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はやぶさ 第８８号 ２０１4年０７月０４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８８回目の発信です、８回シリーズの第４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４回 理念経営＝人本位（ひとほんい）経営 をすすめる・・その（３） 

 

８７号で、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・ 

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

 

と述べました。項目毎に解説いたします。 

 

１）は、人間は一人一人の違いを認め合い、個性的に生きた時こそ充実感を 

味わうことが出来るように創られているのです。そして、出番が与え 

られてその成した行為や仕事が、人々に役立っていると感じた時、 

幸福感に包まれ生きる力に変わるのです。 

 

２）は、私たちの生活は、車社会による生活行動、一億総サラリーマン化で 

地域のコミュニティや自治は破壊され、市民の意識に「お上たより」が 

すっかりシミついてしまい、介護やゴミや水の汚染、躾等本来は個人や 

家庭や地区単位で行われてきたことが、全て行政や学校、企業依存が 

あたりまえの社会風潮となっています。 

私たちの心から「お上たより」を消さないかぎり、自立も自己責任も 

なく、小さな政府や行政機関は実現しないでしょう。 

 

私たち自からが目覚めて、自分の仕事の意味や新しい人間関係の創生に 

取組んで、新しい創造活動の場を築きながら、子育てを卒業して老後を 

楽しむのがこれからのライフスタイルに変わってくるだろうと思って 

います。（人生に五計ありを参照） 

 

そして、行政（お上）は責任を持って雇用を創出したことは、歴史的に 

一度もなく苦役や戦争という形で、個性や家庭を破壊するのみでは 

なかったでしょうか。 

したがって雇用の創出は民間の元気な経営者、起業家が身の丈に会った 

ビジネスサイズで、地域の内で新しい人間関係と商流を創り出しながら、 

環境にもやさしく人にやさしいビジネスをすすめることが、コミュニティ・ 

ビジネスであります。 

 

理念経営では更にその考えを進めて、コミュニティ・ビジネスを連携させ、 

相互のかかわり合いによりビジネス目的達成の確実性を高めるとともに、 

参画する人々の幸福感が高まることをめざしています。 

 

３）は、地域の経済活動を破壊しないような経済基盤づくりのことです。 

ロードサイドの大型店やショッピングモールに依存した街づくりや企業 
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城下町では、その地域の繁盛の命運はその進出企業に依存しており、 

撤退や縮小により雇用は失われ、街はさびれてしまうスクラップ＆ 

ビルドが日本のあちらこちらで起きています。その結果、所得格差は 

拡大して貧困の連鎖が始まるのです、                        

 

そして、利益（獲物のみ）を求めて狩りを続ける拠点展開や、焼畑農業 

のように自然の回復力以上の就縛を続けてしているのです。 

自分たちの存続基盤を壊しながら・・・ 

 

これが今、地球規模で進行中であり、自然破壊とデフレの元凶になって 

いると私は感じていますがいかがでしょうか。 

                            

地域に根をおろし、生活の営み新しい人間関係や地域文化を創りながら 

生活することが真の豊かなライフスタイルであり、グランドデザイナー 

が望んでいることなのであります。 

 

４）は、個性的なライフスタイルの人たちによって創り出される、その地域 

独特の個性的な文化活動をさしています。地域のコミュニティ誌 

（インターネット・ケーブル TV 等も含めて）や絵画・書・写真・音楽・ 

演劇・花づくり・生ゴミリサイクル等々自己表現と自己実現のチャンス 

があるのが住みやすい街であり、人と人が知り合える（交流が盛んな） 

街や村落が地域に活力を与えてくれると信じています。 

 

吾が鳩ヶ谷はまだ地域コミュニティが残っているので、大事にして子々 

孫々に繋いで行きたいと念じています。                             

 

これからは､農業を核とした地域活動が主流になる時が来るでしょう。 

都市は大地震のリスクをかかえて、食料や水の確保が課題になり初めて 

いるからです。 

そうした視点での活動が HosBiz（人と地球にやさしい経済活動）であり、 

人本位経営でありネットワーク造りが､HosBizSOMAC なのであります。 

 

次号８９号は、１０年後からのアプローチを解説いたします。 

 

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

◆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。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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◆「トライアルゲーム」・「マスター100」（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。 

 

 ■「マスター100」は、テキスト代込み 2,500 円 

  2回目以降の受講希望者が対象です。5時間で 2 ゲームを体験します。 

このコースを 20回受講すれば「認定経営特訓士」として登録いたします。 

 

 ・両コースとも、同日開催いたします。 

  HPをご高覧いただき、「トライアルゲーム」「マスター100」のうち、 

どちらを受講希望するかを申し込みください。 

 

★ 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ことによって、 

「経営力」がパワーアップされますとともに、「コミュニケーション力」も 

体得できます。 

 

・トライアルゲームを一度経験された方は、「認定経営特訓士」へのステップアップ 

コース「マスター100」コースの受講をお勧めします。 

受講料は 2回目から、資料代込み 2,500 円（税込）、20回受講で「認定経営 

特訓士」として登録されます。 

 

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。 

「トライアルゲーム」  

「マスター100」      http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.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。 

「トライアルゲーム」  

「マスター100」      http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_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 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.pdf
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 ご案内は以下に掲載しています。 

「トライアルゲーム」  

「マスター100」      http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.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。 

「トライアルゲーム」  

「マスター100     http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.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/mis7231pdf_1_51.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.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 

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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     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、 

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８８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。 

 

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

・先週から今週にかけてゲリラ豪雨と落雷で、あちこちで被害を出しています。 

 自然の力は大きく、人間の力は小さく、手をこまねいているばかりです。 

 高額宝くじに当たるよりもずっと低い確率なのに、被害にあってしまったのです。 

 まさに、運命としか言いようがないと思います。自力で再起してくださることを 

祈るばかりです。 

 

・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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

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

