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経営の樹を育てる会 

 【第４1回】 ３章・組織円滑化計画と方位、年廻り Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和３年９月 17日（金）１８：３０～２１：００ 

場所  : アーバンサービス ２階ふくろう  オープン & ｚｏｏｍ配信 

出席者： 【会場】 鈴木（建）・鈴木(一)山田（武）・山田（ふ）・金子・楢崎・高橋・天谷・渡部 

      【zoom】渥美・吉田・鈴木(友)、小林 

      会場 9名  zoom 約 4名 計１3名参加 

講師  ： 古川益一・鈴木建太朗(インターネット広告) 

司会  ： 高橋利至 

書記・HP・設営 ： 鈴木建太朗・鈴木一弘・渥美沙緒里 

 

開催・日時  ： 名古屋校 令和３年９月６日（金）１８：３０～２１：００ 

場所  : ウインクあいち １１10室  オープン & ｚｏｏｍ配信 

出席者： 【会場】 渥美・陸浦・高山・鈴木(友) 

      【zoom】 長尾・榎本 

      会場 4名  zoom 約 2名 計６名参加 

講師  ： 古川益一 

司会  ： 渥美沙緒里 

書記・HP・設営 ： 渥美沙緒里・鈴木建太朗 

 

※前回より東京校と名古屋校のアンケートをまとめて集計することになりました。 

        

１．学んだことをいただきました 

 

◆ 東京校 

①  方位、年廻りについて 

・自分の星を知り、自然界の一員としてその流れの中で生きていくことの大切さを知りまし

た。今までほとんど気にすることなく生活してきましたが、「方罪」という神の世界の交通違

反をしていたのかと思うとドキッとしました。自然と守れるようになりたいです。また、営業

活性化計画では、自ずと売れる仕組みを考える事と学びました。 

 ・方位盤を原則から丁寧に学び、理解が深まりました。これから会社を設立したり、引越しした

りするに当たり、深めていきたいです。 

 ・本日のテーマ、己の人生については日々考え思う事があり、古川先生の仰る宇宙の力、見え

ない力が働いていることが方位や歳廻りで大きく影響していることを改めて確認致しました。 

今、引っ越しを考えていますが、年廻りや方位を今一度確認し進めて行きたいと思います。 

 ・方位盤について初めてよく理解できました。 

昨年のところで調べて見たら、その結果にかなり納得がいきました。 

今後方位盤や運も見ながら経営にも取り入れていきたいです。 

陰陽五行思想にも大変興味があります。 
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◎Comment 

 私達は、太陽系の中の地球に住んでいます。地球は、水星、金星、火星、木星、土星と共に太陽

を中心としてそれぞれ自転公転により回っています。 

 それぞれはどの位のスピードで回っているか、考えた事があるでしょうか？ 

 地球の円周は約 4 万キロメートルです。すると時速 1,666 キロメートル(40,000 ㎞÷24

時間＝1,666 ㎞)で動いています。これを 60 分で割りさらに 60 秒で割ると秒速 463ｍ

(1,666,000ｍ÷60÷60＝463m)は音速(350m)以上の猛スピードで動いていることに

なります。 

 しかし、実際は静止しています。何故か。引力に引き付けられているからです。もし引力、重力

がなかったら、地球上のありとあらゆるものが吹き飛んでしまいます。 

 この引力、重力の影響は、私達人間の人生にまで影響を与えている考え方から、方位、年廻り

などが考え出されました。 

 そして、生まれ年により、木、火、土、金、水の各星の位置関係により、本命星が割り当てられ

ました。 

 1白水星、2黒土星、3碧木星、4緑木星、5黄土星、6白金星、7赤金星、8白土星、9紫火

星の 9星です。 

 そしてそれぞれ相生関係、相剋関係により、バランスを取っています。 

 この仕組みを知り、自然と調和した人生を送ろうとする考え方です。 

 陰陽思想、五行思想も原点は同じです。 

これらも折に触れ、学んで行きたいと思います。 

 

②・営業活性化計画では、自ずと売れる仕組みを考える事と学びました。これも「営業」だけで

はなく、組織や財務と密接に関係しているのですね。何か特別なことをするわけではなくま

ずは、簡単なことを愚直にやり続けることを実践していきたいと思いました。 

 ・また、営業計画も黙っていても売れていく仕組み作りとありました。自然の真理、泉の如く自

然に湧き出るという考え方がしっかりきました。 

 

◎Comment 

 営業とは、売上を考える事という売上至上主義がほとんどです。しかし必ず、反動により収支

は悪化します。「経営の樹を育てる」とは、ヒト、モノ、カネと言う 3 本の枝の調和により、バラン

ス良く考えることです。 

 

③ 営業戦略ですが、やはり既存のお客様、元請会社様のお仕事を丁寧に愚直に行う事は勿論

のこと、昨今協力業者様からの紹介などが増えて、そちらも紹介者に私の会社に頼んで良かっ

たと思って頂ける仕事をする事を心掛けております。 

企業理念に掲げてる “助けられ 救われ 嬉しく思う感謝の心を人に伝える” を愚直に遂行する

ことが、仕事をしながら営業活動を同時に行っていることに繋がっていると思います。 
 

◎Comment 

営業の王道を歩まれていられること、素晴らしいと思います。 

多くの人の善意に囲まれて楽しく仕事が出来ることこそが、経営の原点だと思います。 
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④・健太郎さんのインターネットの話はとてもわかりやすかったです！何気なく見ているネット

の中でも、色んなことが起きているんですね！ 

健太郎さんに作っていただいているホームページでお客様からの問い合わせも増えてきまし

た！ 

健太郎さんの細やかな作業や思いで、素敵なホームページになっています。本当にありがとう

ございます。 

 ・本日の鈴木建太郎様のお話もとてもわかり易く、勉強になりました。 

いつもありがとうございます。 

 

◎Comment 

鈴木さんには、本日の講義でインターネットの専門家として登場して頂きました。これからも

それぞれのエキスパートにお願いしていきたいと思います。 

   

⑤  魂のこもった営業のお話、聞けてよかったです！ 

今は会社員で、自分で何かを売っているわけではありませんが、この考え方をもとに、自分に

できることを考えようと思います。 

また、『簡単なことをやり続ける』ことは、仕事に限らずとも大切だと思います。『これ、意味ある

…？』と思いがちですが、コツコツ積み重ねること、それができる自分を褒めながらやりたいと

思います。 

 

◎Comment 

 身にあまるお言葉ありがとうございます。 

私は、「会社経営は、楽しいもの」しかし、なぜ苦しいか？経営を知らないからである。経営その

ものは、考え方を変えるだけで成長していくものであり、決して難しいものではない、と思って

います。このことを一人でも多くの経営者に伝えたいと思っています。ありがとうございました。 

 

⑥ 昨今の新規開拓原理主義的な風潮の中にあり、改めて”真心によるお客様開拓”の重要性

を感じました。コロナ収束という考えから with コロナになりつつある昨今、オンラインを使っ

たデジタルマーケティングがもてはやされています。しかしながら、深耕開拓、そして感動開拓

という既存のお客様を満足して差し上げる奉仕心こそが、お客様を産むという逆説こそ、今の

時代に合った、無理のない確実な営業戦略だと感じます。かく言う私自身も一切の新規開拓営

業を捨てて、既存のお客様からの紹介が殆どとなり、真心によるお客様開拓の神髄を体感して

おります。 

 

◎Comment 

「経営の真理を学び実践する」これこそが、経営者としてあるべき姿です。 

 このように理解し、実践して下さること講師として何よりうれしいことです。 

 ありがとうございます。 

 

⑦ お客様に振り向いて頂けなければ､「経営そのものが」成り立たないという発想、視点で

日々の振る舞いを改めます｡ 

また､「いかにハッピーになっていただくか」は社外のみならず､社内にも向けようと思いました｡ 
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◎Comment 

経営はバランスです。具体的には社会責任の公益責任です。(第 1章) 

会社を取り巻く関係者との調和を図ることが経営者として発揮しなくてはならないリーダー

シップになると思います。 

 

⑧ 「お客様との向き合い方」、「お客様との心の触れ合いチェックシート」を拝見し、至極当たり

前だと思いました。 

ところが、自分自身がどれだけ出来ているかと、わが身を振り返ると、全然出来ていない自分

がいて、愕然としました。 

もっとビジネスを拡大したいと、新規営業にばかり意識がいっていて、既存のお客様に対して、

深耕開拓、感動開拓が出来ていませんでした。 

しっかりと反省をして、人対人の魂のこもった営業が出来るよう心掛けていきます。 

 

◎Comment 

 ３つ目の経営サイクル、TAR〈感謝(Thanks)、活動(Action)、反省(Reflect)〉に当たるも

のですね。毎日(反省→活動→感謝)を繰り返すことは、全ての基本になるものと思います。 

 

⑨ 物事をなすには「時」がある。 

営業とは、自ずと売れる「仕組み」を考えること。 

いまある「自ずと売れる」は、どんな仕組みから来ているのか、を改めて振り返ることで、見える

ことがあると思いました。 

 

◎Comment 

 営業活性化は、ヒト モノ カネの 3本の調和によるものです。新刊本、「経営の樹を育てる」で

その考え方や仕組みを財務諸表と共に詳述しました。 

 是非、その仕組みを理解して下さい。大きな力を発揮すると思います。 

 

⑩ お客様との心の触れ合いチェックシートは、凄く気付きの多いシートでした。 

昔から、お客様とは友人のような関係性を創るように心掛けてきまして、お客様がお客様を紹

介して頂ける関係が出来ました。 

それで満足をしていた自分が居ますが、最近コロナ禍で意外性により、お客様の感心を引き付

ける事等、何をしたら良いか解らなくなってきました。 

以前は BBQを開催したり、懇親会をしたりしておりました。 

もう一度、今を見つめ直して自分達が出来ることを考えて行きたいと思いました。 

 

◎Comment 

 心の触れ合いチェックシートは、営業の基本中の基本です。毎日、反省をしていないと忘れて

しまうものです。気付かれて良かったと思います。 

 

⑪ 簡単な事をやり続ける。先生からの学びから、可愛い小さな一筆箋を買い、お客様の書類

などに感謝や気持ちを添えて入れてます。もうすぐ一年位経ちますが、書類が戻ってくる時に

お返事が入っていたり、遠く離れたお客様の親御様や兄弟の方から、感謝やお願いをされたり

と、心から繋がっている感じがしてあたたかくなります。私しか出来ない事を精一杯お客様へ



5 

 

届けていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 これこそがまさしく、オンリー1です。それも形ではなく、心の世界のオンリー1です。これはお

客様への心がないと出来ないことです。是非続けて下さい。こういうことが会社の底力となっ

ていきます。 

 

◆ 名古屋校 

⑫ 『経営の目的は「経営理念の実現」であり、「お金儲け」ではない』ということは、人間が生活

し、人生を歩んでゆく根本の目的が、「何らかを実現すること」である聞こえ、「幸せになるため

に生きる」という単純、簡潔で重要なことを連想しました。 

 

◎Comment 

経営者としての人生は、自分本来の人生と一致するものです。つまり、本来の人間と法人と

しての人間の 2つの人格が一致することこそが、経営者本来の姿と思います。 

 

⑬ 営業の異質化で自社にしか出来ない事、弱い者が強い者に勝てる方法を考えていきたい

です。 

 

◎Comment 

 これは難しく考えることはありません。 

形でなく心の世界であれば必ずそのやり方が見つかります。 

楽しみです。 

 

⑭ 紙、脳、口、ショー 心を込めたお客様への提案を心掛けていきたいと思いました。 

 

◎Comment 

 士農工商をもじったものですが、さらにひとひねりしてみました。 

士 武士の士であり、品性を重んじる生き方です 

農 毎日、自然と共に根強く生活する生き方です 

工 技術やサービスを磨く生き方です 

商 商人、つまり経営者として収支を成り立たせ社会に役立つ生き方です 

 急に思いつきました。これも経営者の生き方としていけるかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

⑮ 営業とは物を売ることではなく、経営理念の実践をすることだと学びました。形を売るので

はなく、見えない心と価値を売ることが出来るよう、心を込めて仕事に向き合っていきたいと

思いました。その中でオンリーワンを見つけていきたいです。また、己の運勢では自分の星や人

生における大きな流れを学びました。仕事やプライベートでも意識していきたいです。 

 

◎Comment 

 本日の講義をしっかりと受け止めて下さり感謝します。その通りです。期待しております。 
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⑯ ◎以前、なんとなく講義でお聞きしていた「ふれあいチェックシート」が、全部にチェックが

入りとても驚きました。5年間、先生から勉強させて頂き、自然に出来た事に感謝します。 

◎営業活性化 10 訓が、掲げていた目標がある程度出来ていたり、理解出来るようになった。

たぶんですが、形の営業戦略は、心の営業戦略には及ばないのではないかと感じました。 

◎風水家相学などは、時間のものさしをしっかりやってないと、タイミングを逃し、やってはい

けない所で失敗する意味ではないかと思いました。計画を時間のものさしですぐに立てる様に

がんばります。 

 

◎Comment 

  この方は、何度も聴いて下さっている方で、理解度、気付きとも大変深く、素晴らしいと思い

ます。 

 当勉強会では、経営の真理、つまり見えない世の中の摂理を経営に役立てることを研究、学

んでいます。 

 これは形の世界ではないため、大変奥が深いものです。それだけに分かったと思った時点で

それ以上には深化しないものです。出来れば何度も参加して、その真髄を身に修めて頂きたい

と思います。 

 その深化に従い、経営は益々、楽しいものになっていく筈です。このことこそが、経営者への

最も早い道と思います。 

 

⑰ 営業活性化計画について学びました。 

ありがとうございました。 

10訓、一つづつ出来るようにしたいと思います。 

 

◎Comment 

 営業活性化 10訓の一つ一つは真理です。 

決して売上を増やすことを言っておりません。 

「売上は増やすものではなく増えるもの」 

 そうするにはどうしたら良いか？と自問と反省をする習慣をつけて頂きたいと思います。 

 

 

 

２．質問にお応えします 

 

◆ 東京校 

Q１． 鬼門となるか生門となるかのように、その人の考え方、生き方次第で、運勢は明暗が分

かれてくるものなのでしょうか。 

 

◎Answer 

その通りです。鬼門の方位は、北東、つまり冬から春へ向かう変化を表わしています。鬼門、

つまり不幸への門か、生門、つまり幸福が生まれる門か、それまでの人生の積み重ねの結果に

よるものと思います。 
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Ｑ２． ﾗﾝﾁｪｽﾀｰ戦略の後の『【1】戦う決意をする』と、十教訓の『争うな 争いは避けよ』は､「戦

い」「争い」といった似た部類のワードに感じます｡ 

２つの差はどういったことでしょうか？ 

また、履き違えないようにするにはどんな点に注意したらよいでしょうか？ 

 

◎Answer 

ランチェスター戦略は、戦争理論を経営に応用したものです。 

戦略は戦争をイメージしますが、戦略の意味は戦いを略すということです。そのため、営業戦

略と言われています。 

 「争いを避けよ」とは、品性ある生き方の一つです。私は、「売上は上がるもの」と主張しており、

矛盾を感じられたと思います。あくまで、ランチェスター戦略は、知識の世界の一つとして捉え

て下さい。 

 

Ｑ3． 営業計画は、営業マン個人が考えることではなく、会社全体で考えることだというお話

がありました。しかし、営業マン個人が考えなくてはいけないような風潮があると思います。な

ぜなのでしょうか。 

 

◎Answer 

 営業そのものの意味を簡単に考えているためかもしれません。 

目の前のこと、つまり枝葉のことしか考えないためと思います。枝葉の元は、幹であり根である、

その根を育てるのは土壌であると素直に考えて頂きたいと思います。 

 

Ｑ4． 「自然と売れる仕組みづくり」は、どのようなところから取り組んでゆけば良いのでしょ

うか。 

「今売れている」はあるものの、「これから売れる」がわからないため、常に不安の中にいる

感覚です。 

 

◎Answer 

 もっともです。世の中の動きは早く、環境変化はいつも起きています。現在のコロナ禍は極端

ですが、これからの世の中を読み解くことは出来ないため、経営者は常に不安の中で生きてい

くことになります。 

 そこで私は、「流れに飲まれず流れに乗る」極意を身に付けることを訴えています。 

 つまり、どんな困難にも耐えていく運命を持つことです。 

 それでは運命を強くするにはどうすれば良いか？ 

 形と心の両面から考えて下さい。 

〈形〉 必ず黒字経営を続けることです。黒字経営を続けていれば、財務面で困ることがありま

せん。借入れにより、1～2年の時間を作り、その間に挽回策を考えれば済むことです。 

〈心〉 関係者全員との調和の心を持つことです。つまり、対境関係者との分配責任を果たすこ

とです。 

 さらに、加えたいことがあります。それが真理と言われる自然界との調和です。 

 これは、少しづつ理解されていくものと思います。 
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◆ 名古屋校 

Q5.  仕事とは、得るものではなく、得られるものとは、お客様から得られるということでし

ょうか？ 

◎Answer 

 仕事は、お客様の紹介により増えてゆきますが、それだけではありません。全ての関係者(対

境関係者)の協力により、得られるものです。 

具体的には次の通りです。 

●銀行：積極的な融資体制を整えて下さり、仕入れや運転資金、事業拡大に繋がります。 

●国、地方自治体：税金を納めることにより、助成金などで仕事の拡大に繋がります。 

●仕入先：協力するだけでなく、知り合いの方や業者を積極的に紹介してくれるようになりま

す。 

●社員の家族：会社の宣伝をしたり、社員である夫や子を気持ち良く送り出してくれます。 

 この他、沢山ありますが、最大のものは社員にやりがいのある職場を作ることによって、持て

る力の何倍もの力を発揮してくれることです。 

 このような形で自然と仕事は増え、花が開いていくものです。 

 

Q6.  毎日、日記帳に書いておいた方が良い事はありますか？ 

 

◎Answer 

 日記帳の目的は 2つあると思います。 

1. 記録すること 

日記は、日を記録すると書くように毎日の出来事を記録することです。 

2. 心の成長に役立てること 

何のために生きるか、一日一日を大切なものにするため、自分自身の心の成長を記録する

ことです。 

感謝(Thanks)、活動(Action)、反省(Reflect)のサイクルを書き残すことで、日々の生

活が充実すると思います。 

そして、その日の感動した出来事、反省などを書くことにより、自分自身の気付きを深めて

いけるものと思います。 

その他沢山あるものと思いますが、それぞれの考えでオリジナルな日記帳を作られたらい

かがでしょうか？ 

 

Q7.  「己の運命」では、自分の星や吉方位などを教えて頂きました。「方位盤」には、本命星、

干支、易経、方角などたくさんの情報が詰まっているのでしょうか？ 

 

◎Answer 

 私達が想像出来ないような情報が詰まっています。私は 40 年間も興味を持って学ぼうとし

てきました。しかし、勉強しようにもその最終地点が見えません。 

 極めて複雑多岐に渡り、陰陽思想、五行思想、易経、老荘思想、風水(地相学、家相学)、そして

東洋医学にも及びます。 

 そこで、この東洋哲学と言われる学問の原点は何なのか？を学ぶようにしてきました。 

 私達の人生に取って学ばなければならない知恵として捉えれば良いと思います。 

 毎月第 1 土曜日午後、陰陽五行風水家相講座を ZOOM で開いています。どうぞ参加して下
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さい。 

 

 

 

３．勉強会で学ばれたい内容がありましたら教えてください。 

 

◆ 東京校 

1.営業についてのお話に興味がありました。 

今後、SNS発信は製品を販売していく上で力を入れて行きたいところです。 

 

◎Answer 

 インターネットの活用は避けて通れないと思います。 

 その技術に誠意とか感動などをどのように盛り込むかが、ポイントのように思います。 

 

２．企業戦略。起業する上での心構え。 

 

◎Comment 

 大変奥が深いと思います。当勉強会への参加、そして形と心の両面で考えて下さい。 

 

◆ 名古屋校 

3. 財務、営業、組織戦略どれも習いたいです。 

 

◎Comment 

 ヒト、モノ、カネの 3本の枝は大変重要で具体的なやり方を表わすものです。 

 ・ヒト 組織円滑化計画 

 ・モノ 営業活性化計画 

 ・カネ 財務健全化計画 

 として学んでまいります。 

 

 

 

４．明日からやってみようと思う事を 1つ教えて下さい。 

 

◆ 名古屋校 

① ビフォーサービス、アフターサービスを必ず行うようにします。 

 

◎Comment 

 営業の原点はこの 2つであると言って良い程重要です。 

 「お客様は 5人あればそれで充分」と言われます。何故か。5人のお客様に徹底して心のこも

ったビフォアー、アフターサービスを行うだけで、自然とお客様は増えていくものです。 
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5．勉強会を通じて、自社にどんな成長をのぞまれているか教えて下さい。 

 

◆ 東京校 

① お客様から選ばれ家族のようになれる会社を創れるようにして行きたいです。 

 

◎Comment 

 まさに「経営の樹を育てる」ことです。 

 根、幹、枝、葉、花と咲いていきます。 

 それを育てるのが、根の周りの土壌、そして葉を繁らせ花を咲かす情報です。 

 この真理が理解出来れば必ず実現します。 

 

② 自然に調和した土地作り、家づくり、村作りをしていく会社を作りたく計画中です。経営計

画を作成していけるよう、引き続き宜しくお願い申し上げます。 

 

◎Comment 

 いつでも遠慮なく連絡下さい。 

 私も、建設業、不動産業を営んでいたので、大変興味を抱いた分野です。 

 

③まだ自分が誰にどのような形で貢献できるか見えていませんが、自分がどれだけハッピーを提

供できるか見つけたいです。 

 

◎Comment 

 自分自身が、その意識を持って問い続けることによって自然に見つかるものと思います。 

 

④・利益を生み出す=社会に貢献するアイデアを生み出し、実行し、実際に利益を生む個人・組織に

なることを、目指しています。 

・経営者として、社会に貢献する 

 

◎Comment 

 社会に必要とされる自分になることにより、自然に達成出来ると思います。 

 楽しみですね。 

 

 

 

6．勉強会への質問、要望などがありましたらご自由にお書きください。 

 

◆ 東京校 

①川崎、品川、横浜駅近くでの開催を希望します。 

糀谷は伺いにくいです。 
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◎Comment 

 横浜にて陰陽五行講座を開いていますが、聞いて下さる方がいれば、どこへでも伺います。 

 よろしくお願いします。 

 

② 自分が為すべきことを､状況や環境に左右されることなく為し、あるべき心の姿で正しい道

を歩いてゆく努力をします｡ 

 

◎Comment 

 素晴らしい生き方と思います。是非、当勉強会も参考にして下さい。 

 

③ 古川先生、いつも丁寧にご指導くださいましてありがとうございます。 

毎回とても勉強になります。 

初年度の黒字化の大切さを古川先生にお伺いできてよかったです。 

ヒト モノ カネ 三位一体の経営戦略についてさらに詳しく学びたいです。 

 

◎Comment 

 経営の知識は時に大きな間違いを起こします。 

 しかし、それは仕方のないことと思います。 

 何故か？物事を一面から見ているからです。必ず両面からみる習慣を身に付けて下さい。「経

営の何たるか？」が、どんどん理解していくものと思います。 

 

④ 古川先生のお話を全身に浴びることで、自己を修養させていただいていると思っておりま

す。ありがとうございます。 

 

◎Comment 

 ありがとうございます。身に余るお言葉です。 

 日々修練していきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

                            以上 


