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はやぶさ 第 62号 ２０１4年０１月０３日(金） 新年特別号 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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 6２回目の発信です。 

2014 年 新年特別号 平本理事長の年頭のご挨拶 

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

タイトル： ２０１４年は、パラダイムシフトは加速し、パラレルワールドの世開が顕在化する 

         NEXT30・理念経営の実践の時が来ました。キワードは“自立” 

 

 新年明けましておめでとうございます。 

 

 皆様の「進化・発展・持続」を、スタッフ一同心より祈念申し上げます。 

 日頃は、はやぶさのご愛読や,経営特くんゲームへのご参加、経営支援におきますご指導 

ご鞭撻、ご協力、コラボに感謝申しあげます。 

 本年も,スタッフ一同は全身全霊をかけて｡「世のため・人のため」に精進いたします。 

皆様の「進化・発展・持続」がない限り、私たちは仕事をしてない事になりますので、苦言・ 

提言・創意工夫を交ぜながら,「勇気と希望」をお届けいたしますので、よろしくお願い申し 

上げます。 

 

・本年は、経済・政治・自然現象においても、更なるパラダイムシフトが加速すると観じて 

おります。 

アベノミクスは、円安・株高・不動産の値上がり等で日銀短観も好転しているように 

見えますが、財政の課題や所得の向上等のデフレ対策は、出口は見えてはいません。 

先日の、ユニセフの子供の生活環境調査では、日本は世界第６位であり、特に子供の 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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貧困化が大きく懸念されているデータでした。経済は第３位ですが・・・・小学生の 

６人に一人の割合で、生活困難家庭なのが実態なのです。 

その原因は、所得格差の拡大で、いじめの遠因にもなっているのです。 

つまり、地域の中小企業が疲弊し雇用の機会も失われているのが実情なのです。 

 

・国内的には、４月の消費税の３％UP で、生活の負担感が増し売れ行きが落ちるのが 

確実ですが、もとに戻るかのリスクを抱えていると見るのが、多数意見です。 

 

・国際的には、TPPですね。アメリカがどのようにまとめようとするかにかかっていますが、 

決まれば、農業・商業・士業（税務士・公認会計士・弁護士・弁理士・医療等）にも大きな 

インパクトを与えることでしょう。そして官の規制が緩められて行政コスト・納税コストの 

“しくみ”も、変革を求められるでしょう。私見では、既得権と規制を外して新しい“しくみ” 

を生み出すには、外圧がないと変えられない所に来ていますので、「毒を持って毒を制す」で 

変革した方が、日本の将来のためには良いのではないかと思ったりしています。 

このことと農業や食料の自給自足の問題は連動してはいなく、食生活やライフスタイルの問題 

と受け止めています。対応は、地産地消の循環型経済活動ができるかにかかっているのです。 

市民レベルの生活意識の問題でもあるのです。私たち一人一人の・・・・・ 

 

・政治では０２０９の都知事選が注目です。無党派層の多い都民が安倍内閣を支持するのか？ 

もし、無党派層や反自民勢力が勝ち、TPP が批准され、アベノミクスがブラックになって 

くれば、政局は一気に不安定化するのではないでしょうか。政党の再編成を含めて・・・・・ 

 

・自然現象も、ゲリラ豪雨・竜巻・台風・地震等の天変地異があれば、大きな社会資本の負担が 

大幅に増えるのは、昨年で経験しているところです。予断ができない状況なのです。そこに、 

放射線量の問題が重くのしかかってくる事が続くでしょう。橋や道路、堤防を補修する原資に 

事欠く地方自治体も増えてきていますので、心配です。 

 

暗い心配事ばかりを並べてしまいましたが、経営者としてはどのように対応するのが良いので 

しょうか。 

それには、 

１）原点回帰して社会貢献を前提に経営を進める・・・・理念経営＝「世のため・人のため」 

2）経営資源をネットワークで補完し合い、有効に活用してローコスト経営を進める 

 3）資金については金融機関・公的機関と友好的に付き合うとしても、自立して依存はしない。 

 

経営計画書をしっかりと作成し、全員参加で推進し、管理会計で結果と先を読む訓練を積んで、 

経営のゴールド免許を体得されることが「安全経営のポイント」であります。 

 

パラレルワールドとは、旧世開の“しくみ”と、新世開の“しくみ”が並行して存在する世開の 

ことで、時流の端境期・潮目の時代のことです。どの潮目に、どの船に乗るかは自己責任の世間 
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でもあります。 

 

 皆様、最善を尽くして近未来を開き、持続しましょう。 

「求めよ さらば与えん！」 の言葉を信じつつ・・・ 

 

                  ２０１４年１月元旦   

                           理事長 平本 靖夫 拝 

 

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

◆DVD「経営特くんゲームのすすめ方」と小冊子「経営のゴールド免許の取り方」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。 

 

１）1月１８日（土） １３：3０～１８：30 台東区 三ノ輪 

 

２）２月２2 日（土） １３：3０～１８：30 台東区 三ノ輪または新御徒町 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/
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  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 6回の認定講座（11 月９日、１０日）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。 

 

  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 北とぴあ 8F（806号室） 

（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５回の認定講座は、 

現在のところ未定ですが、来年の４－５月頃を予定しています。 

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。 

 

11 月 30日に開催の第 4 回認定講座で新たに３名（阪本氏、野沢氏、八木氏）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に掲載する予定です。 

 

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

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

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

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_35.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
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◆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）主義にもとづく実戦講座です。 

  

 第３回 201４年０１月２３日（水） 17:30～19:30 北区 北とぴあ 8F（803号室） 

（ＪＲ王子駅～徒歩 2 分、 東京メトロ南北線 王子駅直結） 

 

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、実情にせまります。 

◎ 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。 

 

第４回 ２０１４年０２月１３日（木） 17:30～19:30 北区 北とぴあ 8F（805号室） 

（ＪＲ王子駅～徒歩 2 分、 東京メトロ南北線 王子駅直結） 

 

クラウド型多品種・少量・短納期 工場管理支援システムと三現（現場、現物、現実） 

主義による生産 

 

講師は 当社団法人 理事長 平本靖夫 です。 

 

詳細は以下の HPを参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_38.pdf 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_34.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_38.pdf
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第５回 ２０１４年０３月１３日（木） 17:30～19:30 場所は未定。決定次第 

お知らせします。 

 

「経営品質」とは 

 

  講師は経営品質セルフアセッサー、当社団法人の認定インストラクター、 

（株）I&C・HosBiz センター執行役員である 高橋 清 です。 

 

詳細は、以下の URLを参照ください。 

 

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

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

編集後記 

 

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６2号を発行しました。 

 

   

・あけまして、おめでとうございます。本年も相変わりませず、「はやぶさ」をよろしく 

 ご拝読の程お願い申し上げます。 

 

・２０１４年は「経営特くんゲーム」が滑走路での走行から離陸し、安定飛行に移行していく 

 第一歩にしたいと念じています。そのためには、皆様のご協力が不可欠ですので、一層の 

 ご支援をお願いいたします。 

常設の特訓道場の開設も検討しております。準備が整い次第ご案内申し上げます。 

 

・元旦の日経産業経済新聞によれば、２０１４年は本格的なクラウド化が推進される年だと 

いうことです。中堅・中小企業でも管理会計をベースとした部門別（店舗別）、製品群別、 

担当者別等で「損益」と「キャッシュフロー」がリアルタイムで把握できるシステムが 

使えないと「持続」できないと感じますので。そこに私たちの任務があると自覚しています。 

 第４回開催の「経営資源パワーアップ セミナー」（2014年２月 13日（木））では、 

 ものづくり系企業におけるクラウドの有効的な活用方法を解説いたしますので、是非ご参加 

http://keiei-tokkunshi.jp/schedule.php
http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
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 ください。詳細は下記の URLを参照ください。 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_38.pdf 

 

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

 

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。 

 

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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_2_38.pdf
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

