


こんにちは、ぺんこと申します☆ 

わたしはこのレポートを書いている時点で 
4歳、6歳の娘を持つ38歳看護師ワーママです。 

現在副業として、 
ネット上に「仕組み」を作って 
自動的に収益を上げる 
ネットビジネスをしています。 

こちらのレポートでは 
わたしのこれまでの残念な金銭感覚に関する 
エピソードを振り返りつつ、 

なんで安定している医療職かつ 
多忙なワーキングマザーなのに 



副業、 
しかもネットビジネスなんてやっているのか？ 

というお話をしていきたいと思います。 

フランクにまとめていきますので 
リラックスして読んでいただけたらと思います。 

では、はじめます♪ 



【金銭感覚がもともとザル】 

経済的にとても裕福とは言えない 
家庭に育ちましたが、 

「学生の本分は勉強」という両親のもとで 
必要なものは必要な分だけ 
買ってもらっていました。 

小中高専門と公立の学校に通ったので 
親に学費の面では助かったと 
言われたことがあります。 
（他の面では多大な心配をかけてます） 

年子の弟がいて 
彼は一浪して私立大学に入ったので 
親はそっちにお金をかけることに必死でしたね。 

わたしも勤めはじめてからは学費の工面を 



手伝いました。 

90年代の女子高生でしたので 
ピッチとか、MDプレイヤーが欲しくなります。 

そういう娯楽の部分はもちろん 
自分でバイトでもしなさいと言われていました。 

もともとズボラで、アルバイトに憧れなんて 
ありませんでした。 

めんどくさいな…と思いつつ 

選んだ初めてのバイト先は銀座の吉○家。 

友達に誘われて断りきれず。 



まぁ定期の範囲で通えるし 
高校生のバイトにしては時給が高かったから 
いいかなと思ったのですが 

まかないが牛丼並盛りで太るし、 

吉○家は食券がないから 
注文を頭の中で覚えないといけないのに 
賢くないので覚えられず 

最終的にホールの先輩が、 
お客さんの注文の声を聞いて 
わたしがとってきた注文を通す前に 
丼に肉を盛るというスキルを身につけたことで 

自分がいる意味を見出せなくなったので 
１年たたず辞めました。 

（友達と「地獄耳」ってあだ名をつけてました） 



（友達は高３になるまで吉○家続けててすごかっ
た） 

試食販売やハンバーガー屋のバイトも 
経験しましたが 
そもそも人づきあいが苦手なのに 
目上の人と喋るのなんて不得意中の不得意。 

表情が固くて愛想笑いできない。 
態度も良くない。 
気が利かなくて指示まち。 
ちょっと嫌なことがあるとすぐ当日欠勤。 

という 
ぐっだぐだの甘ちゃん女子高生だったので 
どこも長くは勤められません。 

苦労して働いて得たお給料にも 
感謝の気持ちはなくって 



お金が入ると即使う、計画性のなさでした。 

【初任給の衝撃】 

国家試験に合格して 
今も勤めている地元の総合病院に就職して 

初めてのお給料日のことは今でも覚えています。 

4月15日のこと。 

休憩室でドキドキしながら明細を開けると・・・ 

15万円！ 



目玉が飛び出すほど驚きました。 

この15日間でわたしがやっていたことと言ったら 

集合研修を受けたり 
希望じゃない外科配属で憂鬱になりながら 
病棟でまごまごしてたくらい。 

世の中に何にも貢献してないのに 
こんなにお金がもらえた！ 

日給1万円！ 
就職するってすごい！ 

この頃はまだ実家にお世話になってたので 

初任給は両親に少し渡して 
ちょっと貯金して 



何か欲しいものを買ったと思います。 

【楽しい浪費の日々】 

夜勤明けで空が晴れてるとすっごく清々しくって 
なんでもできるような気になるんですよ。 

当時はまだ3交代勤務だったので 

8時～17時まで日勤をして 
残業ちょっとして18時過ぎに自宅へ帰って 
ご飯を食べて 

お風呂に入って仮眠して 
23時くらいに起きてまた職場へ向かって 
1時から9時まで働いてました。 



夜勤中の休憩はひとり1時間。 

もちろん睡眠は取れないので 
寝不足の頭でフラフラしながら朝を迎えます。 

でも、特に晴れてる冬の夜勤明けなんて 
空気が澄んでてキラキラして 
深呼吸すると胸の中がツンと冷たくて 
疲れてるけど心地いい。 

開放感で幸せな気持ちになってました。 

今思うと疲れてハイになってるだけだけど 
まだ20代前半で元気いっぱいだったし 

帰って寝るだけなんてもったいない！って 
そのまま電車乗って新宿行ったりしてました。 



で、そういう夜勤明けは 
財布がガバガバになるのです。 

表紙が気に入った漫画を全巻買い 
ショッピングモールで服を一度に10万円分購入 
風呂敷何枚も買う 
文房具一気買い 

なんか変な浪費の仕方をしてました。 

恐ろしいことに、いま残っているものは 
何にもありません。 

長く使えるものや 
ブランド物に興味がなかったので 
ほんとに消費だけ。 



要するに仕事のストレスを 
買い物で解消してたのかな 
って思います。 

当時は買ったら心が満たされるし 
クレジットカードを持っていなかったので 
いつもニコニコ現金払い。 

毎月のお給料から少しは先取り貯金していたし 
実家にお金も入れてたし 

収入＞支出だったので 
誰も困ることはありません。 

24歳の頃 

職場の業務改善で勤務形態が 
二交代に変わりました。 



夜勤1回16時間労働になったけど、 
朝寝坊できるし 
行ったり帰ったりしなくていいし 

なんとなく余暇を充実して過ごせる気がして 
二交代のほうがいいなーって思ってました。 

ふらっと1人で京都に行ったり 
鎌倉に行ったり 
劇団四季のミュージカルを何度も観に行ったり 

1人の時間を楽しく過ごしていたのです。 

病院から独身者用にマンションを借り上げますよ、 
というお知らせがきて 
ノリで一人暮らしをはじめました。 



借り上げなので家賃は格安。 

同じ頃 
現在の夫となる彼氏ができて 

先取り貯金の額を増やしましたが 

同じ月に3回ディズニー行ったり 
2ヶ月に1回は新幹線に乗る旅行に行ったり 

あいかわらずの浪費っぷりで 
毎日楽しく過ごしてました。 

【お金は管理しないと減るのです】 

結婚しても、夫婦2人だけの頃は 
変わらない生活。 



はじめは賃貸マンションを借りていたのですが 
長女を妊娠したタイミングで 
職場のファミリー向け社宅に引っ越しました。 

長女が産まれて約2ヶ月 
産後休暇のときは 
職場からお給料が入るので 

毎月定期的に収入が入る 
安心感がありました。 

育児休業給付金に切り替わると 
2ヶ月に一度 
およそ1ヶ月分の給料にあたる金額が 
雇用保険から振り込まれます。 

毎月定期的に振り込まれていたら 
それなりに管理できていたのに 



間隔が開いたら管理が難しくなってきました。 

天引きの家賃は振り込みになったので 
それを抜かして 
先月可愛いって勢いで買った子ども服のカード払い 
の料金を抜かして 

そうしてたら家計はギリギリの綱渡り状態。 

でも復帰したらまた稼ぐことできるし、 
今だけだよね～って 
この頃はまじでのんきでした。 

住んでる自治体は保活の激戦区。 
入園のポイントを稼ぐために 
長女が1歳を迎えた次の月に職場復帰しました。 



社宅に住んでいるし 
院内の託児所に預けていたのもあって 

なんとなくできるかな？と 
時短は取りませんでした。 

そのおかげか次の4月に 
無事認可保育園に入園できました。 

すぐに次女がお腹に来て 
復帰後約10ヶ月で再び産休入り。 

次女が産まれて 
２才差育児に疲れ果てて 

あいかわらずお金もなかったので 



「もういっそ仕事してたい…」 
って痛切に思い 

次女の産後10ヶ月で 
外来に復帰しました。 

年度途中だったので 
次女も院内の託児所に預けます。 

長女と別園ということもあり 
今回は1時間時短勤務の申請をしました。 

院内の規則で子供が1歳になるまでの時短は 
特別休暇扱いで有給でした。 

そして次女が1歳を迎えて、はじめての給料日。 



明細を見てまた目玉が飛び出るような思いをしま
した。 

「こんなに少ないの？」 
「初任給より少ないじゃん」 

家賃と次女の保育料が 
給料天引きだったこともあって 
差し引き支給額が10万円を切っていたのです。 

こんなこと、 
これまでの社会人経験ではじめてのこと。 

『およそ時給2000円換算で、 
　実働20日間と仮定して1時間時短をとると 
　フルタイムより約4万円減りますよ』 

と総務に説明を受けてはいましたが 



改めて書面で見るとショックが隠せませんでした。 

長女はまだ２歳児クラスで保育料が高く 
次女は院内既定の保育料がなぜか相場より高くて 
二人合わせて保育料のために7万円払ってました。 

この頃はほんときつかった。 

固定費を引くと生活費が残らないので 
足りないときはボーナスで補填してました。 

なんのために働いてんの？？ 

ってまじで疑問の日々でした。 

【生活費が足りない】 



夫婦の給料から 
固定費（光熱費や夫のおこづかい、保険料）と 
先取り貯金（教育費、マイホーム貯金とか） 
を抜かすと、残りは数万円。 

ここから食費と日用品の予算を抜かすと 
あまりはほとんどなし。 

休みの日に遠出しなくなって 
外食もほとんどしなくなりました。 

近所の公園にお弁当作ってピクニック☆ 
とかもやってみたのですが 

弁当作りがズボラには辛すぎて 
お昼はコンビニでささっと買ったり 
（それでも外食するより全然安い） 



無理しすぎない範囲で 
節約した過ごし方をするようになりました。 

色々と節約方法を調べて実践もしました。 

光熱費を抑えるために電力会社を変えたり 
夫婦ともに大手携帯電話会社を解約して 
格安スマホに切り替えたり 
漫然と支払ってた月額会費の契約を切ったり。 

それでも生活はカツカツ。 

結局、翌春次女が長女と同園に 
転園できたこともあり 
時短をやめてフルタイムで働くことにしました。 

生活を見直して 



クレカを使うときはちゃんと袋に分けて 
固定費を削って 
働く時間を増やして 
毎月赤字ってことはなくなったけど 

これから子どもが大きくなると 
習い事やお小遣い、塾 
もっとお金がかかるのは目に見えてます。 

そうしたらどうするか。 

一番維持費がかかってるのが車なので 
車を手放せば毎月のガソリン代と 
定期的にかかる車検代、重量税などの 
費用が浮きます。 

そもそもうちは徒歩3分にバス停があるし 
車必須の場所に住んでないのです。 



それでも、タバコも酒もギャンブルもしない夫の 
唯一の趣味が車の運転だということ 

子どもたちがまだ小さいから 
車の移動が楽ってことで 
必要経費として残していました。 

でも近い将来 
処分するってことも考えないといけません。 

あと、手っ取り早く世帯年収を上げる方法は 
わたしが夜勤をすること。 

病棟に異動したら残業も増えるので 
比例してお給料も上がるでしょう。 

そもそも次女も小学校に上がったら 



夜勤免除の要件がなくなるので 
自動的に病棟異動の候補にあがります。 

それならそれでしかたないかなって 
先輩ナースママはみんな通ってきた道だしなって 
考えてたのですが 

でもここ最近土日のワンオペだと 
もう起き上がれないくらい 
心身ともに疲れてたんです。 

こんな体力で夜勤なんてできるのかな？ 

夜から朝わたしがいないことで 
子どもの成長に何か害があったらどうする？ 

もし子どもが登校拒否したら？ 

考えれば考えるほど不安は大きくなります。 



でもわたしには 

・支出を減らすために 
　生活の潤いを削るしかない。 

・収入を増やすために 
　労働時間を増やすしかない。 

この二択しか選択肢がなかったのです。 

そんな時「仕組み化」を利用したネットビジネス
に出会いました。 

【仕組みとの出会い】 

1年ほど前、好きで読んでたブログの管理人さんが 
ある日突然方向転換して 
ネットビジネスの話をし始めて 



「なにこれ。詐欺の勧誘？」 

って思ったのがネットビジネスという 
言葉を知ったきっかけです。 

もともと管理人さんとは 
自分と共通点がいくつかあって共感してたし 

ブログ記事からかいま見える 
人間性が好きだったので 

記事の方向性が変わっても 
気にはなってたんですよね。 

ある日そう言えばって思い出して 
Twitterで検索してみたら 



その管理人さんが 

『ネットビジネスで月収25万 
　仕事退職間近』 

と発信してたんです。 

ほんとにほんとにびっくりして！！！ 

・仕事って辞められるの！？ 
・マルチとか詐欺じゃないの！？ 
・そもそも「仕組み」ってなに！！？？ 

それから色々な方のメルマガに登録して 
ネットビジネスの仕組みを理解していったのです。 

【終わりに、でもここから始まり】 

先々のことを考えるのが苦手で 



日々消費するだけの 
どうしようもない浪費家だったわたしが 

結婚、出産というライフステージの変化を通して 
少しずつ堅実になっていき 
なんとか赤字家計を立て直すことができました。 

そもそも女性の社会進出が叫ばれている 
世の中ですが 
経済的に自立していると言われる 
資格職の看護師ですら 

ライフステージが変わると 
女性側が働き方を変えざるを得ないのです。 

これは世の中の問題というより 
女性しか子どもを産めない性という 
致し方ない部分もあるのかなと思います。 



以前のわたしには 

１．支出を減らすために生活の潤いを削る。 

２．収入を増やすために労働時間を増やす。 

この2択しか持っていませんでした。 

今は第3の選択肢 

３．仕組みを使って時間もお金も両方手に入れる。 

その方法を知ることができました。 

生活の何かを我慢したり、削ったり 
はたまた働く時間を増やして収入を増やすやり方は 
心と体をすり減らします。 



これまでのわたしは気づかなかったけど 
「時間」というのは「命」のことで 

時間の対価にお金を得るというのは 
文字通り命を削っているのと同義なんですね。 

命を削って夜勤して 
子どものために自分自身の楽しみを減らして 
その先、幸せな未来は待っているのでしょうか？ 

でも「仕組み化」を使ったネットビジネスならば 
時間もお金も両方手に入れることができるのです。 

この働き方を知ったわたしは 
自分の理想の未来を想像して 
ワクワクしながら働いています♡ 



また独身の頃のようにふらっと京都に行ったり 
好きな時にミュージカルを好きなだけ観に行ける 
生活が戻ってくるかなって 
楽しみな気持ちでいっぱいです♡ 

「仕組み化」を使ったネットビジネスとは 
どういうことか 
簡単に説明すると 

個人がインターネット上のツールを使って 
商品が自動的に売れる仕組みを作る 

ということです。 

意味がわかんない、 
もっと知りたい！ 
って興味を持っていただいた方は 

特典②の「かんたん仕組み化セミナー」を 



引き続きお読みくださると 
「仕組み化」の基礎が学べます♪ 

またお会いできるのを楽しみにしています！ 

それでは、ぺんこでした(*^_^*) 


