感しています。 
 
３年は何でも続けようという性格なのでとりあえずでここまできましたが、

後は会社にまた入るか、、このまま結構大変なフリーとゆう道で生きていく

のか…かなり悩んでいたところにレンガさんのブログに出会い、今文章書い

てる感じです笑 
 
一体何でヒットしたのかが思い出せませんが、引き寄せられたのかなーっと

思います笑 
 
自分の環境も変えられるよう意識を変えていけたらなと思います。 
 
 
======end=========== 
 
楽に稼ぐこと考えてもいいんですよ。 

「３年がんばる」とか刷り込みです。 

 



 

======No.42=========== 
 
私は現在、38歳の崖っぷち独身女。 
彼氏もまともにいた事はなく、友達もゼロ。 
無職で実家住まいの親のスネかじり。 
学歴も貯金もなく、だらだらと職を転々…。 
 
 
そろそろ40歳目前で、夢も希望もありゃしない… 
 
 
が！ 
 
「じゃあ自殺して浮き世とおさらば気楽なもんさ、はっはぁ☆」 
 
とは行かないんです！！ 
（ええ無理！！絶対イヤ！！） 
 
なので今更あわくって、イロイロ情報集めてます。 
「溺れる者が藁を…！」状態であがいてます。 
 
どうぞ宜しくお願いします！！ 
 
======end=========== 
 
 
悔しかったら勝負するしかないですね。 
自分との戦いです。 

 

 

======No.43=========== 
 

私は19歳になる工場の派遣社員です。 
 
とある日。｢焼肉食べに行かない？｣と1人の男性に言われてそれが飲み会だ

と知らずに参加してしまい。 



まさに地獄のような思いをしました。 
 
そして、二度と行かない。どんな手段を使って断ると決意しました。 
 
次の週、私は全員半強制参加の飲み会に誘われあんなに強く決意したのに断

ることを迷っていました。 
 
でも、絶対に行きたくない。 
 
とにかく。｢飲み会断り方｣と検索して調べ回った結果。 
レンガさんのブログにたどり着きました。 
 
ごめんなさい。実はきっかけはブログで稼ぐことに何にも関係ないです(笑) 
 
そして、レンガさんのブログを最後まで読み進め。 
うん？会社をやめた？？？ 
そして、収入を得るなんて本当に可能なのか？ 
と結局最後まで読んで続きが気になりメールの登録をしました。 
 
工場の労働はたって歩いて汚れの検査をするだけと凄く単純で単純だからこ

そキツいモノがあり親への借金やお金や時期の事情で私の望む場所への転職

は難しかったからです。 
 
そして、自分の時間があまりにも少なかったというのもあります。5日仕事

で2日の休みその休みも普段不足している睡眠と行けていない買い物で半分

は使われます。 
つまり、自分の時間は１ヶ月5日しかない。 
1年で計算したら多分１ヶ月と少しくらいです。 
そして、ほかの企業に就職しても残念ながら変わりません。……というか、

もっと酷いかもしれないです。 
それを気づいてしまいそんな絶望的な状況を変えたかったというのもありま

す。 
働いてから約3ヶ月は経ちますがその思いは強まるばかりです。 
 
実は、父も元ブログで稼ごうとした経験があり。 
その経緯もあってブログがどれくらいの収入なのか…という情報も入ってき

ています。 



しかし、やはり私はやらないで夢を見るくらいならやってから後悔したいと

思うのです。 
 
父の言っていた｢どうせ。会社員も企業家もリスクは同じだ。彼らはスキル

を身につけないとクビになったらどうせ無一門ならスキルをつけた方がいい

｣という言葉を信じて怖いけど前に進んでみたいと思います。 
 
どうかご指導宜しくお願いします。 
 
======end=========== 
 

リスクっていうか、 

つまらない時間の過ごし方が一番嫌ですよね。 

 

面白くなるならリスクはアリって考え方にしましょうよ。 

 

 

======No.44=========== 
 

初めまして！ 
楽しみにメルマガ拝見しております。 
 
現在、恐らく誰もがご存知のIT企業で働いており、女性管理職登用の波もあ

りそれなりに評価も期待もされており、ある程度満足は出来てはいますが、 
親が自営業だったので、血なのかこのままどんどんオバサンになってまで企

業に依存＆コントロールされながら生きる人生に一抹の不安をおぼえ始め、

そのせいか自律神経失調症が急に酷くなってきており、心身ともに本当の心

の声が警鐘を鳴らし始めてるなぁと思い、自分らしく生きる方法を色々模索

している中でレンガさんのブログに出会いました！ 
 
学生時代にHPビルダーで遊びでブログを作ったことはありますが、本当に遊

びで友だち数人が見てくれてたレベルのものなので、 
マネタイズできるWebコンテンツについて1から学び直したいと思い、 
メルマガ登録させて頂きました！ 
 
是非勉強させて下さい、よろしくお願い致します！ 
 



======end=========== 
 

病気はサインですね（笑） 

女性の働きやすい職場環境は素晴らしいですね。 

 

っていうかこのIT企業の社員からたまに会ってくださいとか言われるんですよね～。 

 

 

======No.45=========== 
 
1ヶ月前からブログやり始めました。 
まだ全然ですが。 
 
私は15年近く同じ会社に勤めてます。 
待遇は悪くないですが、流石にもう飽き飽きしてます。 
 
自分のやりたいことは何だろう？と悩みつつ、お金が有り余るほどあればそ

んな悩みなんか吹っ飛ぶんだろうなとも思います。 
 
あと、レンガさんのメールにもありましたが、私は今この瞬間ビジネスとい

う単語にピンときませんし、むしろめんどくさそうな印象を持っています。

この感覚もお金があれば変わるような気もします。 
 
レンガさんのメールや本を楽しみにしてます。 
 
======end=========== 
 
 
ビジネスがめんどくさいならやらなかったらいいです。 

 

 

 

======No.46=========== 
 
今、子供が2人います。 
育休という制度で休んで子供関係で知り合ったママ友と過ごしています。 
 



すごく…世界観が変わりました。 
子供中心の生活です。 
2人目なので育児には余裕があり、昼間に人間観察が出来るくらいになりま

した。 
 
この人は私服で普段何してるんだろう？って最近は思うようになりました。 
私達のように育休をいただいて、会社には迷惑をかけてると思ってるし、妊

娠して会社を辞めざる終えなかったママがたくさんいます。いくらキャリア

を積み上げてもそこで止まることが多いんです。 
 
また、時短勤務取得するなら遠い営業所へ配属されるとか人事から圧力かけ

られたり、周りの子供がいる人はもっと頑張ってると言われます。 
働きやすい会社を作りたいと思いました。 
 
8時間労働前提で保育園の入園点数も決められています。 
育児しながらは仕事は出来ません。 
どこかに預けるしかないんです。 
いくらいい大学出ても女性は結婚出産で大きなハンディがあります。 
早稲田、慶応、上智などの有名大学のママ友もいますが、働きにくいと悩ん

でるママが沢山いて、どうにかしたいと思いました。 
 
私は普通の大学を出て、会社員として働いて過労で倒れ、医療保険には入っ

ておらず入院費が払えず借金をして、実家に逃げ帰るように戻りました。た

だ、実家というか、そこは母の彼氏の家で他に頼るところもなく…といった

感じでした。 
 
今思えば職場から労災が降りるはずなのに「うちは自己責任だから」と切り

捨てられて一人暮らしだったので家も引き払い、荷物もほとんど売って生活

してました。 
知識がないって怖いと思いました。 
今は主人が働いて守ってくれてるので、知識を増やして子供を守りながら、

周りのママさんが働きやすい会社が作りたいと考えています。 
 
起業セミナーやスクールも5月から調べ始め、まだまだ勉強してる最中で

す。 
結局お金がないと何もできないし、売上がないと人も雇えないから、迷走し

ていて、一緒に仕事したいママは2人しかいないので、3人分の給料と会社運



営費が維持出来ればいいんですが、少しだけ余裕が出来れば地域のママさん

に少し委託してお小遣い稼ぎが出来つつ、子供と思い出が作れる手伝いが出

来たらいいなと考えてます。 
 
って、会社自体なにやりたいんだよって感じなので本当に堂々巡りなんです

が、本もKindleをこないだ買って起業家さんの本を読み漁ってて、育児して

るので隙間時間見つけて、こんな夜中まで読んだりしてるんですが、本当に

色んなことが山積みで… 
 
レンガさんのメルマガ登録した経緯を説明しました。 
メール読んでます。 
 
本、読ませていただきます。 
 
======end=========== 
 
 
ママが働きやすい環境は、 

家で月に20万でも収益を出せるようなことをシェアするだけでいいのでは？ 

 

会社を作ってまた労務させる意味があるのか。 

 

 

 

======No.47=========== 
 
レンガさん！私も男性に頼らず、生きていきたい。 
そのためには、公務員に、、、と思いましたが 
一生懸命働いても働いても給料が変わらない会社にずっと嫌気をさしていま

した。 
 
楽しく生きたいです。 
よろしくお願い致します。 
いつもメルマガ楽しみにしてます～！ 
 
======end=========== 
 



いいですね（笑） 

こんな感じで送っていただく方もいらっしゃいます。 

 

 
======No.48=========== 
 
こんにちは！ 
レンガさん、いつも楽しみにメルマガ拝見しています。 
 
僕の経歴は… 
美容師を5年間しましたが長時間労働と給与の低さから転職を決意。丁度こ

の頃結婚をしたので稼がなければ！ 
 
と焦り稼げる仕事にと就いた仕事がタクシーの夜勤。 
収入は美容師時代の1.7倍程に増えたのですが毎日また長時間労働。夜勤が合

わず体調も常に絶不調。 
酔っ払いの客を相手にするので精神的なストレスもかなりのもでした。 
 
2年半勤めてマンションのローンが組めた所でまた転職を決意。 
 
今度は長く勤められることを重視して製造業に着きました。 
職業訓練校2半年入り製造業の基礎も学びました。 
 
そして最初に入った会社は小さな金属加工の町工場。 
ここでは昔ながらの職人の社長がいたのですが 
仕事は見て覚えろスタンスでろくに説明もせず 
僕がミスしたら張荘厳の嵐。 
 
毎日ストレスを感じていましたが子供も生まれたので頑張らなければと耐え

ていました。 
 
ところが3ヶ月で社長よりクビ宣告。 
 
この時、労働者は何て立場の弱いものなのかと悔しくなりました。 
今は新たな会社で製造業に就いておりますが 
ここでも残業代は出ず12時間労働もザラです。 
 



雇われる側は立場も弱く会社の好きなように使われるものなんだとつくづく

感じています。 
 
レンガさんのおっしゃていたように毎月の給料の為だけに自分の人生を会社

に捧げるのに嫌気がさしています。 
 
こんな人背を定年まで続ける何て絶対にごめんです！ 
このままでは絶対に終わりたくないと思い 
何か会社以外の収入を得ようとインスタを始め 
それがきっかけでライターの仕事を頂き 
今は月3万円弱のお仕事を貰っています。 
 
しかしライターの仕事は1本何円と決まっており 
自動収入ではありません。 
 
レンガさんのメルマガに登録する前にブログを始め 
何とか会社に頼らずとも生きていけないものかと考えていました。ブログは

育児をテーマにしておりまだまだ閲覧数も少ない状況です。 
レンガさんは僕の道標です！ 
僕もレンガさんのように自分の人生を生きていきたいです！絶対に自由な人

生を手に入れたい！ 
これからも御教授よろしくお願い致します。メール楽しみしています。 
 
======end=========== 
 
こういう人は今後変わっていけると思います。 

 

最初は自分が労働者だったけど、それに気づいて前向きに次のことに取り組んでい

る人は必ず変わっていきますね。 

 

状況に嘆いているだけの人と何か行動に起こしている人ではやっぱりすぐに雲泥の

差が出ます。 

 

この方は自分が理想とするような働き方になっていくと思います。 

 

 

======No.49=========== 



 
レンガさん。いつも購読させていただいてます。 
ありがとうございます。 
 
私は探偵の経験があります。 
 
当時探偵学校といわれる学校に行き、その系列のフランチャイズ企業に就職

を約束されてましたが、定員オーバーで就職にありつけず、たまたまネット

で知り合った方に、一か八かをかけて関わってみて、なんとか徐々に別れさ

せ屋を行う始末(笑) 
 
しかし、なかなかお金で愛を買おうとする方々の相手というのは、モラル的

なものもなく、結局、それなりの収入は得たものの、頭にストレス禿げがで

きてやめました。 
 
当時それなりに収入があったときには、よってきた周りのひとも、辞めた途

端…ポツポツと私の前から消えていきました。 
 
結局お金なんだな…と痛感したと共に、人のいろんな面を仕事でもプライ

ベートでも知り得るいいきっかけになったと思います。 
 
その後は、普通といわれる仕事をしつつも、日々の収入の少ない日々との格

闘です(笑) 
なんとか現状を変えたいのが一番ですが、まず笑って過ごしたいですね 
 
======end=========== 
 
 
これは面白い。 

 

＞お金で愛を買う 

 

なるほどね～合わなかったというのもあるでしょうねー。 

ストレスハゲができるくらいならやめといて正解ですね。 

 

おっしゃるように我慢料をもらうサイクルになっていると、 

収入が増えるほど健康を損ないます。 



 

クリエティブに価値を作るサイクルにぜひ変わってほしいです。 

 

 

 

======No.50=========== 
 
いい大学入ったのに、その前後から始まった体調不良と大学入ってからの不

眠で卒業までに6年かかった&いわゆる新卒カードが使えず、かなり長い間ま

ともに働けませんでした。 
 
おまけに精神状態も最悪だったので正直頭使ってビジネスをやるという選択

肢すら浮かばず。 
 
両親に嫌味を言われながら過ごしてきたため自己評価も最悪でした。 
4年くらい前に薬断ちしてから徐々に健康になってきましたが今までの長い

時間を無駄にしたため取り返すのに必死。 
お金を稼ぐ というのはその取り返す行為とも言えます。 
現在は派遣ではありますが、人並みに働けています。精神的にもそれなりに

ヘルシー。で、このままあわよくば正社員に…。などとは全く考えておら

ず、いかに稼いで日本を抜け出すかを毎日考えてます。ただ、やはり人より

体力がないせいか帰宅してからの作業がなかなか出来ず歯痒い思いを。←今

ここ 
 
レンガさんが自分の病気をネタにしてお金を稼いだと聞いて、私もそれをや

りたいw 
 
======end=========== 
 
 
マネタイズするスキルを学んでください。 

そしたらなんでもお金に変えられます。 

 

 

======No.51=========== 
 



こんばんは！レンガさんのメールを見させていただいているので簡単に自己

紹介をと思います。 
 
20歳、社会人三年目です。 
自分の好きなところは身長、体重はアリアナ・グランデと同じところ 
 
趣味は映画鑑賞と読書で年間で100作品ずつは見れてます！ 
友達に、オススメされた作品が見たことあると毎回気まずいです。 
 
ディープな話だと両親は聴覚に障害があり、家は裕福な家庭ではありません

でした。 
姉を大学に入れるためにお金を使ったので私は就職という圧に押されて就職

しました。 
 
稲盛和夫を崇拝する企業に就職し往復3時半とちょっと。 
かけて通勤してます。入社試験ではあなたの人生はツイてますか？が定番の

質問です。 
 
よくわからないツイてるエピソードを話した覚えがあります。笑 
入社してすぐ、職場のおつぼねさんにシカト、イビリ、イヤミ色々され毎

日、目覚めても1時間近く布団から起き上がれなくて、仕事行きたくない。

いっそのこと死んでしまいたい。。。って死ぬ勇気なんてこれっぽちもない

のに笑 思ってただけです笑 
 
でも、私が売り場の責任者になってからは言うことを聞いてくれます！ラッ

キー！ 
しかし、責任者になってもお給料上がらないし、仕事量増えてるし、、あ

れ？おかしいな？と思っているところです？ 
 
高卒なので、学歴コンプレックスを持ち転職サイトに登録しつつも転職でき

ず（ちょっと。いい企業だからやめるの怖い）給料も高くなく一人暮らしす

れば生きていくのに精一杯です。 
 
姉と暮らしたり実家暮らしを続け、社会人を二年続けてる間は、新人狩りに

あったり、レズの台湾人に言い寄られたり、、、と、色々濃ゆい二年でした

が貯金は100万とちょっと。貯めました！ 
 



親も年で 少子高齢化が進む日本の年表の本を読んで 
尚更、未来が不安になり。 
 
このままじゃ、だめだなあ。 
何かしなきゃなぁ。と思ってビジネス本とかお金持ちになるには！とか、投

資信託！とかニーチェ！とかとか本読んだり 
このメルマガにメアド打つのもめちゃめちゃ勇気と気合を込めて打ち込みま

した。 
 
まだ、稼げるとかは半信半疑ではいます。私もスキルを身に付けたいなー

と。本当に稼げてるの？思ってます、、すみません 
 
とりあえず25万、MacBook Proを買おうと、、毎日、眺めてます。 
 
長々となりました。笑 
 
======end=========== 
 
 
まあがんばってください。 
 

 
 

======No.52=========== 
 
レンガさん、こんばんは。 
いつも楽しくメルマガを拝見しています。 
 
いろんな人に騙されてきました！笑 
 
騙されて今も私がいるのも事実です。 
 
専門学生の同級生、芸能プロダクションの社長、高校の同級生、よくわから

ないコンサル業の人。 
 
次こそは次こそはと思いながら、投資話、情報教材など払っていたらどれも

中身がないものばかりでした。 



 
これほど世の中マネーゲームが繰り広げられているとは当時びっくりしまし

たね。 
 
でもそのようなことがあり今の私はいます。 
 
結婚して、子供もいます。 
そして今レンガさんのメルマガを読んで楽しませてもらっています。 
 
======end=========== 
 
こういう騙されたアピールする人いますけど逆ですよ。 

僕は騙された方がいいと思いますよ。 

 

なぜか？っていうのはここでは書きませんが。 

すでにビジネスされている人とかには結構そう言ってます。 

 

それがわかるときが来てもらえるといいですね。 

 

 

======No.53=========== 
 
レンガさんのサイトに偶然たどり着きました。 
今回、思考の事について知れたのは 
ものすごい発見でした。 
 
マインドのお話をされる方はいっぱいおられると思いますが、そのマインド

の事を話されても 
なかなか腑に落ちない気がしておりました。 
 
どこかで「言ってる事はよくわかります、でも出来ないんです」って思って

しまってたんです。 
 
勉強ができる人の脳の仕組みってどうなっているんだろう？といつも思って

いたのですが 
あんなふうになっていたんですね！ 
 



自分の頭の中の状態もよくわかったので 
本当に勉強になります。 
長くなってしまいましたが 
これからも、メール、ブログで勉強させていただきますね。 
読んで頂きありがとうございました。 
 
======end=========== 
 

やっぱりちゃんとした理屈がほしいですよね。 

その気持ちわかります。 

 

学びましょう。学びまくりましょう。今からでも全く遅くないです。 

学べなかったら負のスパイラルです。 

 

 

 

======No.54========= 
 

はじめまして。 
いつもメールストーリー読ませていただいております。 
面白ストーリーでないかもしれませんが^^;、書かせていただきました。 
現状についても思うことがあり、すごく長文で失礼します。 
 
わたしは10年ほど前にロバートキヨサキの「金持ち父さん貧乏父さん」を読

み、 
本に記載されてた会社の収入に頼らない本当の経済的自立というものを目標

にしていましたが、 
未だ会社以外の収入を得られない状態です。。 
 
レンガさんは自分がビビリとストーリーで仰ってましたが、 
わたしもかなりビビリです^^; 
 
「金持ち父さん」の本に影響を受けてビビリながら実行してみたことは、

「株式投資」です。 
何度か売買を行い、利益が出たことはありますが、やはりリスクもあり今で

はほとんど売買しておりません。 
（ただ初めて利益が出たときはほんとにうれしかったです。 



ストーリーの給与以外の収入で価値観壊れるに近いかもしれません笑） 
 
あとは、せどりも行おうとしましたが、 
売るための商品を探しているとかなり時間も使ってることに気づき生産性が

よくないと思いあきらめました。 
 
サイトを見て自動収益（副業）が気になりメールストーリーも購読するよう

になりましたが、ビビリなとこがありまだ企画等に参加してことがありませ

ん。 
ただ、ストーリーを読んでいくうちにレンガさんに共感できるものが多く、 
今回勝手ながら想いも伝えたくアンケートという形で投稿させていただきま

した。 
特に共感したのは他人の人生を生きないことや内向的なとことかテーマパー

ク（ディズニー）嫌いとか笑、飛行機怖い笑とか、なによりもビビリなとこ

とかです笑 
 
また、わたしもずっと成長していきたいという願望もあり、少ないですが自

己投資をしてきました。ただ、リターンがないのが現状です。。 
インプットばかりしてアウトプットしてないのも原因と思ってます。（32話
で記載されてましたね^^;） 
前にいろいろ本で得た知識を知人に話すと結構食いついてくれて、本数冊分

くらい知識もらえたと言ってもらえたことがあります。（その時ごはんお

ごってくれました笑） 
このときアウトプットの大事さとサイト等で公開すると多少は需要あるのか

もとも感じました。 
 
メディアを作るのと自動収益というのはまさに両方やりたいものなので、電

子書籍のほうも読ませて頂き、参考にさせていただきたく思います。 
 
何卒よろしくおねがいします。 
 
ps.ほんとに長文で失礼いたしました><　読んでいただいてありがとうござ

います！ 
 
 

======end=========== 
 



この方は理解力がものすごく高いんですよね。 

 

今、メディア運営も思考系の企画にも参加してもらっていますが、 

毎度全部アウトプットされていますし内容を忠実に理解しようとされています。 

 

あとは行動回転数が多くなれば、いろいろ収益が出るのはすぐそこって感じです

ね。 

 

書かれているように成長していきたいという願望が強いので学ぶことに関しては時間

もお金もかけてこられているみたいで、Mさんという人なんですが僕は今後の活躍を

楽しみにしています。 

 

ニックネームも僕のメールストーリーを読むことになってから作ったそうです。 

報告楽しみにしてます。 

 

 

======No.55========= 
 

レンガさん、こんにちは。 
ラインでも気軽に答えていただいて、ほんとにありがとうございます。 
 
他の方のメールの感想も見ました。 
 
感想って長くなってもいいんですね(笑) 
 
私は２０年位看護師を続けています。 
なぜ看護師になりたいと思ったのか…。 
小学校の1年生の文集に「将来の夢：かんごしさん」と書いていて、そのま

ま看護師になりました。 
自分では小学校からの夢を叶えて、看護師になったと思っていました。 
でも「なんで看護師になりたかったのか？」 
 
それは、 
「看護師さんて大変そう。しんどいのにすごいね。」 
「人の役に立つ仕事だし、優しいね」 
「看護師してたら、お父さんもお母さんも安心だね」両親や他の人からほめ

られたいとか、認められたいって気持ちからだったと気づきました。 



 
看護師の仕事は嫌いではなかったですし、それなりに給料ももらっていまし

た。 
 
でも、このまま病院に勤めていても、 
役職がついても給料が増えるわけでもなく、どんどん自分の時間がなくなる

のは目に見えていました。 
 
それからは、「本当に自分がやりたいことって何だろう？」 
と自分探しの日々が始まりました。 
 
自分がワクワク楽しいものだったら、毎日が楽しくて人の役にも立てて、お

金もたくさん稼げる…。 
 
「自分が好きなことで起業するぞ～」 
 
そう思って、ヒーリングやコーチングなど興味があることに講座を受けに

行ったりしていました。 
でも、なんか特技があるわけでもなく、すごく興味が出て「やりたい」と感

動できるものに出会えませんでした。 
 
自分が好きな商品を、人にすすめて、なおかつ報酬を得ることが出来るのな

ら…。 
と連鎖販売取引いわゆるネットワークビジネスをやってみたこともありまし

た。 
 
そこでも、なんか違うな…。 
と感じていました。 
「じゃあ私は一体何がしたいんだろう？」 
 
そして、「自分の人生は自分で創る」そう思い、2017年の3月に退職し、今

は週3回のパートで働いています。 
 
辞めてから、自分の時間も増え、病院にコントロールされていないという実

感があります。 



そして、正規職員でなくてもなんとかやれるものだと。あんなに必死に病院

にしがみつく必要はなかったと感じるとともに、税金や健康保険などたくさ

んお世話になっていたんだと感謝の気持ちも出てきました。 
雇われているって何もしなくても自動的に色々してもらってきたと思いま

す。 
 
シングルで、子供を２人育てているので、正直パートでの収入ではこの先

やっていけるかな…。 
 
早く「好きなことで起業しないと…」でもその好きなことが見つからない…
。 
焦ってはいませんでしたが、それまで空いている日にｗワークしようか…。 
 
とか考えていました。 
 
でもそうなると、結局自分の時間の切り売りで今までと変わらない…。 
 
私が欲しいのは、やりたいときにやりたいことが出来るだけの時間とお金を

得る方法。 
 
そんな時にレンガさんのことを知りました。 
 
レンガさんがいう、「ほとんどの人がやらない」というのもよく分かりま

す。 
今まで、自分がそうでした。 
「やったらいいのは分かるけど…。でもやりたくない」 
「それをやるなら、別にいいわ…」 
でも、とかだってとか。 
変わりたいと言いながら、変わらないことを選んでいる自分。 
 
ほんとに、甘えて自立してないですよね。 
レンガさんのメールを知って、「自分で稼ぐ方法」そして実際に「自分で稼

ぐ」という体験をしています。 
 
メールについていけていませんが、なんとかハピタスで1万円。(DMM．

COMがポイント4000円になっているので…。) 
WordPressでのブログを立ちあげることが出来ました。 



 
 
自分が「お金お金～」となるのが嫌だと思っていましたが、「自分が他人に

頼らずに稼ぐ力をつけるには？」と考えるとすごく楽しいです。 
 
これからも、メール楽しみにしています。 
 
いつもありがとうございます。 
 
======end=========== 
 

こんな感じで感想長くなってもいいです（笑） 

 

好きなことで起業するのはやめてください。 

稼げることをやった方がいいです。 

いろんな人に言ってますが。 

 
＞「じゃあ私は一体何がしたいんだろう？」 

 

年収1000万ぐらいまでは余計なこと考えなくていいですね。 

こういう人多いですけど。 

 

何がしたいかわからないのは知識や経験が圧倒的に少ないだけです。 

選択肢がないから何がしたいかわからないんです。 

 

 

======No.56========= 
 
この春やっとの思いで就職した会社で、業務負荷に耐えられずうつ発症・体

調悪化し、このままではダメになると退職を決意。 
いま、療養しながらレンガさんの記事を読んでいます。 
 
会社で仕事をしている時は、自分の貴重な時間と労働力をこうして切り売り

するしかないのかと、絶望的な思いでいっぱいでした。起きている時間のほ

とんどを会社で過ごして、疲れて家では家事をするのが精一杯。土日に外出

する元気もなくて、ひたすら寝て体力回復に努める日々。自分の心がゆっく

りと死んでいくのを感じていました。 



 
でも、それを口にすると決まって「みんなそうやって我慢して稼いでるんだ

よ」って言われるんですよね。 
 
そこから愚痴大会になって疲弊するだけだったので、人前では本音を言わな

くなりました。毎日に絶望しながら生きている人々。そんなおとなたちに囲

まれて、本当に息が詰まりそうでした。 
 
レンガさんの記事を読んでいると、「自由に生きてもいいんだ」と思えて、

力が湧いてきます。実はアフィリエイトは以前チャレンジして一度撃沈して

いるのですが(そのときはとても難易度が高く感じられたのです)、もう一度

チャレンジしてみようと思います。 
 
私も、他人の人生じゃなくて、自分の人生を生きたい。 
 
これからも勉強させてください。 
よろしくお願いします。 
 
======end=========== 
 
 

退職して正解です。 

 

あと、僕は別にアフィリエイトをすすめたことはないです。 

 

 

======No.57========= 
 
 
私は身体が弱く、フルタイムで仕事ができません。 
 
尚且、二人息子がいますが、長男は発達障害で手がかかります。次男は医者

を目指し、中学受験を希望しています。 
 
二人とも小学生です。 
 



これから教育費がかかることを考え、先月よりパートを減らしウェブビジネ

スでやっていく決意をし、ただいま駆け出しの状況です。 
 
フリーランスで事務処理をしたり、発達障害のブログを始め、コツコツと準

備をしています。 
ブログは収入に至るまで時間がかかると分かっていましたが、周囲から相談

を受けることも多く、世の中の役に立つブログになってほしいとの思いで始

めました。 
 
収入の補填として、フリーランスの仕事を始めたのですが、始めて2週間で

クライアントが2名つき、パート収入を越えました。 
ただ、一過性のものであるため、安定した収入とは言えません。 
そこで、レンガさんの自動収入に興味を持ちました。 
 
今後、資金運用もやっていく予定ですが、私としては可能性に満ちている

ウェブビジネスに大変興味があります。 
 
今後、会社の人材は人工知能にとって変えられ、汗水たらして働くなんて世

の中は衰退していくと考えています。 
ウェブビジネスをやるなら、とことん全力でやって成功したいです。 
 
こんな私に、レンガさんの見た世界を見せて頂きたいです。 
私にも同じようにできるでしょうか？同じ世界を見ることができるでしょう

か？ 
 
宜しくお願い致します。 
 
======end=========== 
 
この方のように教育費や養育費が必要なためにって人多いですが、稼ぐ理由として

はトップ3なんです実は。 

 

なので子供の教育費のために頑張るっていうのはうまくいきやすいですよ。 

 

同じ世界を見ることができるかどうかはわからないです。 

本人次第なので。 

 



 

======No.58========= 
 
レンガさま 
 
初めまして、XX XXと申します。 
 
私は36歳にして夢を叶えるために上京たのですが、 
半年で夢破れ挫折。 
貯金も底をつき当務の警備員として就職。 
 
慣れない当務の仕事に、 
肉体的にも精神的にも疲れていく毎日。 
 
夢破れて何のためにこんな仕事してんのか 
わからくなり自己嫌悪ばかりの毎日。 
 
しかし心のどこかで、 
何の根拠もない希望だけが微かにありました。 
 
そんな生活が2年ぐらい続く中で、 
少しづつこのクソッタレた環境に慣れてきて、 
ふつふつと怒りが込み上げてきました。 
 
「...このまま終わるわけにはいかねぇ..」 
 
そんな気持ちが生まれてきて、 
この状況を変えるために行動を開始。 
 
再度、夢に挑戦するために情報収集し、 
返すあてもない借金をして必要な機材を買い揃え、 
もうやるしかない状況を作り出して自分を追い込みました。 
 
そんな時に、 
ネット上で興味深い情報を色々見つけました。 
 
自己啓発や、願望実現、引き寄せの法則や、 



セルフイメージ、不労収入などの情報でした。 
 
これは自分の夢に向かっていくのに大きな力になる気がして、 
書籍や情報発信をされている方々のメルマガを購読し、 
勉強をはじめました。 
 
その中の一つに”レンガさま”のメルマガも... 
 
 
そしてレンガさまの価値ある情報を受け取り、 
今日はハピタスに登録し片っ端から申し込みをしました。 
 
特にFXに関する解説動画が非常に参考になり、 
自分の価値観がぶっ壊れそうです。 
 
そして、これからは自分の夢を追いつつ、 
不労収入も稼いでいくという欲張りな人生を手にいれる為に、 
日々学んだことを実践していきます！ 
 
 
最後までお読よみいただいて、 
誠にありがとうございました。 
 
これからもメルマガ楽しみにしております！ 
 
XX XX 
 
======end=========== 
 
いいですね！このまま終わってしまってはいかんぜよ！ 

 

 

======No.59========= 
 
損保社員とDJをしています。 
ライターになると急遽決意し、昨日損保会社を退職しました。 
 



今日からフリーでライターとDJに専念します 
。そんなタイミングでレンガさんのブログに出会えて、これは運命でしょう

か？勇気づけていただいています。ありがとうございます。 
 
これからもよろしくお願いいたします。 
 
======end=========== 
 
運命ではないと思います。 

 

 

======No.60========= 
 
レンガさんの話が衝撃すぎて。。笑 
ぼくのことを紹介するとすれば『疑うことが面倒な人間』です。 
興味のあることや直感的にいける！と思ったことは全てやろうとします。 
 
疑わなかった結果、 
見知らぬおばあちゃんに金を奪われたり、実家暮らしの時に3ヶ月間親父と

同じ歯ブラシをシェアしたり、先輩の出身校をずっと甲子園出場校(←冗談)
だと思ったりしてました。笑 
 
友人によく言われます。 
「疑うことをしないからお前は人生で100万損する」と。笑 
 
レンガさんの話に比べれば話の次元が低いと言うか。。笑 
 
社会人6ヶ月目ではありますが、今はいかにしてサラリーマンを脱却するか

常日頃考えていますw 
なにかきっかけになればと思い、 
先週、メール登録？させていただきました！ 
 
======end=========== 
 
 
次元低いです。 

僕は1ヶ月で400万円損失したりしてます。 



 

 

 

======No.61======== 
 
自己紹介です。ちょっと長いです。私は美術大学を出てから制作会社などで

働いたあと結婚し時間に余裕ができたのでこれから自分の作品を売って行こ

うと思い、展示会などで発表したり売ったりしてきました。 
 
しかし１年ほどやってみて、作品を作る事とそれでお金を稼ぐ事が私として

はマッチせず、周りの作家仲間を見てもあんな手間暇かけてありえない安い

値段で売っていたり、生活がままならないのでやめたりと、これを一生続け

るのは無理と判断しました。 
 
私の理想の生活は、生活のために作品を売るわけでもなく、ただお金稼ぎだ

けをしたいわけでもなく、レンガさんのように余裕のある生活がある上で好

きな人たちと関わりながら自分の好きな作品を好きな時に好きなように作り

好きな時に発表なり売るなりするという事です。 
 
私は旅行が好きで、パプワニューギニアや世界各地いろんんな場所に行って

いますがそういった場所で部族の仮面や骨董などに出会うのが大好きででき

ればそれをコレクションしたいと思っています。日本だと縄文土偶などが大

好きです。ただそういった事をするにはものすごくお金も時間もかかるの

で、自分の作品を自分一人で売ってお金を貯めていくとなると難しいなと思

いました。 
 
なのですっぱり作品でお金を稼ぐのをやめようと思った瞬間、ものすごく気

が楽になり、どうやってお金を稼ごうかゲーム感覚でウキウキしてきました 
（ちなみに今は全然お金ありません笑）。作品を売ろうとしていたときは自

分のエゴとか色んなものが絡み合い難しく考えすぎていましたが、今は自分

がシンプルにできる事や伝えられることで何ができるかなど新しいことを吸

収し行動しやすくなってるなと実感しています。 
 
そんなときにレンガさんのサイトを知ってなんとなくフィーリングで登録さ

せてもらいました。 
楽しくメールを読ませてもらっています。 
どうぞよろしくお願いします。 



 
======end=========== 
 
 
僕と同じように制作や製作系の作品を作ったりしてきた人も僕の読者さんには多い

です。 

 

この方もそうですね。 

 

作品づくりが好きな場合はまずはマーケティング学んでください。そのあと、どう自分

の作品を広めるか？売るか？ 

 

ですね。自己プロデュースするといいですよ。 

 

 

======No.62======== 
 
先日LINE@でお世話になりました、XXXです。 
 
電子書籍のタイトル・方向性に似た様な話としては・・ 
 
起業して右も左もわからない頃、事務作業のサポートとして雇った当時25歳
の社員に 
「俺はこの会社に入ったら就業時間中にホームページ作る学校に通わせても

らえると思っていた。」 
「俺を満足させろ。楽しい仕事を与えない俺を満足させないのはおかしい」 
 
という様な批判を受けていました。 
 
「学校行ったとしたら、会社の仕事はどうする？」 
という質問には「たまには仕事する」というような解答。 
 
それをなだめたりすることにエネルギーと時間を費やしたんですが。。。 
 
一時期この社員のために仕事をしていたような時期がありました。 
自分がリスク背負って起業して働いて、この社員の人生を生きていました

（笑） 



 
======end=========== 
 
この方はLINE@で最初やりとりをしていて、 

上記のようなメールをいただきました。 

 

起業家の方でいつも意見が鋭い人です。 

 

こういう方に来てもらったら脳が活性して面白いです。 

 

 

======No.63======== 
 
私は凸版印刷にいました。 
「休まず、遅れず、仕事せず」上司が会社で生き残る方法だと教えてくれま

した。 
 
低賃金、安定、長時間労働（ブラック企業ではなかったので、残業が多く、

夜勤・残業代で普通プラスアルファの生活ができました）。 
そんな印刷会社でしたが、安定、長時間労働も長くは続きませんでした。 
 
周りを見渡せば分かる通り、現在、脱紙ですよね。 
 
マンガも情報誌もどんどん部数が落ち、どんどんパソコン、携帯で見れるよ

うになり、仕事量は減り・・・。 
 
入社した時は、残業するのが当たり前。 
それが今では、残業しすぎるとペナルティ。 
 
だんだん傾いているのを肌で感じました。 
 
そんなこんなで続けていたのですが、ある時、事件が。 
 
マンションを買った次の年、栄転でしたが、片道２時間の所に異動。 
（本当に栄転だったのか、嫌がらせか分かりません） 
 
この通勤2時間で人生を変える出会いが・・・。 



 
通勤中読んだ本田健さんの『ユダヤ人大富豪の教え』に感動！ 
このままでは、いかん！ 
 
本の中で、 
「サラリーマンは、鍵のかかっていない牢屋」が特に印象的で、辞令一つ

で、2時間かかる所に異動。 
 
あ～確かにサラリーマンって・・・。 
 
 
 
 
(※長いので中略) 
 
 
 
 
現在、右往左往しています。 
 
 
======end=========== 
 
 
この方はもともと知り合いで、 

紹介で僕のメールに登録してくれて今メディア運営とかされています。 

 

もともと飲食関連で起業されていた夫婦の人です。 

昔から話したことあった人ですね。 

 

 

======No.64======== 
 
rengaさん、こんにちは。 
国際結婚して台湾に住んでいます。 
友達とバリ旅行に行ってナンパされたツアーガイドさんのお友達が今の台湾

人の旦那さんです。 



 
人生どこで出会いがあって、人生が変わるか分からないなーなんて、実感し

た出来事でした(笑) 
こうやってrengaさんのサイトに辿り着いたのも何かのご縁。 
頭の中でぐるぐる考えるのをやめて、実行したい??って思いました。 
 
======end=========== 
 
スゴ！ナンパで。いいですね！ 

いいノリですね。ノリは大事です。 

 

======No.65======== 
 
１２年間、ひきこもってました(笑)。2017年９月現在４５歳。３３歳から仕

事を断固拒否してました(｀・ω・´) 
 
2004年１１月末で会社を辞めたのですが、その時点で貯金が1000万近くあり

ました。この金を全額俺に賭けたるわ！ってことで『俺は会社員を辞める

ぞ！ジョジョーーッ！』と、後先考えずに無職になりました。 
 
会社を辞めて何をやり始めたのか？と言うと、ナスダックの株式売買。3年
近く芽が出ずだったが、資金３万ドルで月に１万ドルを稼ぐことに成功。 
 
どやあ！これが俺の実力じゃい！と、図に乗れたのも束の間で、一晩だけ持

ち越した銘柄が、大暴落。 
 
翌日の夜のマーケット開始時には20ドルものギャップダウンで開始。73ドル

くらいの銘柄が54ドルくらいで始まった。 
 
断腸の思いでカットロスを執行。わずか１日持ち越しただけで約１万ドルが

電子の海の藻屑と化した。もちろん資産も１万ドルが減ってしまっていた。 
 
この出来事以降、もともと引っ込み思案な性格で自信を築き始めていたの

に、やっぱり俺は何も持っていない人間なんだなと無力感のようなものを感

じるようになる。 
 



心の強い人ならばここて『じゃあ、どうする？』と、自分を奮い立たせるこ

とができた思う。でも自分は子供の頃から遊び続けていたテレビゲームの世

界に逃げ込んだ。 
 
起床時間は１３時、１４時。寝る時間は酷い時だと朝の６時と言うことも

あった。この頃の悪習慣が今も抜けきれていないから、本当に堕落してたん

だと思う。 
 
そんな堕落生活も貯金が底をついたことと、ネットゲームの世界で知り合っ

た人から仕事をした方がいいよと背中を押してくれた事で、現実の世界に

戻ってくることができた。この人のお陰で戻る勇気を持てた。 
 
それが２０１７年２月のことだった。社会復帰を果たして半年が過ぎたもの

の、１２年前に会社を辞めた時の忌々しい記憶が蘇ってきた。 
 
俺は人間だ。奴隷から抜け出し独立戦争に終止符を打たねばならない。この

俺が会社員でいいはずがない！自分の人生は自分のもののはずだ！ 
 
僕はグーグルで『今のままでいいのか』と何となくワード検索をしたとこ

ろ、レンガさんのブログにたどり着いたのです。 
 
僕はやはり自宅でのんびりと生活がしたいし、自宅でお金を稼ぎたい。なに

よりパソコンが好きで、今の会社で稼いだお金でまたパソコンを買ったので

すが、初めて買ったパソコンから数えて8台目となります。 
 
このパソコン代をペイする事を目標にして面白メディアに取り組もうと思っ

てます(｡?ω?｡) 
 
======end=========== 
 
面白い！ 
 
 

======No.66======== 
 
レンガさんのサイトを拝見し、現在ではレンガさんの魅力にハマりつつあり

ます。 



 
私の妻には副業の話をすると『そんなのやってないで真面目に仕事したほう

がいいよ』って言われます、 
ですが、絶対に稼いでやるって願望が強いので絶対に辞めません。 
 
むしろ見返してやります、そして会社は辞めてビジネスで食べるのが夢で

す。 
 
私は小さい頃から電車の運転士になるのが夢で現在は運転士として活躍して

しております。 
 
夢は絶対にあきらめなければ叶うと信じてますので今後ともレンガ様のアド

バイスを頂ければ幸いです。 
 
正直副業は禁止な会社ですが、バレずに笑？自分を信じて行動します。 
 
長々と恐縮です、ありがとうございました。 
 
======end=========== 
 
稼いだら奥さんだまります。 

そんなもんですよ。 

 

所詮金を稼いでたら家族でさえ文句言わないんですよ。 

そんなもんです。 

 

 

======No.67======== 
 
第38話『XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX』の感想です。 
 
昔のレンガさんが、いままでの自分のことを書いているみたいで、ビックリ

しました。 
壁を穴あくまで殴ったことはないけど、よく物にあたります。 
自分病気か？と思ったこともありました。 
みんなの輪の中心にいる人がうらやましくて嫌いな、 
斜に構えた性格です。 



 
わたしも、邪魔されなければ、多分目標を100%達成させるだけの集中力は

あると思います。 
メンタル弱いから、そこだけクリアできれば、一つのことに集中する力は誰

よりもあると思うんです。 
仕事中おしゃべりしたりお菓子食べたりしないですし(関係ないか？) 
 
わたし、講座に申し込んで、 
説明読み終えて今月には取りかかるって目標を設定したのですが、 
急に忙しくなり、知らない間に5月になっていました。 
ヤバイと焦りましたが、今回のお話を糧に、 
なんとか、まずは今月までに説明を読み終えるという 
第一ステップを達成させるべく、 
頑張りたいと思います。 
 
======end=========== 
 
 
こんな感じでメールストーリーの部分、部分で、メッセージを送ってくれる人もいま

す。 

 

 

======No.68======== 
 
レンガさん 
おはようございます！ 
  
こちらこそ、いつもお返事ありがとうございます。 
  
本当に、今まで自分の何がいけないのだろうと考えてみたものの 
  
物理的な事は多いにあるんですが（行動が足りないはもちろんなのですが） 
  
解っているんですがそうじゃなくて・・・と 
根本の原因が知りたくて 
  
なぜに行動できないの？ 



最初はすごくやる気があるのに 
たった1つの自分の思いが伝えられない 
もやもや・・・ 
 
 
 
  
(※長いので中略) 
 
 
  
もう正直、「わからーん！！」?(?`^´?)? 
と、悶々している所に 
レンガさんのブログだったので 
個人的に「レンガさんって何者！！！」 
と、驚きました（笑） 
  
前々から、生き辛さを感じている自分の芯の部分に確信を得たい！という 
気持ちも大きくありましたので 
本当に、レンガさんがこのように情報を公開してくださったことに 
ひたすら感謝の気持ちです。m(_ _)m 
  
まだまだ諦めなければやれる！と 
頑張ろうと思います。 
  
  
『XXXXXXXXXXXXXXXXXXX』 
ありがとうございます。 
  
今から読ませて頂きます。 
  
取り急ぎお礼まで。 
  
XXX　m(_ _)m 
 
 
======end=========== 



 
こういう文面見ていただくとわかると思うんですが、 

ちゃんと相手のことを配慮した文面で送っていただいた場合とかは返信してることは

多いです。 

 

 

======No.69======== 
 
レンガさん、ちゃんと一人ひとりのLINEやメールに対応していて本当に凄い

ですね。 
いい意味でこんな対応をしている人にネットで出会うのは初めてで、すごく

驚いています。 
 
 
私は25才で1年間程、無職です。その前は1年半程会社員でした。今お金掻き

集めても7万程しか無く、お金が無い、安定しない生活にも疲れてきたのも

あって、転職活動を嫌々はじめてしまってるところです。 
元々自分で何かやりたいと思っているものの出来ず、でも転職もやりたくな

くて、レンガさんのブログに行き着きました。 
  
 
レンガさんのブログを読んで、やはり自動的に収入を得られる仕組みを構築

することが改めて魅力的だと感じています。 
ただ私は文書を書くのがあまり得意ではないので、できるのかなと不安もあ

ります。 
 
 
最後まで読んでいただきありがとうございます。 
いろいろ悩んでたのもあり、長々と書いてしまいました。 
あと、LINEの返信も出来てなくてごめんなさい。。 
 
======end=========== 
 
 
この人はメールで感想送ってくれた人です。 
 

 



＞ちゃんと一人ひとりのLINEやメールに対応していて本当に凄いですね。 
 
最近は文面見て返信するかどうかは決めています。 

 

 

 

レンガのメールストーリー： 

https://renga3.com/mailstory 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://renga3.com/mailstory





