
人生で大切な事はいつも 超一流の人たちから学んだ （後編） 

     約束～自分の言葉に対する誓い～ユンディ・リ 作家の森瑤子さんが

生前に著書で 「約束を守る事と、手抜きを絶対にしない事、それ以外は実にどうでもい

い事」 だと、これは “人に喜ぶことをする” をプラスすると私の人生モットーになります、

ユンディは中国生まれのピアニストで 「中国のキムタク」 と、云われた程ルックスもよく 

日本でも人気が出た、彼の写真集を出す事になり私の自宅を使わせて欲しい、という 

出版社の依頼で一通り終わった後で私はユンディに内のピアノで何か弾いてもらえませ

んかと聞くと、通訳は 「出来ません」 と、ユンディに、ここには卓球台があるんです試合

して欲しいと伝えたら 「じゃあやりましょう」 結果・私が勝ち 「ラ・カンパネラ」 をコンク

ール会場であるかのような真剣さと集中力と情熱で演奏、それだけでなく “ここはいい

ですね、母もつれてきたいです！” これが縁で彼の写真集の手伝いをする事になった。 

     意外性～とってもいい意味での 「裏切り」～ビル・クリントン 

彼とは京セラドームのイベントでゲストスピーカーとしてステージの袖で一緒となり彼に

対する大統領の概念をまるっきり覆された、物凄く 「普通」 ナチュラルな人だった。 

彼は 42代目の大統領として巨額の財政赤字を解消しただけでなく 2千億ドル以上もの

財政黒字達成した凄い人という感じでしたが目の前の彼は威圧感が一切なく終始穏や

かな笑顔で親しみやすく話しやすい印象でした。 

フォード元大統領とも帝国ホテルで食事をする機会があり私が 「子供の頃から大統領

になりたかったのですか？」 と聞くと 「実はメジャーリーガーになりたかった」 と笑顔で

話してくれ、これも又、素敵な意外性でした。 

     おおらかさ～「気にしない」 人の強さ～ディオンヌ・ワーウイック 

思い切って 「気にしない」 事を選択してみると世界がガラリと変わります。ヒット曲も多

いアメリカの歌手で、或る時に私の友人が企画したディナショーに呼び私は大乗り気で

参加、彼女が付けていたネックレスがとても素敵で私は何気なく見知らぬ隣席の人に 

“あのネックレス凄いね” と話しかけると 「私がデザインしたんですよ」 ビックリ、彼は幾

つも賞をとっているジュエリーデザイナーで彼女の為に特別デザインしたものだと言う事

でした、私は彼に 「凄く素敵なので私にも作って」 と言ったがあっさりと 「彼女の為の 

デザインなので」 と断られた、しかし私はデザインの素晴らしさ感動を伝え彼女に会う

機会はないからと押し切って作ってもらった。ある時にイタリアのレストランでエンター 

テイメントの夕食中にディオンがゲストで私のネックレスに気が付いて 「あら！」 と言う

顔をして 「ほら、これ！」 と私に見せ、ショーの後で楽屋に呼ばれ 「同じものを作ってく

れたのね、嬉しいわ！」 と、あのネックレスは私のお守りのようになっています。 

                                           P １ 



     ワイン～楽しい時間のパートナー～ディビット・ピアソン 

カルフォルニアの 「オーパス・ワン」 は世界最高峰のワインで特に好きです。 

余りのおいしさに目が覚めるくらいで、ここぞという時に開けて飲む私のとっておきです。 

このワイナリーを訪れて 「CEOに・その大成功の秘密を聞くと“ぶどうを育てる人、ワイン

を醸造する人、出来上がったワインを売る人、買ってくれる業者の人、そしてワインを飲

む人迄最高のチームを作る事が最高の品質を生み出す事に繋がる”」 と。 

     可能性～期待とともに想い描く未来～スカイラ―・グレイ 

彼女は 17歳でユニバーサルミュージックと契約して 12年も売れっ子なのに一切気取っ

たり偉そうだったりという事がありません、自然体でシンプル・彼女の自宅にも招待された 

日本が好きで茶道にも興味があり私の自宅で薄茶をたててご馳走したら喜んでくれて

お礼にと鶴を折ってくれた、又ソチ五輪のスノーボード・スロースタイルの金メダリストにも

紹介され彼も自然体で気さくで気が合った。 

     おもてなし～“また来たい” と思える時間と空間の贈り物～松久信幸 

ノブさんと呼んで彼は世界中にレストラン 「NOBU」 を展開する素晴らしい料理人であ

り経営者、高校を卒業し東京の寿司屋で修業、その後ペルーに渡り日本食レストランを

開業と、とんでもないガッツのある人、ビバリーヒルズでレストラン開店して店の常連客

のロバート・デ・ニーロから共同経営の誘いを受けてニューヨークにもオープンした、更

にジョルジオ・アルマーニとの共同経営でイタリアのミラノにもオープン。ある時ロスの店

に入ったとたんに飾られているジェフ・ハミルトンのジャケットが目についた、ノブさんの

為に特別に作られたもので私はずっとジェフに作ってもらいたいと思っていたので奥様

の洋子さんに聞くと、その場で電話してくれて、それからジェフと親しくなった、ノブさんの

店はどの国のどんな人でも食べやすい 「新しい和食」 です、又ノブさんのおもてなし 

は人を繋げる、つまりお客さん同士を仲良くさせてしまうのです。 

私もケニー・Gやロバート・デニールやジャッキー・チェン等を紹介していただいた。 

NOBUのお客さんは料理と共に 「おもてなし」 の気持ちを味わいに行く、又来たいと 

     律義さ～ズーっと忘れない、ということ～ギー・ラリペルテ 

カナダの大道芸人で実業家 「シルク・ドゥ・ソレイユ」 の創設者と初めて雑誌で対談し

たときに私が来ているジェフ・ハミルトンのジャケットを見て 「自分のを作って貰うのが私

の夢です！」 と、私は違う柄のジェフのジャケットを家から持っていてギーにプレゼント

した時の様子は・・・こんな出会いで対談は盛り上がった、ギーから毎年私の誕生日には

凝りに凝ったバースディカードが送られて、或る時はジェフのジャケットも送られてきた。 

     学び 自分にはなかったものを得る喜び～カルロス・モア     P ２ 



私はビジネスを始めてからズーと “誰にでもできる事だから難しく考えないで大丈夫、

私が最初にやって見せますから、その通りやればあなたも出来ますよ” という感じです。 

過去に一度、自分にできないと思う事をホテルの支配人に依頼 ～ATP でランキング  

1 位を取ったことのあるカルロス・モアがいる事を知って 「モアと食事をしたいので私が

誘っている」 と、支配人は少し戸惑っていたがそれはモアが決める事ですと押切った、

何と食事が出来て楽しい時間が過ごせた、私はこれが逆の立場だったら 「NO」 でした 

なぜ私の誘いを受けたかと聞くと 「支配人が言ってくるからちゃんとした人で世界一の

人に会ってみたい」 と思った！と。 

     チャリティ 誰かの役に立つという事～ジャッキー・チェン 

人は誰でも誰かの役に立つことが出来る、これは私がズーと信じてきた事です。 

「NOB」のオーナーであるノブさんから北京に店をオープンするのでと、そのパーティに

行ってノブと共同経営者のジャッキーを紹介していただいた、あの東日本大震災直後

でおりしもジャッキーの誕生日で彼は震災について触れ集まった人たちに寄付を呼び

掛けて共同経営者として個人としても何千万円と寄付していた、私は感動して自分の

チャリティに対するスタンスがまだまだ甘い、出来る事を本気でやらないと駄目だと思っ

た、彼のことはこの日を境に偉大なアクションスターから “心の底から尊敬に値する  

スター” になった。 

     仕事、好きで仕方がなく、楽しみながら結果が付いてくるもの～ 

ディエリー・ナタフ～私の上をいくのではないかと言う人に出会った、彼はゼニスという 

超高級時計メーカーの社長ナタフ、六本木のグランドハイアット東京で私のビジネスイ

ベントの後でパーティを一番広い部屋を予約しようとして先客があり別の部屋を予約し

た、先約はゼニスの VIP 用ショールームの通訳で、そのことをナタフ氏に何気なく言っ

たらナタフ氏から 「そのショーを見に行きたい」 と連絡があり、ナタフ氏は私を部屋に

呼んで 「私が先に予約して済みません」 と言ってゼニスの時計をポンとくれた、こんな

にも高級なものをと断ったが是非にあなたに付けてもらいたいと熱心に云われ有難くい

ただいた、皆で食事する時に彼はゼニスの最新モデルをずらりと並べ皆さんに今年の

モデルでお似合いではないかと思うと言って 1 つずつ勧められた、みんな良く似合って

いて素敵なものばかりであっと言う間に 5ヶ売れた、瞬時に空気を読んで似合うものを勧

めて買った人が “こんなものを欲しかった” とさえ言わせる社長の手腕、この人は根っ

からのセールスマンで自分の会社の商品が大好きなんだ、と本当に感心しました  

“人に喜ばれるものを売っている” とのプライドは見ていて気持ちがいい。 

     ファッション 自分を表す “スタイル” を持つ楽しさ～トム・ブラウン 

ファッションは “自分はこういう人間です” という事も表しているのです。      P ３ 



ゲーテも云っているように “疎かにせず、でも力を入れ過ぎず自分らしさを楽しむ” の

がファッションです、仲間達とベニスでトムに会い一緒に写真を撮ってもらった、ニュー

ヨークのトムの家に行き、特別に仕立てて貰っていて彼が勧めてくれる服はいつも私の

想像を超え人生の新しい扉が開く様でファッションっていいなと思う瞬間です。 

あなたも是非自分のスタイルを見つけてはいかがでしょうか。 

     プロ意識 “自分ならそれが出来る” というプライド～ 

ピエール・ガニェ―ル～彼の作る料理はフランス料理というより “ガニェ―ル料理” と

いう感じで独創的なメニューを見るだけでワクワクしたものです、或る時上野の東京国

立博物館を借り切って私のバースデイ・パーティをする企画があり名画をゆっくり鑑賞し

ていただいた後で着席ディナーをガニェ―ル氏に手掛けていただき、結果は勿論大成

功・大満足で、ご機嫌、この企画の難しい点は調理に火が使えず完璧な下ごしらえと、

必要最底限の電気器具などで彼は見事にお店でいただくのと何らそん色のない、それ

以上の料理の出来でした、どんな困難な局面でも 「どうしたらできるか」 を考えて遂行

するプロの道を私も歩いていきたい。 

     自由 ～なにものにも縛られず自分流を貫ける強さ～アンドレ・アガシ 

私の一生涯のモットーに最も近いのは “感謝・本気それと自由” が、トップ “３” かと、 

私の自由とは “全てを自分で決めることが出来る事” 私は本当に今、自由に生活して

いると言えます、この自由は 「責任」 とセットになっています、自由の対価は高いです。 

アガシは現役時代世界一に輝いたキャリア・グランドスラムとオリンピックシングルス金

メダルと ATP ツアーファイナルチャンピオンシップ優勝の３冠を達成している唯一の 

プレーヤーですがそれ以上にマナーが厳しい時代のテニス界でジーンズの短パンと 

派手な色のシャツ、ライオンの様な長い髪の毛にパンダナ・あまりにも自由で衝撃的で

当時の彼は 「異端児」 と呼ばれていた、しかし選手として素晴らしい成績を残し人には 

迷惑をかけることがなかった、彼と食事をする機会があり、実に素直でサービス精神が

旺盛で一緒にいてとても楽しい人でした。 

     こだわり 「これだけは譲れない」 ものを 「譲らない」 勇気～ 

桜井博志～“獺祭” と言う日本酒は山口県の旭酒造が蔵元で余りの人気でプレミアム

もついていて飲みたくても飲めない事も 「米を 2 割 3 分」 という極限まで磨くやり方は

画期的であり、この蔵元の究極のこだわりを表しています。 

或るコンサートの帰りにエレベーターに乗ろうとして 「中島さんですね」 と見知らぬ紳士

から声をかけられた 「獺祭を作っている旭酒造の桜井と申します」 と言われ以前雑誌

に中島さんの素晴らしいお宅が載っていて覚えていましたと、次の日に私の家でお食事

をご一緒してとても喜んでいただいた、その次の日に逗子の別荘で友人と     P ４ 



一緒に行ったお店の前で何と桜井社長と又お会いしてお互いにビックリし乍らご一緒に

食事してこれこそ “ご縁がある” と言うのでしょう、以降とても親しくさせて頂いています。 

     素直さ 余計な事に囚われない、真っすぐな心～ 

アテネオリンピック体操男子代表～私のゆるぎない経験則 「素直な人が成功の近道

を通りやすい」 と思います。男子体操代表の鹿島丈博選手と少しお付き合いがあり  

日本を出発する前に 「5 つのメッセージ」 を書いて試合の前に必ず読んで欲しいと彼

に渡したら試合の前どころかアテネについてから試合の合間に何度も読み他の選手達

にも読むことを勧め毎日読んでいたそうです。 ①金メダルの事は忘れる事   ②世界

からきて下さる観客に感謝する事  ③美しい体操をしている姿をイメージする事    

④器具に向かって “ありがとう” という ⑤自分を育ててくれた両親・コーチに感謝する 

～チームはめでたく団体で金メダルを取りましたが、私は普段通りの演技が出来る事が

大事だとこのメッセージを書き、素直な彼等は余分な事は一切考えずに読んで納得し

てこれを実行したのです。“トイレを掃除すると運気が上がる” も納得してすぐ実行する

方が、明らかに運気が上がるでしょう。 

     品格～誇りと責任の美しい対価～ハウスブルグ家の方々 

オーストリアのウイーン近くにシェーンブルン宮殿（広大な庭のある世界遺産）ここで   

する展開は初めてでした、そして室内楽の演奏が行われ感銘を受け、本物の 「品」 と

「格」 が感じられ生まれて初めての体験でした。 帰国後は毎月自宅でクラッシックの

ホームコンサートのようなものを開くようになり皆さんにとても好評です。 

日々いろんな人に会えて自分の世界が広がる事に改めて感謝したくなります。 

     教育～親が子に残せる一生の財産～中島松代 

私が強く影響を受けているのが母の松代です、教育熱心ではなく姉二人と分け隔てな

く商売で忙しいながら愛情をたっぷり注いで育てつつ、しかし勉強については全くうるさく

なかった、私の知能指数は学内で一番高い位でしたが成績はビリから数えた方が早い

位苦痛でした、学校で三者面談があり担任から私の知能指数と成績の話になり 「何と

かならないでしょうか」 という先生に母はニコニコしながら何か毅然として 「すみません

先生、この子には社会に出てからつじつまを合わさせますから」 と言った、そんな母に 

“嬉しい！ありがとう！” という気持ちになったことを今も覚えています。 

それで私は人を見る時に先入観はありません、本当の教育とは学校の成績の良し悪し

を気にするのではなく子供が世間と折り合いをつけ乍ら一人で何をやってもきちんと生

きていける 知識と経験と考え方を身に着けさせることではないかと思います。 

     運 ～前を向いて進む人を守ってくれるもの～           P ５ 



ジェイ・ヴァンアンデル～運とは・あなたが本気になって頑張ったり、初心にも戻ったり、

心の底から感謝したりするときに “そっと力を貸してくれるものです” アムウエイの共同

創業者ジェイは 「静」 の人、リッチ・デヴォスは 「動」 の人でハキハキと歯切れのよい

スピーチで人の心に火をつける、ジェイは穏やかで淡々と静かに深くしみいるスピーチ

で “星に手が届かないのが恥ずかしい事ではなく星すら見つけることが出来なかった

事が恥ずかしいのである” と、これは夢を持つことの大切さでありジェイは 「人が歩い

ている時に全力で走りなさい」 と、それを聞いて私は全力で走り今日の自分があると思

います、ジェイは運に愛されている人でそれは 「周りの人を大切にして他人の幸せの為

に、いつも心を砕いている」 から、そういう人に運は見方するのだと思います。 

     愛 ～これ・なくしては立ち行かない、あらゆるものの基本～ 

リッチ・デヴォス “愛” とは “何かを、誰かを大事に思う事、自分からできる事をやって

あげたいと惜しみなく思う事、見返りを求めずただ役に立ちたいと思う心かもしれません” 

リッチは自分の周りの全ての人に頭でなく心で分からせてくれる人です、全ての人が 

“やればできる” という事を 100％信じているから言われたら信じてやった結果は頑張っ

た成果が出て成功してしまうのです。私がクラウンアンバサダーDD という業績を達成し

そのピンをなくした時にリッチはもう一つ渡してくれました、その後ピンが出てきて返そうと

したら 「いらない」 「でも？」 “じゃあもう一回達成すれば” と、言われて・私はもう 1 度

達成して世界でたった一人のダブル取得者となった、私の父が亡くなった時に私に対し 

“素晴らしい方でした、私が今日から養父になります” と、云ってくれました。 

（ おわりに ）37 組の方々を紹介しましたが本当はこの中に入れたかった方がいます、

マイケル・ジャクソンです。マイケルと最初すれ違いに彼の定宿部屋に私が泊っていて

予定より 1 日早く着いた彼が支配人を通じて 「別の部屋に移って欲しい、部屋代は 1

泊余分にプレゼント します」 と、黙っているとマイケルから 「お礼にコンサートにご招

待して一緒に写真を撮り、サイン入り CD もプレゼントします」 と、云われたが既に友人

を招いていることもあり断った、この事は私の数少ない 「一生の後悔」 の一つです、次

は数年後に泊まったホテルで斜め前のドアが開いていて美しい声のハミングが聞こえて

きたので 客室係の人と思い 「後で私の部屋も掃除して・・・」 と入って行ったら目の前

はなんと マイケル・ジャクソンでした。マイケルの右腕となって 「This Is Itツアー」 の

ショーを作り上げたトラヴィスペインと親しくなり、彼からマイケルが履く事になっていた靴

と同じ物をもう一足を私の為に作ってくれて身に余る光栄だった 「This Is It」 の意味

は “これで最後ですよ” と “さあ！いよいよだ、今正に大事なチャレンジに向かう時” 

そんな感じです、この言葉は今本書を読み超一流の人達のエピソードを読みそこから

得た何かを自分の人生に活かそうと思ってくれる貴方にぴったりの言葉ではないでしょう

か！？自分以外の誰かを変えようとしない生き方が出来れば全ては良い方向に向かい

ます。超一流に辿り着いた貴方と出会える機会を私は心待ちにしています～ 中島薫 


