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はやぶさ 第２３１号   ２０１７年０４月０７日 (金） 

 

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

 

「75 歳のベンチャースピリット」・・・人生に五計あり 

   老計・死計を中心とした、生涯現役計画のお話 

   
１０回シリーズの 第７回‥増回しました 

 

著者：（株）Ｉ＆Ｃ・ＨｏｓＢｉｚセンター 

 

             Captain 平本 靖夫 

 

 桜は東京では、やっと満開になり上野の山も大賑わいでした。 

３日は、各企業・官庁の入社式でした。日本生産性本部の恒例に新入社員のタイプは 

「ドローン型」詳しくは http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001472.html  

をご覧ください。 

過去の成功体験や挫折の経験を捨て去って、イノベーション（変態脱皮）を果たして進化 

してまいりましょう。その中で、近未来をと成功した姿を見つめてビジョンをアリアリと 

イメージして、日々精進してまいりましょう。 

 

◆はやぶさ友の会を、１７０２２２に開きました。夏に 2 回目を開く予定です。 

その内容を、今回 はやぶさ・でお送りしておりますので、理念経営の存在理念のベース 

にある考働理念をお話させていただきます。 

 

◆２２８号から５回に渡りライトワーカー（以下：LW）について、お話いたします。 

そのために増回させていただきます。私は多くの貴人や方々のご指導ご鞭撻によって、 

生かされてきた。と観じており魂底より感謝申し上げております。 

 貴人といずれ貴人になられる方の、尊顔を目に浮かべながら語らせていただきます。 

この時代に「志合わせの４５１０」を一緒に進められますことに、愛をこめて感謝申し 

あげます。そして、GD（根源創造神）の４つのテーゼ達成にお役に立ちますように、 

念じて・・・・ 

 

＊＊４つのテーゼ＊＊世開が平和になり、地球の循環を維持するために・・＊＊ 

  １、どんな時も決して争ってはいけない・・・戦争・争議・怨恨・・・ 

  ２、戒律を作って、相手や自分の「身と心」を縛らないで、個性を生かし合う 

  ３、教団や思想の結社を作って、他を「悪魔」として排除しない 

  ４、本人からの依頼がない限り、自立性を尊重して決して手を出してはいけない 

    ・・・・国においても・家庭においても・企業においても・・・ 

 

◆ライトワーカー（Light Worker=LW）とは、直訳すると「光の仕事人」ですが、光とは 

 GDの 4つのテーゼの実現する仕事（4510）のことです。 

  地球の人々を、4 つのテーゼに反する悪しき影響から解き放つ手助けをすることを、選んで 

生まれてきています。地球意識と地球人を何らかの形で助けるために、高次の星からやって 

きているともいえます。 

 

大きな特徴がいくつかありますので、自己確認してみてください。 

肉体的な両親とは別に、本当の親や故郷がどこか遠いところにあると幼少のころから感じて 

http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001472.html


 2 / 6 

 

いる。そして、両親を心の底から親愛できない。特に同性同士（父親と息子・母親と娘） 

は、激しく対立する事が多い。 

 

  ＊LW の 4っの特徴は・・・ 

① 自分には果たさねばならない仕事（４５１０）があり、付和雷同したり群れることに 

抵抗感があり、同調できない時はむしろ一人で居ることを選択する 

② 人間はもちろん、植物、動物、自然現象、空気や水、海洋や山脈や河川の営み等 

すべてに生命を観じるワンネルの念いを魂底に抱いている。そして、その気持ちも 

分かる。 

③ 自分を強く守ってくださり、導いてくださる方々がいる。その方々を信愛して、素直 

に考働できる。そして、そのことにより滅びることは絶対にないと確信している。 

④ 幼少のころから、霊的な体験や存命できないような出来事に出会いながら、経験 

として通過してきており、そのことが LW への目覚めを促進する。 

  

 ＊いくつ思い当りますか？ この文章に関心をもたれ、一つか二つそうだな～と感じるので 

あれば LW の可能性がありますので、読み進まれて自分と出会ってください。 

 

 ◆私自身は、今は LW であることを確信し、「その４５１０を果たさねば帰れない」と信じて 

おりますことは、前号で述べました。◆LW は、それぞれが独自の方法で対象になる人の 

霊魂の覚醒の手助けをします。釈尊が言われる対機説法です。その人の個性にあった愛の 

表現方法を用いて、地球の新時代への移行（アセンション）を助ける役目を、任務として 

（志合わせの４５１０）持っているということです。 

その愛の形は多様で、峻厳であったり、慈愛であったり、時には 0311 のような過酷な経験 

であったり、「愛別離苦」であったりしますが、「勇気と希望」を与えることと、感化あるい 

は教化ができましたら最高との思いを常に持ち続けています。 

 

◆LW 特徴のチェックリスト 

 ＊インターネットから転載しました文章に、私が加筆してまとめ再編成しましたので、その旨 

をご了承くださり、そしてご自分で調べられて、ご自分の魂で判断してください。 

 ＊LW を検索しますと、いろいろなサイトがありますが、抱え込みのためのサイトもあります 

ので、注意深く対応してください。 

 

＊前述の４つの特徴を私の解釈でかみ砕いてお話しますので、自己確認してみてください。 

    前号までに①～⑫は述べましたので、復読ください。 

   

⑬自分の偉大さや、地球に新しい意識をもたらすためにやって来たことを魂の底では知っている 

が、様々な理由からそのことを認めておらず、行動にも移していないことが多いのです。 

この状態を解決するためには、静かにリラックスして、自分が本当はどこから来て何を任務と 

しているのかを思い出そうとすることが大切です。 

内なる神殿を見つけ、そこに行くことを強く強くイメージしてください。 
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そこにはあなたのガイド（守護霊・指導霊）がいます。そのガイドはソウルメイドであり、 

友達であり、自分自身でもあるのです。 

ガイドはあなたが自分らしく豊かになって、地球のためにも素晴らしい働きをするためなどの 

アドバイスや手助けをしたいと思っています。 

ガイドは高次元の視野からものごとを観れるため、この物質次元に意識を固定している自分 

たちよりも、多くのことを認識し何をしなければならないのかは分かっています。 

 

人生の様々な局面で、必要であれば、ガイドに何か尋ねてみるのもよいでしょう。願掛けや 

パワースポットやお守りに頼っては、LW の任務は果たせないことを自覚してください。 

内なる神殿にいったときは、そこにある自分の本質的なエネルギーを地球に持ってくる 

イメージをすることは,とても自分の仕事(4510)をする上で助けになります。 

 

私自身も、自宅の小さな書斎がこの内なる神殿であります。多くの方々のご指導とご支援に 

より“しくみ”つくりやビジネスモデルの開発に取り組んでおり成果を出しております。 

実際、世開は LW の本質的なエネルギーをとても必要としているのです。 

 

⑭旧時代の家庭や学校・職場等の教育の過程で数多くの決めつけや評価にさらされた結果、自分 

のセルフイメージがとても低くなってしまっていることが多く社会活動に不適合となって、 

ハジカレテしますこともシバシバとなります。 

また、理想主義の傾向があり、多くが芸術的な才能がある。 

実際、どのような表現手段であれ LW の仕事は芸術的な高い波動をもっていることが多い 

です。 

それらは、関わる人の心を癒し、本当の自分自身との繋がりを促します。 

 

⑮自分が愛の光の灯台であるということを、魂の深いところで知って考働している。 

この光は、癒しや覚醒を促すものであり、それは愛と喜びの波動です。 

LW の存在自体が、自然に周りの人の気持ちを落ち着かせ、新たな気づきを得る手助けをし、 

周りの人の存在を高める触媒的な役割を持っています。 

そして、意識の状態が上がった周りの人たちは本当の自分の人生を歩み始めるのです。 

このように LW は光の触媒となります。これは押し付けたり、相手を操作するものではありま 

せん。それは太陽の光のように降り注ぎ、相手の成長を促すのです。 

 

 

やるべきことは自らの光を強めるためにできることをすることです。それが結果的に周りの人 

のためにもなります。 

自分の存在や自分らしい貢献のレベルをアップグレードさせこの地球の波動を高め、全体が 

愛に満ち、争いのない、豊かな世界にすることに強い関心を持って４５１０を進めてまいり 

ましょう。 

 

⑯物質的な仕事の仕方に違和感を感じていることが多く、本当の自分はもっと違うことをやる 

必要がある気がしている。 

お金を稼ぐためだけの仕事をしていくことにむなしさを感じていたり、「本当にこんなことを 

していてよいのだろうか？ほかにやることがあるような感じがする・・・」など思ったり 

する。 

 

⑰精神の力の影響力が極めて大きなエネルギーを解放つことがあるのが自覚している。そして、

物質的なものを超えた本質の世界から物事を見て考えている。そのため、自分の考えを常に 

チェックし、それが低次の自己からくる(恐れ等からくる)ものなのか、それとも高次の自己(愛) 

からくるものなのかを識別し、本当の自分の道を常に選択していく自己を向上していく必要が 
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ある。 

 

⑱自分の本来の仕事（４５１０）をしていると、ビジョンや対策案などが突然湧いてくることが 

ある。 

それが実際には本来の自分の仕事なのですが、お金のことや物質的な手段のこと、そして現在 

の自分にはそのような能力はない、などということに気をとられることで、なかなかその方向 

に向かうことが困難であると感じていることが多いのです。 

実際には、本当の自分がやる仕事ができないというあらゆる理由(お金、能力、物質的環境)は、 

見せかけのものであり、実際あなたが一歩踏み出せば、驚くほどスムーズに自分らしく世界に 

貢献する道が開かれます。 

 

⑲自分らしく人に貢献していると、高次の（守護霊・指導霊）エネルギーが自分を通過して相手 

にいくため、自分自身もかなり高い波動に引き上げられる。 

逆に自分らしい人生を歩んでいない時は、葛藤やネガティブな気持ち、ストレスを抱えている 

ともいえます。本来は自分らしい道を歩まないほうが、LW にとっては無理な選択であり難しい 

のです 

 

自分本来の道を受け入れるとき、失敗することはありません。必ずやり遂げられます。 

 

⑳人を癒すことに関心があり、そのような仕事をしていきたいと思い生きがいにしている。 

スピリチュアルに関する仕事、ヒーラー、教育関係の仕事、セラピストなど人を癒したり、 

導いたりする仕事に就きたいという強い願望が魂の奥底がしっかりとあります。 

その実現の理念が、「理念経営」なのであり、手段が「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネット 

ワーク＝MSDN」であるのです。 

   
 

◆㉑以下のチェック項目は、次号でお話しします。一人でも多くの LW に出会い、そして 

本来の自己に目覚められますことを祈念してお送りいたします。ありがとうございます。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ お知らせ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■■「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」対応 HP 開設■■ 

     “かかりつけ医”とはどんなお役立ちなのかを是非知って、ご活用ください。 

      新設しましたので、ご高覧いただければ幸いです。 

 

       http://xn--fiqztj72ae5m.net/  

中小企業．Net 

＊スマホでもご覧いただけます＊＊＊ 

          リンクは。会員オンリーですので、ご連絡ください。 

     

＊中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」のねらい 

私達は、８０％以上の人々が働いている中小企業、小規模企業が「進化・発展、持続」 

しなければ、世の中は良くなることはないとの信念で、経営者との信頼関係のもとで 

育成経営支援に取組んでおります。 

  

◆目的◆ 

http://中小企業.net/
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イノベーションの時代・中小企業の「進化・発展・持続」の実現！ 

 

◆“かかりつけ医”とは、中小企業・小規模企業の育成経営支援を使命とし 

経営者を親身になってサポートする専門家（税理士・診断士・社労士等）で、 

３Win の実現を推進する企業の主治医（ビジネスドクター）です。 

 

  ＊３Win＝経営者・育成経営支援家・地域がお互いに繁栄する＝ 

 

      http://xn--fiqztj72ae5m.net/ 中小企業．Net 

 

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

 

経営環境の創出・適応して「安心・安全」の企業経営ができる、お役に立ちますように 

「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」を構築推進しております。 

 

◆企業経営の「安心」とは、いつでも経営者が使えるキャッシュが手許にあることです。  

「安全」とは、企業経営のカジ取り（行き先・アクセル・ブレーキ）を、先を見通した 

マネジメント会計情報（注）をもとに、行うことです。 

 

（注）経営者の意思決定に役立ち、キャッシュフローを「安心」の状態に保ち、収益力を 

高めるための、部門別（部署別・商品別・得意先別・仕入先別等）の管理会計のこと 

です。税務会計との違いは、税務会計は過去の実績にもとづく納税計算が目的なのに 

対して、マネジメント会計は、現在・未来を見通して刻々と（即時に）経営情報を 

経営者に提供して、未来のビジネスチャンスの獲得やリスクに備えることができる点 

です。 ライバルに差をつけるには、体得することがNO1になる条件であります。 

 

Ⅱ、MSDN は 4 つの支援サービスを提供します。 

 

１、ビジネスドック（企業の健康診断）・・・・・・・・208 号・・バックナンバー参照 

２、“かかりつけ医”インターン養成講座・・・・・・・209 号・・バックナンバー参照 

３、クラウド型遠隔双方向対話式育成経営支援（SOMAC）・・・・210号・・同上 

４、ビジネスマッチング・・第 3 回ビジネスモデル発表交流大会・・211号・・同上 

 

      http://xn--fiqztj72ae5m.net/ 中小企業．Net 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナー等のご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

■経営特くんゲーム（マネジメントゲーム）のお知らせ■ 

 

◆第５７回以降の「トライアルゲーム」（半日、１日コース）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 日程が決まりましたのでお知らせします。本格的な経営特くんゲームを体感できます。 

 電卓および PC 機を持参ください。 

 

 １）第５７回   5月０６日(土)   1３:０0～1８：０0（トライアルゲーム） 

http://中小企業.net/
http://中小企業.net/
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       又は 5月０７日(日)   1３:０0～1８：０0（トライアルゲーム） 

 ２）第５８回   5月１３日(土)   1０:０0～1８：０0（会計事務所向け：満席） 

 ３）第 5９回   5月 27 日(土)   1０:０0～1８：０0（２期連続、１日コース） 

 ４）第６０回   ７月０１日(土)   1３:０0～1８：０0（トライアルゲーム） 

  

●開催場所「経営特訓道場」 

 

JR 駒込駅南口 徒歩７分  東京メトロ南北線駒込駅 1番出口 徒歩６分 

 

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

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

◆経営特訓士インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 ◆お問い合わせは URL http://keiei-tokkunshi.jp/ 

 

次回以降の講座日程は決定次第、改めてご案内します。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆経営相談は 

 

 http://xn--fiqztj72ae5m.net/ 中小企業．Net 

 

     の「お問合せ」を開き、必要事項をご記入のうえ、送信してください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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://中小企業.net/
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

