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はやぶさ 第８７号 ２０１4年０６月２７日(金） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

発行責任者： 一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

       理事長 平本 靖夫 

       （Captain 平本：（株）I&C・HosBiz センター） 

編集責任者： 理事 石川 昌平 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

一般社団法人 経営特訓士協会 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

メルマガ「はやぶさ」 第８７回目の発信です、８回シリーズの第３回です。 

  

著者：（株）Ｉ＆Ｃ・ＨｏｓＢｉｚセンター 

                       Ｃａｐｔａｉｎ 平本 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

タイトル：グランドデザインにならいて  

理念経営＝人本位（ひとほんい）経営 をすすめる 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 本題 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第３回 理念経営＝人本位（ひとほんい）経営 をすすめる・・その（２） 

 

◆前号で述べた「清富」の言葉を、私なりに定義して、言葉の理念を解説 

したいと思います。｢清富｣の反対語は「清貧」ではなく、「資本主義的 

拝金主義」なのです。この点を少し詳しく触れたいのですが、限りがあり 

ますので、ポイントのみを述べたいと思います。 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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 格言で云えば「金は天下の回りもの」与えた者に回帰する・原則がある 

のですね・・ 

 高い理念ほど、その原点回帰は一生モノなのだと観じています。 

 

◆「清富」は、富が必要とする所に、必要な時に循環する「キャッシュ・ 

フロ－」のことなのだと気がついたのです。ただし、今と云う時代において 

ですが・・・ 

現実の経済・経営活動の中でどのように実戦するのか？ その回答がない 

ままに、この修羅場の世開で、今まではどのように考働し、生きれば良い 

のかの指針（行動理念）が揺らいでいたのだと思います。 

 

 今こそ「清富」を心に刻んで、「世のため・人のため」の経営をすすめ 

ましょう。 

 いずれ詳しく述べたいと思っています。・・多分、本に書きますので・・・ 

 

◆「清富」を地球における「水」の循環に例えて述べて見たいと思います。 

 「水」の多くは宇宙からもたらせたと、考えられています。 

それは、地球の水を生み出す能力での計算では、うまく説明できないから 

なのです。 

 

◆水は「液体」として、河や湖や海に存在します。地下水でも存在しますが､ 

希少なのです。 

そして、「気体」となり、蒸気となり雲に、湿気となり空気中に漂う。 

そして、雨となり雪となり雹等となって、地上にそそぎ、川となり海に向かう。 

川でも、海でも氷｢固体｣となって温度の調整とミネラルを運んで、溶けて 

｢水｣となり生命をはぐくんでいます。 

この水の循環（液体・気体・固体）を阻害したり断絶すれば、生命の循環 

は滞る事になるのです。 

そして、両極の深層海流と七つの海の海流（これなくば､海は死に地球も 

死に至ります）の存在を大いなる力と観じています・・・ 

 

◆「富」も同じように循環しているのですから、この循環を妨げたり、止め 

れば、経済活動は腐敗から破壊・消滅に及ぶのがグランドデザインなの 

です。 

そのほとんどの原因は､私欲「吾のみ良し」とする､利殖や投機であり、 

我欲なのだと観じています。                   
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こうした行為は、持続出来ない事は絶対であることを歴史が証明して 

います。詳しくは、いずれにて・・・・ 

 

＊理念経営はこの原点回帰を、地域における経済活動をとおしながら、 

家庭や地域活動の中で実践して「世のため・人のため」になる企業・ 

団体・個人になることをめざしています。 

 

◆理念経営がめざすこと（１）・・・今起きている、事件的多くの事柄の中で・・ 

人間らしい生き生きとした地域活動とは、 

1）一人一人の個性が生かされ、働きがい、生きがいの自己実現 

2）地域コミュニティ内の社会問題（環境・雇用・介護等）の解決 

3）地域サイズに適合した、新たな経済基盤の構築と社会参加機会の創出・ 

自立的運営の維持・・・・・・・地産地消が基本なのですが・・・・ 

4）特長ある地域文化の継承や新たなる文化の創造 

  

であると鳩ヶ谷の街おこしと、１１０３１１の復興支援の経験を通過し､ 

今年のブラジルでのサッカーの W杯を観戦して感じています。 

民族の違いではなく、「ワンネス」が基本なのだと・・・ 

こうした価値感（美意識）を持つと、他人の目や金銭や資産の貧富のみ 

に心がとどまらず、質素であるが品性ある人格、物を大切にする、お互い 

の生活への思いやり等が生まれ、ライフスタイルがかわってしまうことで 

しょう。 

 

今、自分にとって「かけがえがない」と思っていることが実はそうでは 

なく、鎧を着て水にはまって溺れているごとく、地位、肩書、名誉、財産、 

自分への風聞や評価によって自分をガンガラ締めにして、身動き出来ない 

ような生き方をしているのが、大半の人達と多くの人々と交流しながら 

感じて憐れを観じますが、全ては自己責任なのです。 

  

◆項目毎の解説は、次回に譲りますので､お楽しみに・・・ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆DVD「経営特くんゲームのすすめ方」と小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を 

プレゼントします。下記よりお申し込みください。 
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アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆5時間コース(トライアルゲーム)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

「初回体験受講」の場合はテキスト代 1,000円） 

特典として （１）小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を差し上げます。 

 

＊毎回、熱心な皆さんが参加されています。繰り返し参加される事によって、経営力が 

パワーアップされています。 

トライアルゲームを一度経験された方の再受講も歓迎します。 

再受講の費用は別途お問い合わせください。 

二度、三度と経験を積まれることをおすすめします。 

 

１）７月２６日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

  ご案内は以下に掲載しています。 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_50.pdf 

 

２）８月２３日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

  ご案内は以下に掲載しています。 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_51.pdf 

 

３）９月２７日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

  ご案内は以下に掲載しています。 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_50.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_51.pdf


 5 / 8 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_55.pdf 

 

４）１０月１８日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

  ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_57.pdf 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

＊第９回の認定講座は、 

 

９月６日（土）、７（日） 10：00～18：30  「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

ご案内は近日中に掲載します。 

 

1日コースとの組み合わせで、２日間の履修とすることもできますので、ご相談くだ

さい。 

 

※第１０回の認定講座は、仙台にて合宿研修方式で行います。 

 

 日時は１０月１２日（日）、１３日（月）です。東北地方の方は、ご予定ください。 

 合宿会場は「茂庭荘」を予定しています。詳しくは、のちほどＨＰにてご案内します。 

 

◆インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

 第５回 ｢経営特訓士インストラクター認定講座｣は、 

 

７月５日（土） 10：00～18：30    「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_55.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_57.pdf
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詳細なご案内は、以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_52.pdf 

 

認定インストラクターは、現在１９名ですが、資格を持ちながら、ＨＰ上に未掲載 

の方もおられます。 

７月５日（土）を予定しておりますので、該当者はご確認ください。また、事務局 

からご案内申し上げます。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php 

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

  http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆プレゼントのお知らせ 

    

「人生に五計あり」の保存版を作りましたので、ご希望の方は、 

 

  happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

でお申込みください。 

折り返し、メールにて送付させていただきます。 

 

◆お知らせ 

HosBizSOMAC クラウド型中小企業育成経営支援メソッド ネットワーク構想 

の発表会（プレゼン）を開催いたします。 

・対象者：中小企業経営者、メンター、育成経営支援家、ネットワークシステム 

     提供者（HosBiz 会員限定） 

・日時：２０１４年７月２３日（水） 15：30～19：00 その後、名刺交換会、 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_52.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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懇親会あり。 

・会場：北区 北とぴあ ＪＲ王子駅～徒歩 2分、東京メトロ南北線 王子駅直結 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆編集後記 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

「はやぶさ」の第８７号を発行しました。 

本号の編集後記は、編集責任者の石川が執筆しました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

・今回の編集後記は、いささか趣を変えて、妻から得たヒントをもとに書きました。 

 目下、つゆ時の真最中で、本来は、しとしと雨で、内外をうるおすはずですが、まるで 

 台風がきたかのような雷と激しい雨が降ったかと思うと、突然止んで薄日がさしたり 

天候不順が続いています。 

 しかしながら、草花は元気で、我が家のあじさいは、例年通り大輪の花が咲き誇り、 

また、びわの木には多くの実がなり、おいしくいただき我々にやすらぎをもたらし 

ました。 

日々の暮らしの中のこのような小さなことに、喜びや幸せを感じるこのごろです。 

皆さまは、何に喜びや幸せを感じるでしょうか？ 

 

・７月６－８日は、鶯谷駅近くの入谷鬼子母神で朝顔市が、９－１０日は浅草で 

ほうずき市が開かれます。お時間がありましたら、お出かけください 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただきますと、発信する勇気と力が 

湧いてきますので、皆様からのメールを心待ちしております。よろしくお願いします。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net

