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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 

 

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

 

２０１４年 年末特別号 平本理事長の２０１４年の成果と今後の展望 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

はじめに、毎度はやぶさのご購読を賜り心より御礼申し上げます。 

 

特に「人生に五計あり」と「経営特くんゲーム」は、多くの感想や問い 

合わせをいただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。 

「継続こそ力」と信じながらも、継続には努力と書き手の協力がないと 

続きませんので、皆様からの感想から力をいただき、３年目を迎えられ 

ますこと有難く感謝申し上げます。 

書き溜めた原稿は、電子出版や書籍化も視野にいれていますので、その 

時が来ましたらご案内させていただきます。 

 

世界や日本の十大ニュースは、編集後記に譲るとして、私の身の回りに 

起きたことを中心に振り返ってみたいと思います。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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＊創業４０年を通過し、更なるＮＥＸＴ３０をめざして・・・・・ 

今年は、中小企業の育成経営支援をライフワークとして取組んで４０年 

になります。中小企業診断士（卒業しましたが・・）の資格を取って４５年 

になるのですが、その間中小企業の企業数は半減しました。 

そして、経営支援の目的も育成型（インキュベーション）から再生支援型 

が多くなり、膨大なエネルギーをかけながらその効果は出ていないのが 

現状です。 

 

私の育成経営支援を観察しても、バブル崩壊前は、経営計画作りや企業体 

として「人・モノ・金」の強化を計ることが中心でした。コンピュターはま 

だ高嶺の花でした。 

 

売上を上げるのは何とかなり、管理のスピードと質の勝負でしたので、 

その点に注力して取組んで多くの成功事例を積み上てきました。 

その後いくつかの変化の事象が起きるのですが、特質すべきはインター 

ネットの普及と思っています。業務のやり方は一変して、追随できない 

企業は淘汰されるようになってきましたが、中小企業特に小企業では取り 

残されており、それは今も変わってはいないのが現実なのです。 

 

バブル前は、企業会計もガラス張りにする、公私混同をやめることが 

アドバイスの中心でしたが、今ではそれは当たり前で「キャッシュ・ 

フロー」と収益性（原価管理）が認識出来ないと、変化のスピードに 

ついていかれずに事故を起こすことになります。 

つまり、倒産です。 

 

そして、現在は少子化による人口減少が大きくのしかかり、デフレは 

相変わらずで中小企業の可処分所得は企業・社員とも下がり購買力を 

弱めているのです。 

情報が経営資源の大きな位置を占め、尚且つインテリジェンスが経営能力 

に左右するようになってきていますが、具体的な対策が打てないでいる 

のが実情なのです。 

 

そこで、新しい育成経営支援型のメソッドを開発して、中小企業と中小 

企業へのメソッド・業務アプリ・役務等を提供しているビジネス 

パートナーとコラボして育成経営支援を強めて，三者（中小企業・ 
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ビジネスパートナー・育成経営支援家）がＷｉｎＷＩｎＷｉｎ（３Win） 

を実現できるようにしたビジネスモデルが「クラスター型育成経営支援 

メソッド・全国ネットワーク」であります。 

 

ライフワークとして取組んでおります「理念経営」と中小企業の育成支援 

をこうしたクラスターとして形に出来たことは、今年の最大の喜びであり 

ます。 

成功するまで頑張るのが、成功の秘訣と云われていますが、四半世紀 

（２５年）の様々な経験知と人脈をハイブリットして「変態脱皮」をなし、 

「世のため・人のため」になれると確信を持てたのが大きな励みであります。 

 

新しい経営環境に適応できる体制ができ、３Ｗｉｎをお届けできますよう、 

新年は邁進しますのでよろしくお願いいたします。 

末尾ながら、皆様の企業、ご家族の益々の弥栄を祈念申し上げます。 

 

ありがとうございます 

 

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

 

■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-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。 

 

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

 

◆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 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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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）０１月２４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_68.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_69.pdf 

 

２）０２月２１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_71.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_72.pdf 

 

３）０３月１４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_73.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_74.pdf 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

１）第 1２回の認定講座は、以下の日程です。 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_68.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_69.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_71.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_72.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_73.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_74.pdf
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０２月１４（土）、１５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_70.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/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 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_70.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
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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 

 

「はやぶさ」の第１１２号を発行しました。 

本号の編集後記は、編責任者の石川が執筆しました。 

 

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

 

インターネットで検索したデータを基に編集子の独断と偏見で加筆・修正して、作成して 

みました。皆様のご意見はいかがですか？ 

  

 ・２０１４年 国内の十大ニュース 

  １）消費税が８％にアップし、再増税は１．５年延期。 

  ２）衆議院解散、総選挙で与党が圧勝し３分の２の議席を確保。 

  ３）集団的自衛権の行使容認を閣議決定。憲法の拡大解釈か？ 

http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
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  ４）黒田日銀総裁の「バズーカ２」金融緩和でさらに円安株高が進行するも、 

景気回復の実感なし。 

  ５）御嶽山噴火や広島の豪雨、北海道・山口の大雪など自然災害が相次ぐ。 

  ６）ノーベル物理学賞を中村氏ら３人が受賞。基礎研究だけでなく実用化研究にも 

    光が！ 

  ７）朝日新聞が「吉田調書」、韓国慰安婦記事の一部取り消しで、社長が辞任。 

  ８）ソチ五輪で羽生が金、真央が銀。羽生が事故で負傷後に GPファイナルで金。 

  ９）錦織圭が全米準優勝、世界ランク第５位に。 

 １０）危険ドラッグの事件・事故が激増、規制強化。 

 

 ・こうして振り返ると、格差社会が広がり未来の見通しが立てられないグレーゾーン 

  にいると観じますが、いかがでしょうか？ 

 

 ・２０１４年 世界の十大ニュース 

  １）ロシアがウクライナ クリミア自治共和国に侵攻。米国、日本、EU の経済制裁で 

    ルーブル大下落。 

  ２）消息不明のマレーシア航空 MH３７０便。いまだ機体の残骸発見できず。 

  ３）マレーシア航空MH１７便の墜落事件。親ロシヤ派武装勢力の仕業か？ 

  ４）米国中心の国際社会がイスラム過激派組織「イスラム国」を討伐。６０カ国参加。 

  ５）西アフリカでエボラ出血熱流行、死者が 6 千人を超す。日本でも感染者。 

  ６）韓国フェリー沈没事故で４９６人のうち２００人以上死亡。乗組員 15 人全員 

が遺棄致死罪などで５～３６年の実刑判決。韓国の一面をうかがい知る事故。 

近々では大韓航空の「ナッツ姫」事件。 

  ７）OPEC 原油価格をコントロールせず、経済構造にインパクトを与える。 

  ８）米国の中間選挙。共和党が両院で過半数を占めて、オバマ大統領は苦しい政権 

    運営。キューバとの国交樹立で新しい局面が生まれそう。 

  ９）マイケル・ブラウン射殺事件。白人警官の不起訴決定でデモ隊が暴動化。 

 １０）ノーベル平和賞をインドのイラシュ・サトヤルティ氏、パキスタンのマララ嬢 

が受賞。 

 

 ・欧米の混乱とアジア・アフリカ支配（植民地主義・覇権主義）が衰えて行くのを 

  観じます。新しい秩序は、来年に固まるでしょうか？ 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

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 



 9 / 9 

 

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

