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何かしら物事が決まってないとき、いきなり、地方のことを書いている本や雑誌に手を出して

しまうのですが、間違いなく、よけいに「迷い」ます（笑）。器用にできる、なんでも要領良くやっ

てしまう人ほど迷いやすく、

です。逆に「私、これしかできない！」という人は迷いが少ないです。それはおおよそ“やりたい

こととやれること”が一致しているからです。

つまり、移住創業になかなか踏み出せない人の多くは、「やりたいこととやれることが一致し

ていない」ので悩むのです。
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