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はやぶさ 第１９１号   ２０１６年０７月０１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１９１号を発信します。２０１６年０７月０１日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【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４ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

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

 

第４回 家計・４１歳～６Ｏ歳・・世間から「プロ＝専門家」と認められ徳を積む世代  

  

人生計画を持つ人が、その道のプロとして世の人に認められるようになる年代です。 

企業家、作家、華道家、茶道家、武闘家、登山家等々家元的な評価を得ることを目指します。 

プロとして一流を目指すなら、どの分野で、どのように一家を興すかという年代でもあり、 

人生の中核となる経験を積む時であり盛りの時代でもありましょう。 

幾多の課題と試練をのりこえて行くＰＡＳＳＩＯＮ（情熱）を人々が評価してくれるのだと思い 

ます。 

○○屋と○○家とでは、社会的評価はまるで違うのが現実なのであります。 

  

私は、中小企業の経営支援家となって、地域振興や中小企業の働く経営者・従業員に役立ち 

たいと３２歳で独立して４３年間続け、更に Next３０を目指しています。  

その道のプロとして、世の人に認められる世代ですが、その過程で「徳」を積む心がけを 

持って、仕事を進める事が何よりも大事な事だと観じています。  

「徳」は生まれつき与えられているものではなく、この世において生きていく過程で身につく 

後天的なものと云われています。  

才能は資質として持っているが、「徳」は人間として生まれた時、等しくゼロからスタートして 

積み上げるものであるとのことです。  
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それ故に、様々な困難・難関・障害・試練を乗り越えた人から出る感化力・教化力が多くの 

人々の共感と感動を呼んで、人と方々を引きつけるのだと思います。  

  

それは,存在するだけで周りの空気を変えられる、「木鶏に至る」事でもあるのかもしれ 

ません。よく、オーラが出ている！とも云われますね。  

 

  

■「徳が足りない」とは、その人の成功によって「損をした」と感じていたり、思っている人が 

いて、その人の成功を「不当なもの」「承認しがたいもの」との、 嫉妬心やひがみ、恨みを 

他の人に呼び起こしている状態であります。 

「不徳の致すところです」と云う場合は、自分の不遇や不利益を被る時や、自分の行為に 

より相手の気分を壊したり、悪い結果を招いたりした時に使われますが、嫉妬心を呼び起こす 

か否かがポイントなのです。 

  

真の「徳」は、そのよう心を完全に消し去るだけの感化力があるのです。  

徳を念じて考働するようにしても、そこまでの高みには至りませんが、方々に対する感謝と 

同朋への愛念を持って考働するように心がけています。  

  

では、どんな時に「徳」は培われるのでしょうか？  

  

◆逆境の時（ピンチ）に不遇を囲っていたり、他の人や環境や運・ツキ等に責任を転嫁して、 

自己責任を認めず、自分と支援する人々を見失う人が沢山います。  

全ては自分が蒔いた種だと逆境を受け止めて、「忍と誠」を貫いて、朗らかに未来に展望を 

持って生きる人が、真の統領（リーダー）の器と観じています。  

 

逆境の中にあっても天意を読み取って、この逆境のこの挫折が、今自分に何を与えようと 

しているのかを学び取って、その後の人格形成に活かして、イノベーション（変態脱皮）した 

体験を持つ人に、「徳」は、潜在能力を目覚めさせて非凡なるチカラとして煌めく事になる 

との事です。  

  

私も、そう信じて経営支援先のどんな困難とも取り組み、やり遂げて来ました。  

そうして強靱な心と体力を養うことが出来、生涯現役の活動が出来るのであり、ありがたい 

ことです。  

 

◆もう一つは順境の時です。俺が俺がと全てを自分の手柄とし、成功を私物化すると 

「己心の魔」を呼び込む事になり自己破壊の道を転げ落ちることになります。  

人の甘言、ほめ殺し、ヨイショ、裸の王様となって直言忠告してくれる友人も部下もなく、 

金目当ての取り巻きによって落とし穴にはまって、命からがらになることもシバシバなので 
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あります。  

  

私も業績が順調で手許資金が潤沢な時は、沢山の無駄金をドブに捨てるように使って 

いました。その原因は、人を見る目の未熟さと「念じれば出来る」と自己暗示をかけ、制約 

条件やタイミングを軽んじた事にあったと深く反省しています。  

  

有力といわれていた政治家や知事、大手企業のトップが堕ちて行くのを、日常茶飯事に見て 

いるこの頃です。 

順境の時には人を育て、その人が為すことを支援した人、多くの人々へ「勇気と希望」を与えた 

人に「徳」が備わるのです。  

こうして「徳」が備わった人には、その時々に導いてくれる方が現れます。  

  

その方が、貴人であり恩師であり「真の友情」を持つ友人であると思います。  

「世のため・人のため」の愛ある考働をする人は、どんな環境でも生き続け次世代に繋がって 

いくと信じています。 

 

＊次回は人々を幸せにする「ニューリーダーの条件」の私見を述べます  

 

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。 

 

   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 

顧問先の収益力・成長力を高めて 顧問料 UPを実現！ 

  経営支援家とコラボして、新規税務顧問先を開拓する！ 
 
・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 １,000 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） 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_98.pdf 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_98.pdf
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第４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。 

 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  
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 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。 

 

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。 
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  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  

   

◆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 

    

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

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

