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はやぶさ 第８６号 ２０１4年０６月２０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 

 

一般社団法人 経営特訓士協会 

 

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

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

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

 

メルマガ「はやぶさ」 第８６回目の発信です、８回シリーズの第２回です。 

  

著者：（株）Ｉ＆Ｃ・ＨｏｓＢｉｚセンター 

                       Ｃａｐｔａｉｎ 平本 

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

 

タイトル：グランドデザインにならいて  

理念経営＝人本位（ひとほんい）経営 をすすめる 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 本題 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第２回 理念経営＝人本位（ひとほんい）経営 をすすめる・・その（１） 

 

◆理念経営＝人本位経営 とは 

 

 「理念経営＝人本位経営」とは企業活動、社会活動や経済活動をいか 

に営むかということだけではなく、この地球環境の中に存在する人間の 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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意義を深く思いめぐらしながら、地球の上に存在する全ての動植物や 

生物、そして水や土や空気とも調和して行く、人間生活の在り方の指針 

についても概念として含めています。 

 

そのシンボルロゴが、HosBiz（人間と地球にやさしいビジネス活動） 

として、デザインされています。 

 20世紀後半の経済活動（資本主義）は拝金主義であり、物質中心であり 

ました。時間や資本の生産性の高さが価値基準となり、豊かさや富むと 

いうことは金持ちや資本家になることになっており、「衣・食・住」の 

向上・欠乏を満たすことが中心となってしまいました。その結果、人間 

らしい生活や人間らしさを培う家庭は崩壊して、地域は荒れコミュニティー 

は失われてきており、極限域に達していると云われています。 

  

心の内に未来への不安と淋しさを抱きながら、経済活動に追いまくられて 

いるのが日本の多くの企業戦士といわれる人々の生き方でありました。 

 デフレ不況の真只中において、企業存続のため社員をリストラする大企業 

は後を断ちませんでしたが、アベノミクスでは一転した労務政策を打ち 

出しています。労働力の需要と供給の視点でしか、人間を見てないのです。 

安態であり安定であると思っていた企業から、生活基盤を奪われて目覚めた 

人達が、現在の社会の在り方を変えて行くであろうと観察しています。 

 

 豊かな人間らしい生き方とは何かを考え、ライフスタイルを変える人々 

が増えています。私も街おこしに取組んで強く感じますことは、地域に 

おける自営業者（商・工・農）の役割の大きさと、勤労者の地域自治活動 

への参画の大切さです。私自身も鳩ヶ谷に戻ってくるまでは、自治活動は 

父母や妻にたよりきりで、地域のことはほとんど知らなかったと、悔恨を 

もって反省させられました。地域と家族こそが安心と安全を守るカギで 

あると、今は強く信じております。 

 

◆ 清貧から清富に意識を変える・ 

 皆様のビジネス活動におけるお金に対する価値観は、清貧・清富・それ 

とも拝金主議的営利主義ですか？                               

拝金主義的営利主義は、自分の利益やお金のためならば、人を泣かせても、

押しのけても自分さえ良ければ良い。と資本の投資効率を優先のするビジネス 

活動で、地球環境の破壊も省みずに搾取を繰り返えす企業活動です。 

 

清貧は、富むことに対する罪悪感を持っていたり、競争してライバルを 
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蹴落としても自分の立場を守る事が出来ずに、相手の立場を考えてつい 

譲歩してしまい、損を握ってします人です。つまり、したたかに儲ける事 

が苦手なのです。 

 そして、基本的にお人好しな人が多いように観じています。 

そう云う私も、長い間清貧に慣れ親しんで、お金を貯めることや金融 

投資等には抵抗感が有りましたし、困っている人をまたいでは通れません 

でした。つまりお金に対して淡泊で、割り勘でもいつも多く払うのです。 

そして、お金持ちの人の人格や品位と波長が合わないことが多いのです。 

                                      

しかし、グランドデザインによれば、お金に執着するのはいけませんが、 

まだまだお金のいらなくなる社会構造になるには、時間がかかると思います 

ので、清富の行動理念でこれからの時代を生きてまいりましょう。 

 

清く富む＝清富につきましは、次回述べさせていただきます。 

ありがとうございます。 

 

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

◆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   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆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）７月２６日（土） 13：30～18：30 「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 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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  ご案内は以下に掲載しています。 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_50.pdf 

 

２）８月２３日（土） 13：30～18：30 「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 

 

  ご案内は以下に掲載しています。 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_51.pdf 

 

３）９月２７日（土） 13：30～18：30 「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 

 

  ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_55.pdf 

 

４）１０月１８日（土） 13：30～18：30 「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 

 

  ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_57.pdf 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

＊第９回の認定講座は、 

 

９月６日（土）、７（日） 10：00～18：30  「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 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_50.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_51.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_55.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_57.pdf
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ご案内は近日中に掲載します。 

 

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。 

 

※第１０回の認定講座は、仙台にて合宿研修方式で行います。 

 

 日時は１０月１２日（日）、１３日（月）です。東北地方の方は、ご予定ください。 

 合宿会場は「茂庭荘」を予定しています。詳しくは、のちほどＨＰにてご案内します。 

 

◆インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

 第５回 ｢経営特訓士インストラクター認定講座｣は、 

 

７月５日（土） 10：00～18：30    「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 

 

詳細なご案内は、以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_52.pdf 

 

認定インストラクターは、現在１９名ですが、資格を持ちながら、ＨＰ上に未掲載 

の方もおられます。 

７月５日（土）を予定しておりますので、該当者はご確認ください。また、事務局 

からご案内申し上げます。 

 

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/data/mls723lpdf_1_52.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆プレゼントのお知らせ 

    

「人生に五計あり」の保存版を作りましたので、ご希望の方は、 

 

  happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

でお申込みください。 

折り返し、メールにて送付させていただきます。 

 

◆お知らせ 

HosBizSOMAC クラウド型中小企業育成経営支援メソッド ネットワーク構想 

の発表会（プレゼン）を開催いたします。 

・対象者：中小企業経営者、メンター、育成経営支援家、ネットワークシステム 

     提供者（HosBiz 会員限定） 

・日時：２０１４年７月２３日（水） 15：30～19：00 その後、名刺交換会、 

懇親会あり。 

・会場：北区 北とぴあ ＪＲ王子駅～徒歩 2分、東京メトロ南北線 王子駅直結 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆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８６号を発行しました。 

本号の編集後記は、編集責任者の石川が執筆しました。 

 

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

・６／１４（土）のは、２卓 ８名で、第３６回のトライアルゲームを開催 

しました。今回は、Ｂ社で４名、個人参加が４名でした。 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php


 7 / 7 

 

初参加の方々ばかりだったので、ゲームの進行が遅かったのですが、しっかりと 

仕事の基本と、経営の疑似体験は十分に味わっていただいたとおもいます。  

時々上がる悲鳴にも似たつぶやきは、闘争心と持続への刺激となったようです。 

 ほとんどの方が、資金繰り表から精算表を経てＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌまで完成させる 

ことができました。添削した模範解答は参加者全員にお送りいたします。 

 

◆しかし、しっかりと体得するには、繰り返しの特訓が必要ですので、 

 「経営特くんゲーム・マスター・１００≫コースを」を新設します。 

ＨＰの案内に注目ください。土曜日開催のお手軽コースです。 

 

トライアルゲーム参加者には、別途ご案内をお送りいたしますので、よろしく 

お願い申し上げます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただきますと、発信する勇気と力が 

湧いてきますので、皆様からのメールを心待ちしております。よろしくお願いします。 

 

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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

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

