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はやぶさ 第５６号 ２０１３年１１月２２日(金） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

発行責任者： 一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

       理事長 平本 靖夫 

       （Captain 平本：（株）I&C・HosBiz センター） 

編集責任者： 理事 石川 昌平 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

◆DVD「経営特くんゲームのすすめ方」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 

 

 

メルマガ「はやぶさ」 第５６回目の発信です。 

 

       著者：一般社団法人 経営特訓士協会 理事長 

                  平本 靖夫 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

＊多くの方々に支えられて 

 

一般社団法人 経営特訓士協会（KTGA）キックオフ・Captain 平本の経営支援家活動４０年 

謝恩交流会を、東京・神楽坂の日本出版クラブ会館で、11 月 2 日（土）午後開催いたしました。 

KTGA は、創立して丁度 1 年。開発とテストマーケテングを終えて、これから本格的な普及 

活動に取り組みます。 

Captain 平本は、中小企業の経営支援活動 40年の感謝と、更なるお役立ちのための NEXT３０ 

のビジョンを発表させていただきました。 

 

ご来賓・コラボのパートナー等 22 名・スタッフ 14 名・合計 36 名の方々のご参加を得て、 

和やかにそして有意義な情報交換の時間を持つことができましたこと、この場をお借りして 

改めて心より御礼申し上げます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 本題 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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◆謝恩交流会の風景スケッチ・・その 2・Captain 平本の NEXT30 

 

＊NEXT３０とは、KTGA・HosBiz:の経営ビジョンであると共に、 

Captain 平本の人生計画でもあります。 

 

人生に五計あり（生計・身計・家計・老計・死計）の内の死計に当たる世代を 

設計しています。 

死に方の設計ではなく、いかに未来を生き抜くために次世代に繋ぐかという、 

存在理念であるグランドデザインに向けての仕上げであり、8１才から１００才 

までのデザインでもあるのです。 

生涯現役を通して志合わせの４５１０（仕事）果たして、創造神様の元に帰る。 

信愛するクルー達と共に・・・・・・ 

 

＊これからの中堅・中小企業経営は、パラダイムシフトする 

 

１）管理会計データによる経営   ←  税務会計データによる業務処理 

２）育成支援投資型経営支援    ←    役務代行型業務支援 

３）クラウド型情報加工システム  ←  自社内のみの会計業務システム 

                ↓ 

これからの中堅・中小企業の経営は、クラウドを活用し、管理会計データに 

もとづき、利益管理・資金管理を実戦してマネジメントする時代が来ている 

のです。 

 

  売上・売掛金管理・仕入・買掛金管理・在庫管理・給与計算等の業務会計は、 

社外委託（派遣や代行業務）して、本来業務（開発・設計・購買・生産・販売・ 

営業等の付加価値を産み出す仕事）に人材を集中して、人時生産性を向上させて、 

経営資源（人・モノ・金・しくみ・情報）を、効率的に活用できるようにする。 

その結果、自らが経営環境を創造し、そしてたくましく「進化・発展・進化」 

してグランドデザインが実現されるのです。それが企業の存在理念なのです。 

 

＊大宇宙の創造神様の、グランドデザインに調和しないモノは、全て淘汰される。 

こんなに明白な摂理が分からないで、生きている人が沢山いるのが現実であります。 

今起きている事件や出来事をつくづくと観ればお分かりになるでしょう。 

 

グランドデザインの三原則は 

  

１）争うな・戦争はいけない。殺し合ってはいけない。愛しなさい 

  ２）戒律を作って裁くのはいけない。原理主義をもって他を淘汰してはいけない 

３）教団や利益団体を作って、他から搾取や排除をしてはいけない 
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◆個人活動、企業活動、団体活動、社会活動、国家活動等も、そうした視点・視座 

で観れば、やって良いこと悪い事は明白です。 

それが内面の良心なのですから・・・ 

  

＊愛と調和と感謝の世開  ありがとうございます。もったいない。おもてなし。 

これが、理念経営の神髄であり、行動理念であります。峻厳と慈悲の愛の形です。 

 

◆経済活動においても、今までの経済ルールは制度疲労を起こしており、破綻する 

 する時は､近々に迫っていると云われています。 

 

１）拝金主義的資本主義は、終焉した。   

・金融システム・納税制度・マネーゲーム・基軸通貨のスイッチ 

 

２）地球環境と調和した経済活動をしない企業は存在できない 

・物流・エネルギー・食料政策のパラダイムシフト 

 

 ３）格差社会から分け与え合うコミュティ社会へと原点回帰へ 

 

 ４）地域社会と調和した、自立したコミュニティ・ビジネスへ 

・地産地消・自給自足型の経済活動 

 

 ５）清貧の時代感覚から、清富の時代精神へ   

・拝金主義だから清貧が説かれ、選択された。また、罪悪感を植えつけていた 

 

◆中堅・中小企業に働く人々や協力者が幸せでなければ、日本も世界も良くならない 

 

＊85%の邦民と圧倒的な企業数 ＊地域密着で活動している多くの人々 

 

＊１０％の中小企業家が目ざめれば、日本は変わります。 

  このために、全国ネットワークを構築して津々浦々に､必要なところへはどこへ 

でも､参りますのでお声がけください。 

 

＊その経営者の感化力と強化力を高めて、同志を増して、社会を変革できる力を 

蓄えて、世界から貧困と飢餓と病気をなくす 

 

◆この 40 年間の学びと訓練は、NEXT３０を実現するためのパワーアップで 

あったと魂の底から深く観じております。 

今までの 40 年間はこれから成す４５１０の為の訓練であったのだと、得心 
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してその学びが「世のため・人のため」になり､グランドデザイン実現のために、 

クルーと共に念いと力を合わせてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

◆１４．０２．０１（土）に「NEXT３０と育成支援投資型経営支援の講座」を 

開催いたします。以下の HP でご案内申しあげておりますが、場所等の詳細は、 

参加申し込み者あてに別途メールを差し上げます。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/schedule.php 

 

皆様との貴人の出会いに感謝申しあげます。   ありがとうございます。 

 

記念写真集を KTGAのHP：以下のアドレスでご覧いただければ幸いです。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/zisseki0.php?pg= 

 

◆DVD「経営特くんゲームのすすめ方」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   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム」のご案内 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/ 

 

◆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。 

 

＊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事によって、経営力 

がパワーアップされています。 

トライアルゲームを一度経験された方の再受講も歓迎します。 

再受講の費用は別途お問い合わせください。 

二度、三度と経験を積まれることをおすすめします。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/schedule.php
http://keiei-tokkunshi.jp/zisseki0.php?pg
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/
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１）１2 月 14 日（土） １３：3０～１８：30 台東区 

 

２）1月１８日（土） １３：3０～１８：30 台東区 

 

３）２月２2 日（土） １３：3０～１８：30 台東区 

 

  詳細のご案内は参加申込者あてに別途メールを差し上げます。 

 

◆経営特訓士資格認定講座 

   

＊第５回の認定講座（９／７、８）には、新たにインストラクターをめざす、３名の方 

が参加されて、販売機会を獲得する競争入札も行い、白熱したゲームが全部で５期 

展開され、マネジメント会計３表（MO、精算表、BS・PL）の作成方法や分析結果 

の使い方をしっかりと体得されました。 

 

その際にテレビ東京の取材を受けたので写真を掲載しました。以下の URL です。 

 

https://www.facebook.com/keiei.tokkun/posts/468814293217953 

 

https://www.facebook.com/keiei.tokkun/photos_stream 

 

  以下のホームページで１５名のプロフィルを紹介していますので、ご覧ください。 

 

    URL http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php   

 

＊第７回の認定講座は、 

３月２２日（土）、２３日（日） 10：00～18：00 北区 北トピア 

（ＪＲ王子駅～徒歩 2 分、 東京メトロ南北線 王子駅直結） 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_35.pdf 

 

  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。 

 

◆インストラクター資格認定講座 

 ＊第４回の認定講座は、 

https://www.facebook.com/keiei.tokkun/posts/468814293217953
https://www.facebook.com/keiei.tokkun/photos_stream
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_35.pdf
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１１月３０日（土）に 10:00～16：45で開催します。 

開催場所等は参加申し込み者あてに別途ご案内いたします。 

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

◆経営者、後継者、経営幹部向け夜間研修コース 

経営資源パワーアップ講座として、平日夜間の２時間セミナー開催を企画しました。 

 三現（現場、現物、現実）主義にもとづく実務講座です。 

  

 第３回 201４年０１月２３日（水） 実説 半沢直樹 中小企業版 元バンカーが語る 

 金融機関との付き合い方) 

 ＝基調講演と参画型パネルディスカッション＝ 

 

○ 元バンカーの藤井氏の豊富な実体験と平本理事長の豊富な経営支援体験で生々しく 

語ります。 

◎ 認定経営特訓士の方には、該当するマスターコースの講座を履修していただいた 

として単位を認定します。 

   詳細は以下の HPを参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_34.pdf 

 

第４回以降の「経営資源パワーアップ セミナー」のテーマと日程です。手帳にメモして 

いただきたくお願いいたします。 

場所、時間は今回のご案内と同じ：北トピア、17:30～19:30 です。 

 

第４回 ２０１４年０２月１３日（木） クラウド型多品種・少量・単納期 工場管理支援 

システムと三現主義 

講師は 当社団法人 理事長 平本靖夫 です。 

 

第５回 ２０１４年０３月１２日（水） テーマ、講師は次号にてお知らせします。 

 

詳細は、以下のＨＰを参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_34.pdf
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   http://keiei-tokkunshi.jp/schedule.php 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

編集後記 

 

新たに２名（石田、阪本両氏）の認定インストラクターが誕生しました。 

イラスト付きで、以下のＵＲＬに掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php 

 

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５６号を発行しました。 

 

   

・２０１２年 11月 13日（火）に第 1号を配信してから、本号で約１年になります。 

 皆様のご厚情に感謝します。これからも皆様に役立つ記事を掲載していきますので、 

 ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

・一昨日、１１月２０日（水）に 6つの会計事務所が共同で運営している「相続納税分割対策 

研究会」の忘年会に平本理事長とともに参加しました。 

 「日本で一番早い忘年会」というのが、キャッチフレーズです。 

ビジネスマッチングも兼ねており、約１２０名（100 社）と大変な賑わいでした。 

 

 特に印象に残ったことは、 

 平本理事長：格安の費用で営業代行をして、実績を上げている会社（本社；名古屋）の 

東京支社長との出会い 

石川：会計事務所を始めとした士業事務所の方と生命保険会社の方が多かったことです。 

   主催者は「士業同士のコラボ」の場にして欲しいと強調していました。 

.－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただけると、力が湧きありがたいです。 

皆様からのメールをお待ちしております。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/schedule.php
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
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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

