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はやぶさ 第９０号 ２０１4年０７月 1８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９０回目の発信です、８回シリーズの第６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６回 理念経営＝人本位（ひとほんい）経営 をすすめる・・その（5） 

 

前号において次の１０項目を挙げました。愛読者より､念いはあるのだが、中々 

との感想が送られて来ました。そうなのであります。そうした願いの中で、全身 

全霊をかけても、全てを形にするのは困難なのを何度も実感しています。 

この文を書いております私自身も・・・・ 

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

 

しかし、あきらめません。やり遂げりまで何度も何度も挑戦するのです。 

そうした願い、そうして努力している事は､必ずや届いています。GDに・・ 

 

◆前号で次の１０項目を掲げました。本号では１）～５）項目の解説をさせて 

いただきます。 

 

【１０年後からのアプローチ・１０項目】 

 

１）創立の理念・ビジョンを次世代に受け継ぐ努力を絶え間なくしているか。 

２）後継者候補はいるか｡理念は共有されているか。切磋琢磨して育てているか｡ 

３）「進化・発展･持続」の制約条件を認識しているか｡自分では無いか。 

  1：人 2：物 3：金 4：企業文化か。 

４）マーケットの変化を観察し備えているか｡次期主力商品を育てているか｡ 

５）技術革新や社会環境が、どんなビジネスチャンスとリスクをもたらすか分析して 

いるか。 

６）情報ネットワークの構築と情報武装は業界において先進的か｡費用負担に耐え 

られるか。 

７）スクラップ＆ビルドに必要な資金量を試算し、調達方法の試案は考えてあるか。 

８）地球環境改善や環境に調和したビジョンであり事業か。 

９）１０年後の会社案内をビジュアルに描けるか。そのプロセスが見えなくとも・・ 

１０）ビジョンは、社員や関連先が人生計画を重ね共有できるか。一人一人に出番が 

あるか。 

 

◆解説 

 

[1] は理念経営の根幹です。受け継がれるべきものは”理念”であり、これを受け 

継いでくれる者、共感する者を得るには、理念を若者たちに向かって発信しつづける 

事になります。 

もしも、後継者が見当たらないのであれば、その努力をしなかったからなのであり、 

自業自得なのです。お互いいつかは死にます。 

死んだのちに、この世のことを、会社をコントロール出来ますか？ 

出来ません。この世のことはこの世の人に任されているからです。それが、グランド 

デザイナー（GD）の第１テーゼなのであり、全て自己責任の世開なのです・・・ 

 

例え今がどんな困難な状況であろうと、未来に必要であれば生き続けて発展します。 

しかし、役立たないなら滅びることになり、この世開から消えます。 

個人も､企業も・・・・ 
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[2] は後継者候補の若者であっても、課題を与えて任せて強く鍛えることなくして 

育つ事はないのです。使命（４５１０）を感じ取った者は、どんな環境からでも学び 

取り、自分の潜在能力さえ鍛えてたくましくなります。 

この様な者が真のエリートであり、統領・リーダーとなれる人です。 

甘やかして育てても 30年、40年と生き残れる程、世の中は甘くありません。 

「鉄は熱いうち打て」は人を育てる時も心がけるべきことであります。 

三つ子魂百までも・・なのですから・・・一人前にしてあげる事が、自立出来るように 

鍛える事が教育なのなのだと信じています・・ 

 

[3] は経営環境が変化すれば、強味が弱味にかわり、必要とする経営資源も変わるのです。 

企業の永続的発展に備えるためにも１０ヵ年ビジョンは欠かせないのです。かつて、 

「借金も財産の内」の時代が長く続きましたが、デフレ下では毒以外の何物でもなく 

なっているのは、多くの実例が証しています。さらに、株式上場（IPO）と銀行借入と 

どちらが安全かも､状況によると観じています。IPOのリスクは､あまり公表されていません 

が、無視できないと思います。 

 

[4] は次の時代の商品の種を蒔き育てているかというで、先行投資を行い「健全な 

赤字部門」を持つことができなくなった時、企業は衰退が始まります。 

特長のない商品は市場から消えて行くのみで、売上の激減となって表われます。 

しかし、それを指摘しサポート出来る、経営支援家やコンサルや会計人は皆無に近い 

のが現実なのです。悲しいかな・・・・・・ 

 

[5] はデジタル化・IT・バイオ・ナノテク・エコロジー等、中小企業を取り巻く技術は、 

激しく技術革新がすすみます。ハイテク型ではスピードを生み出す力と、莫大な資金力が 

なくてはトップを走り続けられません。                                

中小企業でその力があるところはグローバル・ニッチで地球規模のマーケットで競争 

できるでしょう。しかし、多くの中小企業は、チーム力で、ネットワークでこの経営 

課題を解決しなければ持続できないのですから、自我力から離れましょう・・・ 

 

同志と共に、参りましょう・・・・ 

 

◆次回は、６）～１０）を解説いたします。今年の夏は暑そうですが、夏を楽しみ 

ましょう。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◆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   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆「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」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_50.pdf 

「マスター100」      http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_58.pdf 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_50.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_58.pdf
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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」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_51.pdf 

「マスター100」      http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_59.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。 

「トライアルゲーム」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_55.pdf 

「マスター100」      http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_60.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」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.pdf 

「マスター100」      次回に掲載します。 

 

◆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 

 

ご案内は以下に掲載しています。 

http://www.keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_54.pdf 

 

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。 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_51.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_59.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_55.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_60.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mis7231pdf_1_51.pdf
http://www.keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_54.pdf
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 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６回 ｢経営特訓士インストラクター認定講座｣は、 

 

日程が決まり次第、ご案内いたします。 

 

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 

 

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。 

 

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。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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◆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、 

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 

 

ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_53.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆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 90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。 

 

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

 

・今週は、ビジネスモデル発表会（０７２３）の準備に追われていますが、 

多くの方々がご参加されますので、「力」をいただいています。 

国会では集団自衛権に関する討議が始まりました。これからの日本国の 

行く末を決める大問題です。 

 憲法を変えるのは大変だから、解釈で何とかしようという意図が見え 

見えです。 もっとも、軍隊は持てないから、警察予備隊から自衛隊と 

名前を変えて着々と増強しているという事実もあるので、今更ながらと 

言う気もします。 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_53.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
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自衛隊は、実質的には軍隊だと、国際的には受け止めらいますが、専守 

防衛や、災害救助は他国の軍隊とは違うとも評価されていますが、 

如何でしょうか？ 

 

◆この度、経営特くんゲームに「マスター100」というコースを新設しました。

もっと多くの人に経営特訓士になっていただき、会計も分かる経営者を 

一人でも多く育てる支援をしてもらうインフラを作りたい、という意図が 

あります。 

 トライアルゲームに参加された方は、この機会にステップアップに挑戦 

してみてください。お待ちしております。 

 

 第１回開催は、７月 2６日（土） １３：３０～ です。 

 詳細は以下を参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_58.pdf 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

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） 

   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/data/mls723lpdf_1_58.pdf
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net

