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はやぶさ 第１０６号 ２０１4 年１１月０７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１０６回目の発信です、７回シリーズの第６回です。 

  

                      著者：（株）感動経営義塾 

                      代表取締役社長 阪本 裕介 

 

 URL  http://kandoujyuku.com/ 

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

 

タイトル：家族からも応援される会社作りの秘訣 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 本題 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第６回：経営幹部と社員の「直面能力」を上げる（＝最大の能力開発のテーマ） 

 

今回は、能力開発の最大のテーマである経営幹部と社員の「直面能力」の上げ方 

ついてご案内させて頂きたいと思います。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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【１に朝の掃除、２に朝の掃除、3 に朝の掃除】 

 

私は、過去 7 年間の教育コンサルティング会社に勤務し、ほとんどのジャンル 

の教育について取り扱ってきました。 

「経営戦略」「管理会計」「マーケティング」「Ｒ＆Ｄ」「ビジネスリテラシー」等々 

です。 

 

ただ、「反応があれば、どんな教育を行っても効果は半減されてしまう」という 

事実に気づき、中小企業・大企業問わず、行うべき教育について模索してきました。 

 

前回まで、「反応」について、ご案内させて頂きましたが、ほぼ 100％の人が不合理 

な「反応」の癖を持っています。その「反応」を 100％消しさること、これが最大 

の教育のテーマだったのです。 

 

【反応は心の不合理な記録から生まれる。 

不合理な記録にアクセスしないよう、心を整える掃除が有効】 

 

心理学の世界では「ストレスになる出来事が心の記録として残り、その記録が元で、 

似たような事象が起きると過去の記録にアクセスし、不合理な反応を引き起こす」 

 

と言われています。まるでアレルギー反応のようです。 

 

このアレルギー反応は朝、顕著に出ます。何故でしょうか？ 

それは、人は睡眠の間に過去の記録にアクセスしているからです。 

朝、起きた時の人間は混乱し、雑然とした部屋の状態と言えば分かりやすいで 

しょうか。 

 

このような状態で家庭のマネジメントやビジネスをスタートしてもうまくいく 

はずがありません。 

心を整えるにはシンプルですが、「朝の掃除」が有効です。本日もある病院経営を 

している方と話をしていましたが、「昔の看護師は観察力や気遣いがあった。今は 

掃除が足りない。データや数値ばかり見る。掃除を徹底させたい」とおっしゃって 

いました。 

 

反応を減らし、極めれば 
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【強力な精神力を持った人材】 

 

が生まれます。賢明な経営者の皆様ならお気づきでしょうか。これは経営者自らが 

 

【覚悟】  を決め、率先して行わなければなりません。 

当社でも、社員と相談し、まだまだ試行錯誤です。日々努力を重ねていきたいと 

思います。完璧なゴールはありません。 

次回の第７回、最終回は、このような覚悟をもった会社の事例について、取り扱い 

ます。 

 

今回も最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。 

 

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

◆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 

 

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

 

■キット BOX を頒布いたします■ 

 

｢経営特くんゲーム」に関心があり、トライアルゲームを受講された方、または、 

これから体験したい方、向けに「キット BOX」と「マネジメント会計３表」（MO、B/S、 

P/L）等のゲームに必要な表、ならびに、記入方法、戦略・作戦の考え方を解説した「DVD」 

を添えて提供いたします。 

 

◆購入方法はお問い合わせください。 

 

  E-Mail: happy@keiei-tokkunnshi.jp 

 

◆価格 ： 定価 70,000 円（税別） 

  支払方法は、ご相談に応じます。 

 

◆特典  

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
mailto:happy@keiei-tokkunnshi.jp
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１）「トライアルゲーム」および「マスター100 講座」を 5回、無料で受講できます。 

2）申請いただければ、審査の上、「認定経営特訓士」に登録して頂けます（有料）。 

3）更に、インストラクターを目指す方には、特別料金で受講できますので、係まで 

お問い合わせください。 

 

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

 

■労働組合の執行役員・職場委員向け「経営特くんゲーム」体験講座開催 

 

 ・開催日時：１１月１８日（火）午後 13 時 15 分～18時 45分 

 

 ・開催場所：文京区シビックセンター ３階会議室２ 

            都営地下鉄 新宿線、大江戸線 春日駅 徒歩３分 

            東京メトロ 南北線/丸の内線 後楽園駅 徒歩６分 

 

  ◆対象者は、労働組合の執行役員・職場委員等の労働組合幹部の方々 

 

  ◆主催者は、（株）ヒューマンバリュー研究所 代表取締役 高橋 基樹 氏 

 

   ・２００７年４月に（株）ヒューマンバリュー研究所を設立。 

    飲料メーカーで２５年、営業およびマーケティングを担当。得意分野は、 

    「組織活性化コンサル」。 

「目標管理制度定着セミナー」「コミュニケーション力向上」等のセミナー 

も活発に行っている。 

 

   ・著書：＜生き残るための戦略・労働組合の話をしよう＞（発行所（株）ＢＫＣ） 

     

  ◆申し込み・問い合わせ先（以下のＴＥＬまたはアドレス、ご案内をクリック） 

      ＴＥＬ ０３－５８７５－９０９０ 

 

      アドレス keigo-t@h-value.net 

 

      ご案内 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_61.pdf 

mailto:keigo-t@h-value.net
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_61.pdf
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＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆「トライアルゲーム」・「マスター２０」（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２０」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。 

・またキットＢＯＸの領布も受け付けています（有料）、 

・次の「マスター２０」コースを受講して「認定経営特訓士」に申請できます。 

 

 ・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２０」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２０」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）1１月０8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。 

 

「マスター２０」http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_63.pdf 

 

「トライアルゲーム」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_64.pdf 

 

２）1２月０６日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_63.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_64.pdf
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                    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。 

 

「マスター２０」http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_66.pdf 

 

「トライアルゲーム」http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_67.pdf 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

１）第 1１回の認定講座は、以下の日程です。 

 

１１月２９（土）、30日（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 

 

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。 

 

ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_65.pdf 

 

◆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。原則土曜日に開催です。 

 

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。今年中には新たに 10名の方が誕生する見込みです。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_66.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_67.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_65.pdf
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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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆パートナー会社の（株）Ｉ＆Ｃ・HosBiz センターが、リーズナブルコストで 

“はがゆい”ところに手当てする安心と安全の「かかりつけ医」による「ビジネス 

ドック」（企業の健康診断）のサービスを開始しました。 

 詳細は、以下のHPを参照ください。 

 

      http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆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。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆編集後記 

 

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

 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
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「はやぶさ」の第１０６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。 

 

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

 

・皆様、この３連休は如何お過ごしでしたか？ 

編集は師走（しわす）の先取りで、在宅で仕事三昧でした。妻は、俳句の会に出か 

けたり次女と昼食したあとに日比谷公園を散歩して、菊人形展を見たりしていました。 

  

・消費税３％アップ（８％）の影響がまだ続いていて、消費が回復せず、未だに低空飛行 

しているようです。 

 そんな状態の中で,突然日銀の金融緩和策が発表され、さらなる円安と株高が進み 

 ました。自動的に原材料が値上がりして、中小企業にしわ寄せいくことが目に見えて 

 います。そして、所得格差は広がり、生活防衛マインドの強さで、消費は冷え込んで 

 います。これで本当に景気が回復するのでしょうか？ 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

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

