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はやぶさ 第１９６号   ２０１６年０８月０５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１９６号を発信します。２０１６年０８月０５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９ 最終回 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

 

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

 

第 9 回：最終回 命の連携・方々と先祖と同朋への感謝と次世代に伝えたき事 

 

最終回にあたり、第 6 回で予告しましたジョブスの辞世の言葉を掲載します。 

この時代を拓いた成功したイノベ―ターであり、多くの人々に知られている彼の言葉は 

理念経営のリーダーの心がまえを端的に言いあわしております。 

私たちも、この使命をやり遂げて「この様に生きた」と語り繋ぎでまいりましょう。 

 

◆アップル創業者  スティーブ・ジョブズ氏の最後の言葉 ＊引用 

1955 年 2月 24 日 ～ 2011 年 10 月 5日 

私は、ビジネスの世界で、成功の頂点に君臨した。    

他の人の目には、私の人生は、成功の典型的な縮図に見えるだろう。しかし、いま思えば 

仕事をのぞくと、喜びが少ない人生だった。人生の終わりには、お金と富など、私が積み 

上げてきた人生の単なる事実でしかない。病気でベッドに寝ていると、人生が走馬灯のように 
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思い出される。   

私がずっとプライドを持っていたこと、認証（認められること）や富は、迫る死を目の前にして 

色あせていき、何も意味をなさなくなっている。 

この暗闇の中で、生命維持装置のグリーンのライトが点滅するのを見つめ、機械的な音が 

耳に聞こえてくる。神の息を感じる。死がだんだんと近づいている・・・・・・ 

    

今やっと理解したことがある。    

人生において十分にやっていけるだけの富を積み上げた後は、富とは関係のない他のことを 

追い求めた方が良い。    

もっと大切な何か他のこと。それは、人間関係や、芸術や、または若い頃からの夢かも 

しれない。終わりを知らない富の追求は、人を歪ませてしまう。私のようにね。 

    

神は、誰もの心の中に、富みによってもたらされた幻想ではなく、愛を感じさせるための 

「感覚」というものを与えてくださった。 

私が勝ち得た富は、私が死ぬ時に一緒に持っていけるものではない。    

私があの世に持っていける物は、愛情にあふれた(ポジティブな)思い出だけだ。 

これこそが本当の豊かさであり、あなたとずっと一緒にいてくれるもの、あなたに力を 

あたえてくれるもの、あなたの道を照らしてくれるものだ。 

愛とは、何千マイルも超えて旅をする。人生には限界はない。行きたいところに行きなさい。 

望むところまで高峰を登りなさい。全てはあなたの心の中にある、全てはあなたの手の中に 

あるのだから世の中で、一番犠牲を払うことになる。                            

「ベッド」は、何か知っているかい？シックベッド(病床）だよ。    

あなたのために、ドライバーを誰か雇うこともできる。お金を作ってもらうことも出来る。 

だけれど、あなたの代わりに病気になってくれる人は見つけることは出来ない。 

    

物質的な物はなくなっても、また見つけられる。しかし、一つだけ、なくなってしまったら、 

再度見つけられない物がある。    

人生だよ。命だよ。手術室に入る時、その病人は、まだ読み終えてない本が１冊あったことに 

気付くんだ。 

「健康な生活を送る本」   

あなたの人生がどのようなステージにあったとしても、誰もが、いつか、人生の幕を閉じる日が 

やってくる。あなたの家族のために愛情を大切にしてください。 

あなたのパートナーのためにあなたの友人のために。                             

そして自分を丁寧に扱ってあげてください。 

他の人を大切にしてください。           スティーブ・ジョブズ 
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               引用終了 

 

感動的な辞世の文書と観じており、尊敬いたします。この様でありたいと念じています。       

私には清富の繁栄が課題となっておりますので、やり遂げます。 

 

◆私の性格を自己分析しますと、「愚かしいまでの善意」と「おせっかい」が特徴であり、 

周りの人からもそう云われます。 

自分の内なる良心（直霊＝なおひ）がつぶやいた時、もうそれ以外のことは無価値と 

なって、 夢中になり、時には全身全霊をかけて取り組みます。  

また、貧乏くじを引くと分かっていても、困っている人を跨いでは通過できないのです。 

 そして、いつも楽観的に考えて、このことはどこかで循環してバランスするのだと受け 

止めており、そうした自分の使命と多くの方々に護られているのを観じて、時には至福さえ 

覚えるのです。  

 

物事は、その通りにバランスして循環しているのですから・・・・・ 

「損して得とれ」で循環しているのです。ビジネスの世開においてさえも・・・・・ 

 

◆１６年１１月１８日の、第３回 ビジネスモデル発表交流会では、「イノベーション」を 

テーマにかの、２８０万部ベストセラー「もしドラ」の作者であります「岩崎 夏海氏」に 

記念講演をしていただきます。会員限定ですが、ご案内いたしますのでご期待ください。 

 

◆「税理士との協業・ノウハウ提供を通じて小規模企業への支援を行う」で持続化補助金の 

採択をいただきましたので、HPの再構築やチラシ等を開発して皆様によりお役に立つように 

いたします。 

 

 11 月 18 日にはご披露させていただきますますので、是非ご臨席ください。 

  

これからは、グランドデザイン（GD）に倣って生きなければ、地球も人類も存続できないことを 

魂に刻み込んで生きてまいります。 また、お逢い致しましょう！ 

 

＊身計・老計等にあって、中小企業や地域のために４５１０（仕事）を一緒にやりたい方との 

出逢いを待ち望んでおります。「この指とまれ！」活動に移りますので・・・・ 

 

http://www.hosbiz.net/bosyuu.html 

  

http://www.hosbiz.net/bosyuu.html
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長い間、ご高覧ありがとうございます。皆様の志合わせの 4510（仕事）を祈ります。 

 

◆来年（2017）には、3 巻シリーズの本を出したいと思っております。本名は（仮）です。 

 心の様相と世開を変革するための私見的提言です。発刊の順番が変わるかもしれませんが、 

ライフワークの仕上げとして、また、後に続く世代に向けて執筆したいと念じております 

ので、発刊の際はご案内させていただきます。ありがとうございます。 

 

第 1 巻 経国済民へのイノベーション 

     中小企業社数は何故減り続けるのか？ 

  

第 2 巻 理念経営実戦のすすめ 

     地球環境の原点回帰と企業家精神 

 

第 3 巻 アセンション・人類と地球の未来を拓く 

     世界平和を実現するために   ・悟性の時代が来た 

 

  Captain 平本 靖夫 

       160805 

 

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４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 0８月０５日（金） 14：30～1７：00 

・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） 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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 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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第５回以降のお知らせ 

 

・場所 （5 回）ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ または 

    （6,7,8 回）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 １,000 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５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～17：00 北とぴあ（ＪＲ王子） 

２）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

３）第７回：2016 年１１月１０日（木） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

４）第８回：2016 年１２月０６日（火） 14：30～17：00 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山手線、地下鉄南北線 駒込駅 （株）I&C・HosBiz センター 

     第３回のみ：ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ９０１ 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_98.pdf
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１）第３回：2016 年 0８月０５日（金） 1６：２0～１６：５０ 北とぴあ９０１ 

２）第４回：2016 年 0８月２３日（金） 1８：30～２０：００  

３）第５回：2016 年 0９月０２日（金） 1８：30～２０：００  

 

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

 

◆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 3．６周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにてこの年末で４周年を迎えます。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 ★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。 

 

◆この年末から源泉徴収票への利活用が始まります。 

繁忙期に入る前に準備をいたしましょう。 

 

     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 
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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 

    

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