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はやぶさ 第１８９号   ２０１６年０６月１７日(金） 

 

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

★イノベーションの時代（変態脱皮の時）の「人生に五計あり」★ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 Ｃａｐ平本 靖夫 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第１８９号を発信します。２０１６年０６月１７日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４月１４日（木）に発生した震度７の地震は、範囲が熊本県から大分県へと 

広がり、今日現在まで震度３，４の余震が９週間も続いております。 

いまだ多くの方々が避難生活を余儀なくされています。 

すでに２ヶ月を超えました。6/１２の気象庁発表によると震度「１」以上の余震 

が１７００回以上続いているとのことです。 

しかし依然として復興が滞っている状態が続いています。 

一日も早い復興を祈念しています。 

この間に亡くなられた方々にお悔やみ申し上げます。また、被災されて避難されて 

おられる方々にお見舞い申し上げます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【タイトル】★イノベーションの時代（変態脱皮の時）の「人生に五計あり」★ 

 

                         ９回シリーズ：その２ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 Captain 平本 靖夫・・・74 歳（1941年生まれ） 

 

第２回 「死計」いかに晩年を生きるか  

 

街おこしを 25 年一緒にやってきた、鳩ヶ谷の同級生がガンで去りつつあります。 

市民新聞を 300 号続け、市政や市民のコミュニティ運動や NPO活動を共に 

進めてきました。 

また、中小企業診断士の同朋が脳梗塞で加療中ですが、復帰を願うが厳しいで 
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あろうと覚悟しております。 

これらの死への出来事は、祖父母・父母・叔父叔母・義弟・今までの同級生の死 

とは違う感慨があり、死生観が変化しているのを自覚しております。 

  

死計という言葉の響きは、強烈な暗いインパクトを与えると思いますが、死を 

企てるということでないことはもちろん、生き様、死に様という生活の姿の 

ことではなく、死生観を含んだこの世とあの世を貫く人生計画・ライフプラン 

のことです。 

その、死生観は、生命を永遠に存在して循環していると認識するか、唯物論で 

この世での肉体が滅びたら，全てが消滅してしまうと認識するか。つまり転生 

輪廻を魂が信じているか、観じているかということも含まれています。  

この認識の違いによって、人生計画や生きる意味、存在理念が全く異次元の違い 

をもたらす、人生計画の原点であるのです。 

 

自分の生れてくる存在理念は、生まれる前には自覚しているのだとも云われて 

おりますが、肉体をもって生まれて来る時、全ての記憶を忘却して生まれて来る 

とのことです。 

これは、天の厳格なルールのようです。 

最近では、認識している赤ちゃんや幼児がいると TVで放送されていますが・・・ 

  

近世の唯物論と誤った進化論によって、人間観・地球観・宇宙観が大きく歪められて 

いるため、様々な対立や戦いが世界のあちらこちらで起きているのです。  

ここ 100 年の戦争やテロや他民族への迫害は、激しさを増しています。  

  

地球でのアセンション【次元上昇】がすでに完了して、拝金主義的資本主義の終焉 

の時を迎えて、私達人類は真実の世界に目覚めるべき端境期に生きていると 

云われています。 

どのような使命を持って生まれてきたのか、存在しているのか、その目的を再確認 

して「イノベーション＝変態脱皮」しないと魂が消滅するとの警告が届いているの 

です。 

 

自分の魂（良心）と向かい合って、ワクワクすることは何か？ 

それを見つけるのが、「生計」「身計」の時代の大きな人生の課題でもあるのです。 

  

◆晩年の１０年を心安らかに「世のため・人のため」に生きられた人が大成功者で 

あると云われています。 私も死計を考えなければいけない年代になってあと 

１５年は飛び回って全国を巡りたいと念じています。 

 

どんなにお金を貯めても、名誉も肩書も、人の賞賛も あの世には持っては帰れ 
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ないのだと云われています。ましてや「土地・建物や愛しい家族も、自分が 

育てた企業も」、この世に置いて死出の旅に出ることになるのは確実です。 

しかし、生活の破綻への恐れはそう簡単には消えない。 

悟れれば恐れは消えるのか？ 

執着を絶てば消えるのか？  

死んだ後の魂がどこへ行くかを念じれば悟れるのか？ 

永遠の生命（魂）の修行のためなのだと観じれば悟れるのか？ 

 

日常のビジネス活動（売上・資金・・）に振り回されながら、自分の魂と向き合う 

一時を必ず持つように心がけて、生かされていることに感謝して生きています。 

  

この文章を書いている私も、読まれている皆様もあと５０年も経たないうちに、 

大半の人は亡くなっていることでしょう。死は万人にとって平等なのです。  

全ての生命体や物質さえも、生まれたその時から滅びの種を自らのメカニズムを 

内在しているのです。  

万物は変転してやがては、生まれ出たところに原点回帰する定めとなっている 

のは、多くの覚者の語るところです。  

  

◆大宇宙を創造し、小宇宙（人間と人間社会）を創造されたクリエーターのグランド 

デザイン（以下：GD と云います）の目から見れば、魂の輝きのみが評価の対象なの 

です。 かといって、「清貧」にかこつけていては、いけない時代になりました。  

「清富」こそが、これからの経済活動の規範となりましたので、いずれ機会をみて 

書きたいと念じております。 

このテーマは、近々出版する本に組込むつもりでおりますので、出版しましたら 

ご案内いたします。 

  

◆いかに生きるべきか＝人生に１００年の計をもって生涯現役で＝  

  

私は１９４１年巳年生まれで、誕生日が来て７５歳を迎えます。ありがたい事であり 

ます。還暦の時に１版を書きました。 

その後、２０１１年に０３１１の東北大震災の経験を 通過して、一日一生の言葉の重さ 

と、生かされていることを、魂の心底から実感いたしました。  

１版を現在の心境に合わせて書き改めて、生涯現役を貫く決意と、同朋への檄文 と

いたしたいと念います。 

 

次回は「人生の五計」は、この世とあの世を貫く人生設計 を述べます 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 
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   happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

 

第３回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

 

・日時 2016 年 0７月０８日（金） 14：30～16：45 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９01 号室） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、以下のＵＲＬを参照ください。 

（CTRL キーを押しながら左クリック） 

 

URL は後日記載します。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第３回以降のお知らせ 

 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ または 

    東京メトロ 日比谷線 茅場町 ５番出口 中団連（全国中小企業会館 ４F） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。１１，１２月の開催日が変更になっています。 

 

１）第４回：2016 年 0８月０５日（金） 14：30～16：45 北とぴあ（ＪＲ王子） 

２）第５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～16：45 北とぴあ（ＪＲ王子） 

３）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～16：45 中団連会議室（茅場町） 

４）第７回：2016 年１１月１０日（木） 14：30～16：45 中団連会議室（茅場町） 

５）第８回：2016 年１２月０６日（火） 14：30～16：45 中団連会議室（茅場町） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「かかりつけ医インターン養成講座 説明会」のお知らせ（参加 無料） 

 この養成講座は、６回コースで９／２７、１０／１１、１１／１８、２２、 

１２／１３。いづれも火曜日の１０：００～１６：００で開催します。 

開催場所は日比谷線 茅場町駅 歩１分（一社）日本中小企業団体連盟 会議室。 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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 以下の日程で説明会を開催しますので、ご関心のある方はぜひ参加ください。 

開催場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ 

１）第１回：2016 年 0７月０１日（金） 1８：30～２０：００ 北とぴあ８０８ 

２）第２回：2016 年 0７月２２日（金） 1８：30～２０：００ 北とぴあ８０８ 

３）第３回：2016 年 0８月０５日（金） 1６：２0～１６：５０ 北とぴあ９０１ 

４）第４回：2016 年 0８月２３日（金） 1８：30～２０：００ 北とぴあ８０２ 

５）第５回：2016 年 0９月０２日（金） 1８：30～２０：００ 北とぴあ８０８ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆第５１回以降の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 日程が決まりましたのでお知らせします。 

  

１）第５１回  ８月１９日（金） 1３:０0～1８：０0  

 ２）第５２回  ９月２４日（土） 1３:０0～1８：０0 

 ３）第５３回 １０月２２日（土） 1３:０0～1８：０0 

 ４）第５４回 １１月２６日（土） 1３:０0～1８：０0 

 

開催場所「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 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、以下の通り決まりました。 

 

１）１０月１４日（金）、１５日（土） 10：00～18：30 

 

開催場所「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 

 

◆経営特訓士インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降のインストラクター認定講座は、以下の通り決まりました。 
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１） ８月２０日（土） 10：00～18：30 

２）１１月１１日（金） 10：00～18：30 

 

開催場所 「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 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 3 周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにて 3 周年・皆様のご愛読に感謝いたしております。 

 

マイナンバンー元年のお年玉 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 

  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 

 

     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000 円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016 年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

ご記入の上、メールしてください。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

 

     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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 

 

発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集長：石川 昌平 

 

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。 

 

 https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444 

 

http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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