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経営の樹を育てる会 

 【第４7回】 経営の樹を育てる Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 4年 1月 7日（金）１８：３０～２１：００ 

場所  : アーバンサービス ２階フクロウ  オープン & ｚｏｏｍ配信 

出席者： 【会場】高橋・鈴木（建）・鈴木(一) ・金子(秀)・松谷 

      【zoom】山田(武)・鈴木(友)・渥美・鈴木(正)・鈴木(義)・渡辺・金井・高井・長

尾・小林 

      会場 5名  zoom 約 10名 計 15名参加 

講師  ： 古川益一 

司会  ： 高橋利至 

書記・HP・設営 ： 鈴木建太郎・鈴木一弘・渥美沙緒里 

 

開催・日時  ： 名古屋校 令和 4年１月 17日（月）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】熱田・渥美・小田・安藤・新田・真能・関上 

     【zoom】榎本・高橋・長谷川・鈴木(友)・冨士・渡辺 

      会場 6名  zoom 約 7名 計 13名参加 

講師  ： 古川益一 

司会  ： 渥美沙緒里・真能清成 

書記・HP・設営 ： 渥美沙緒里・安藤広樹・鈴木建太朗 

 

 令和 4 年最初の講義は、昨年 12 月 28 日に発売の「経営の樹を育てる」第 1 章及

び第 8章Q＆Aをテキストにしました。 

 

1.学んだことをいただきました 

① 経営のプロと家庭のプロは、基本的には同じ⇒ 儲けの中から、支出する。 

・プロ経営者 10訓 

    ２．自ら売り込まない、４．解決方法を決定してから実行、９．流れに飲まれず、逆らわず、

上手に乗る⇒ お客様が買ってくれるような自分になる  

・コロナバブル（＝平成のバブル） 

    ⇒ バブル時の金利３～３．５％が８％まで上昇⇒ コロナショックもそうなる（3年） 

・経営とは経営の樹を育てること 

    根っこである経営理念、幹の経営方針、枝である、ヒト、モノ、カネの計画、葉、花、土壌 

・コロナショック後の不況に備える 

・幹は経営方針 ＝ オンリー１の確立 

    方向性と考え方を示す 

 

② 古川先生が仰る経営とは？の答えが“経営の樹を育てる”この言葉に尽きると本勉強会で

学ぶことにより、より深く思う様になります。 

根の無い樹は育たない。本当にそう感じるようになりました。 
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取引を始めようとする時、会社のトップの方々とお話をすると、その会社のイメージが湧

いてくるようになってきました。 

私は経営理念に基づいて、会社運営を進めております。そのようにしていると自ずと簡単

に答えが出てくるようになってきました。 

知識は難しく、真理はシンプルが分かりかけてきました。それと知識は頭、真理は心と私

なりには腑に落ちています。 

本講義での内容で“高く買って安く売る”は協力業者様やお客様との信頼関係を大切にす

ると言うことを仰っていると、私も一方的な利益追求型の商売は必ず崩れると確信して

おり、常に話合いや打ち合わせを大切に遂行しておりますしこれからもそうして行きたい

と思います。 

以前先生に我々下請け業者のオンリーワンとは何か？と質問をさせて頂いたのですが、

私のオンリーワンは古川先生のように困った会社や人を再建する様に、困った内容の案

件を何とかして矛先を決め、進める事の出来るオンリーワンを現在構築中です。 

 

◎Comment 

 この度、「経営の樹を育てる」と題して出版しましたが、経営を一言で言い表わす言葉は他に

見つかりませんでした。 

 樹を構成する根っこ、幹、3 本の枝、葉、そして見えないものとして、根っこを育てる土壌(経

営者の品性)、花を咲かせる環境(顧客から顧客へと繋がる情けに報いる心)、これらの調和に

より、経営は成り立つものであることを広めてまいりたいと思います。 

 「オンリー1 は形のものではなく、心によるもの」です。受講生の皆さんが、オンリー1 確立に

真剣に取り組むようになり、大変うれしく思います。 

 

③ 個人の「借金」と会社の「借入金」の明確な定義を学べたのは大きかった。特に、企業の借

入金は【ヒト・モノ・カネを円滑に廻すためのお金】であり、【金利とはお金の使用料金】とい

う考え方は、改めて目から鱗でした。 

 

◎Comment 

 「借金は金銭に困った時、借りること」 

 「借入金は金銭を自社に取り入れて経営に役立てるために借りること」です。 

 借入金に対する罪悪感を持ったり、無借金経営を賞賛する風潮があるため、その違いにこだ

わっています。 

 銀行との付き合い方、法人税の成り立ちなどを考えれば、理解出来ると思います。 

 

④ 経営理念はとても重要。すべてはそれに基づいて動いていく、すべての基準。 

情報とは思いやりに報いるということ。データではない！ 

仕事はつかえること、器を大きくすることが大事。 

今年は自分の器を大きくしていきたい。 

 

◎Comment 

 「情報」をヒト、モノ、カネに加え、経営の４要素に加えるようになったのは、インターネットの普

及によるもののように思いますが、私はずっと違和感を持っていました。 

 いかに立派な情報を伝えても受け取るお客様の心が動かない限り意味のないものと思い続
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けてきました。 

 「情」とは、他人の心や物事の良さがわかる心、そして物事に感じて動く心のことです。社員一

人一人のお客様に対する「思いやりの心」がお客様からお客様へと伝播していくことこそが、

「情報(情けに報いる心)」と言えると思います。 

 

⑤ 全ては真理から。いくら形を整えたとしても、いつか形は変わる。それが悪いわけではな

い事もありますが、まず普遍的に変わらないものを磨いていく事で自ずと自分自身も磨

きがかかることを学びました。 

そして PDS 会議を一ヶ月に一回決めて、朝礼は短く社員の話を聞いていく。少しずつで

も自分を変えて行く姿勢になっていきます。いつも有難う御座います！ 

 

◎Comment 

 この勉強会を通して成長されてゆく姿を見ることほどうれしいことはありません。 

 ありがとうございます。 

 

⑥ 銀行に毎月(最低、毎月)経営計画書を出すということ。 

道歌はいいですね。 

 

◎Comment 

一般的に「銀行から借入れて経営がスムーズに動くことに対する感謝」が薄いように思いま

す。 

毎月の収支結果報告、決算後の経営計画書の提出は、銀行に対する感謝として当然と思いま

す。 

道歌は、いつの頃からか分かりませんが、自然に読まれたもので先人の想いが詰まっており

ます。折に触れ読まれることをお勧めします。 

 

⑦ 「経営者に品性が無ければ経営は成り立たない」 

この言葉、心に響きました。 

ややもすれば、どうすれば売上を上げられるか、どうすればビジネスを拡大させられるか、

そのことばかりに意識を向けてしまいがちになります。 

しかしながら、根(理念)を育てる土壌(品性)が悪ければ、どんなに枝葉(戦略・戦術)を繁

らせようとしても樹は育たない。 

そうではなく、品性(土壌)を磨きつつ、しっかりとした経営理念(根)・経営方針(幹)を打

ち立て、部門計画(枝)と業務マニュアル(葉)を作り、コントロールしていけば、自ずと売上

は上がると、強く認識する事が出来ました。 

 

◎Comment 

 この真理に気付くことが出来れば、必ず経営は楽しいものになっていきます。 

 

⑧ 経営者の品性・責任・心構えなど基本 

プロ経営者 10 訓の「実行不可能な努力をしない」が特に自分に不足しており、今年はこ

れをやれるように努力する。 

「時間の物差し」「賞味期限」も時間の概念をしっかりもち、命の大切さをしっかり認識する
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ようにする。 

 

◎Comment 

 講義内容をしっかりと受け止めて下さり、ありがとうございます。 

 徐々に自分自身の器が大きくなっていることを実感出来ると思います。楽しみです。 

 

⑨ オンリー1 は経営理念を追求し、昇華した本質化であり、異質化であることを学びました。

本質化というのは、お客様の側に立たざるを得なくなるもの、どうしてそこまでしてくれ

るのか？と思わせるものなのですね。商家の家訓や道歌の教訓をゆっくりと読み、日本古

来より先人の方々が続けられてきた心の持ち方を感じてみます。自分の考えは横に置い

て、大きな目で客観的に物事を捉え、いかなる時にも誠実に正しい判断が出来るようにな

りたいと思いました。 

 

◎Comment 

 「オンリー1 は経営理念を追求、昇華した本質化であり、異質化である」ことを経営方針作成

の根本的な考え方としており、鮮明に訴えていきたいと思います。 

 戦後、アメリカの経営学に影響を受けてきた日本ですが、家訓などを基本とした日本的経営

が見直されていることに、誇りと自信を持って学んでゆきたいと思います。 

 

⑩ 経営の 3 本の枝である「ヒト、モノ、カネ」とは性格が異なる「情報」について学ぶことがで

きました。今まで 4要素に加えられていたことに、違和感を感じていましたが、 

「情報」＝経営の樹を育てる「環境」であるということに納得できました。根を張る「土壌」

＝「品性」ということも感動でしたが、この「情報」＝「環境」も非常に感銘を受けました。 

お客様から返される思いやりや真心をしっかり受け留め感謝心の満ち溢れた「環境」にし

ていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 情報について深く受け止めて下さること大変うれしく思います。 

 世の中に経営の四要素として一般的になっている常識を覆していくのは大変ですが、信念を

持って訴えてまいります。 

 

⑪ 「経営理念の重要性」、経営理念が無いと迷った時に、どのようにするか決まらない。 ま

ず、経営理念、経営方針を決めて、それを社内に浸透させる為に社長の自分がまず実践す

る 事だと分かりました。 

 

◎Comment 

 経営理念の重要性に気付かれたことは大きな進歩です。大地に根を張ろうとする心が芽生え

たからです。 

 後は、理念の実践と共に品性を高める努力により、経営の樹は自ずと育つものと思います。 

 

 

⑫ 日記が大事な事。記憶でなく、記録で仕事をする。 
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◎Comment 

 「記憶ではなく記録で仕事をする」ことに気付くと日記帳をつけない訳にはゆかなくなると思

います。 

 日記の利点は沢山あります。 

 ・ムダな動きがなくなる 

 ・考え方、行動にブレが生じない 

 ・日々の考えが、バラバラだったものが一つにまとまってゆく 

 ・一日一日を大切にすることが出来る 

 その他利点は沢山あります。経営者である以上、必須のこととして日記生活を始めましょう。 

 

⑬ 頭で考えたこと、思ったこと、感じたこと、知識で物事を語ってしまう自分がいます。 

思ったことを口に出す前に、一呼吸置いてみること、一つ考えてみること、褒めてみるこ

と、明日より、実践してみたいと思います。 

 

◎Comment 

 全てにおいて一呼吸を置くことは大変大切なことと思います。是非実践して下さい。 

 

⑭ これからも勉強し、いろんなことを感じれるようになっていきたいと思いました。 

 

◎Comment 

 当勉強会では、「知識と真理の調和」を学んでいます。 

 それは、「いろんなことを感じられる自分になる」ことその一言に尽きます。 

 つまり、「知識を真理で活かす」考え方です。 

 良い所に気が付いて下さいました。 

 

⑮ 「経営の目的は、経営理念を実現すること」が心に残りました。 

 

◎Comment 

 経営理念を実現することは簡単ではありません。経営理念の多くは、お客様の立場に立って

作られており、お客様の立場に立った考えと行動を求められます。 

 しかし、日常の仕事はどうしても自我が出ます。 

 つまり、経営理念を追求すればするほど、自分自身を追い込むことになるかもしれません。 

 その時、お客様のために自分を犠牲にするような考え方を持つと苦痛となり、長続きしない

からです。その矛盾を解決するのが、真理の考え方です。 

真理としての「お客様のためにすることが自分のためになり、自分のためにすることがお客

様のためになる」ことに尽きると思います。 
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2.質問にお応えします 

 

Q１．コロナで世界的にお金のばらまきが行われていおり、数年後にはデノミやハイパーインフ

レは起きると思えますが、実際のところはどうでしょうか。 

 

◎Answer 

私は、過去の３大ショック(オイル、バブル、リーマン)を体験してきましたが、いずれも社会を

根底から揺るがす程のショックではなかったように思います。 

経済活動の歪が原因と思うからです。 

ところが、コロナショックは、人為的に作られたと思っています。極一部の大金持ちが金儲け

のために引き起こしたものと思っています。 

その理由は口頭で説明しますが、デノミやハイパーインフレなどより、今まで私達が経験した

ことのない大変化が起きると思っています。 

陰陽思想の８００年周期説によると２０００年は８００年の転換の年に当たります。この説によ

れば、今日まで栄えてきた西洋(米とヨーロッパ)が衰退、東洋が栄える転換年であり、西洋文

明の象徴である富裕層支配が崩れて新しい時代が到来する転換年になると予想されています。

その役割を担うのが日本と言われています。(陰陽思想講座の資料を参照下さい。) 

 

Ｑ２．借入金が返せない場合、利息だけ返せればよいとのお話がありましたが、これはどの金

融機関でも同じでしょうか。 

 

◎Answer 

 借入金の返済額は、元金返済分と金利分の合計です。お金を借りた以上、金利を払えば元金

の返済方法は話し合いにより決まります。 

 これは、全ての金融機関に共通することです。これをリ・スケジュールと言いますが、条件があ

ります。 

1. ３ヵ月以上、返済が滞り、「期限の利益の喪失」になっていないこと 

2. 毎月、収支報告をして、コミュニケーションを取っていること 

3. 全金融機関と同じ条件で交渉すること 

 この 3つを守っていれば、必ず応じてくれるものです。 

 

Ｑ３．講義内で古川先生が経営者時代に行っていた「FAX 報告」に感銘を受け、今の時代の流

れに沿った報告を心掛けるようにしております。それは、ありきたりな報告書でなく、 

【こちらで作業した内容を画像にして、オリジナルのコメントを一言掲載する】 

 

という心がけです。 

これもオンリーワンまで昇華できるキッカケになりますでしょうか？ 

 

◎Answer 

 完璧なオンリー1になると思います。 

 現代は様々な伝達方法があり、それを駆使することは、素晴らしいことと思います。 

 是非、続けて下さい。 
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Ｑ４．あるがままに無為自然で経営すると、会社の規模は今のままで良いと思う一方で、さら

に世の中に貢献するには規模を拡大したほうが良いかと思います。無理せず規模を拡大して

いくには、人財が自然に集まってくるような人間に自分がなることが最善だと思いますが、良

い人財が集まってくるようなおすすめのあり方などはございますでしょうか？ 

 

◎Answer 

求人については、多くの求人専門会社がありますが、それ程の効果は無く、普通の求人方法

の他は特にないように思います。 

 先程の「情報」で説明したように 

 ・お客様は来るもの 

 ・売上げは上がるもの 

 ・お金は集まるもの 

 ・人は自然に入ってくるもの 

 です。 

 社員の働きがいある姿や、会社の評判により自然に入社希望者が現れるものです。 

 私の場合がそうでした。無理に入社を募ることはないように思います。 

 会社の規模は、経営者の器の成長に従い、自然に大きくなっていきます。 

 むしろ、成長よりもブレーキをかけることの方が重要になってくるものです。 

 

Ｑ5．社員の 1 人が報告連絡相談が苦手だという事で、ほぼ何も相談のないまま、事が起きて

いる事が最近よくあります。報告連絡相談は業務の一つなので何かする時は教えてもらえな

いか？とこっちが相談している状況です。報連相についてもマニュアルがあった方が良いもの

でしょうか？ 

 

◎Answer 

 報告、連絡、相談は、マニュアル化しないと、長続きしません。 

 自然な形で、習慣にすることです。 

 私は、ホーレンソー日報と PDS会議を勧めています。是非実行して下さい。 

 

Ｑ６．テキスト 5 ページの「売り上げはそれほど頑張らなくても安定している」とプロ経営者

10訓の 1の安定は違いますか？ 

 

◎Answer 

 ５頁の「売上げは安定している」は、経営の樹が成長するに従い、必ず売上げは安定するもの

ということです。つまり、結果の姿です。 

 プロ経営者 10訓の 1、「プロは安定を望まない」は経営者自身の心構えです。 

 自分自身の品性を磨くことについては、ゴールはありません。死ぬまで磨き続けるものです。

そのためには毎日、「感謝、実行、反省」を繰り返していかなければなりません。 

 従って、これで良いと思った瞬間に後退すると思って下さい。 

 

Ｑ7．オミクロン株は弱毒性で、感染力がとても強いと言われていますが、その致死率はとて

も低いものとなっています。 

ですが、未だに、マスコミは煽り報道の手を止めることはなく、煽りに煽り続けています＆一
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部の芸能人、研究者、科学者の方々が報道の現場で、異論を唱え始めていることは朗報です。 

今回、ワクチン 3回目の接種、指定病院に選ばれることになりました。 

国は因果関係を認めていませんが、これまで約 1400 人の方がワクチン接種で亡くなり、数

千人の方々がその後遺症に悩まされています。 

私は、この日本において、この弱毒化したコロナに対して、ワクチン 3 回目は本当に必要なの

か？疑問に感じていますし、逆に打つことのリスクの方が高いのでは？とも感じております。 

そして、with コロナと言いながら、0 コロナを目指しているのか？と思えるくらい、その扱い

は致死率の高いサーズ、マーズと同じ扱いの第二類となっています。 

その為、２年以上経過した今でも、患者を受け入れることのできる病院は限られ、防護服まで

装着しなければならない始末です。 

この状況に、誰も何も思わないのでしょうか？ 

今のままでは、日本もその世界の利権の渦に飲まれ、少しずつ中国化の一途を辿るのではな

いかと心配です。 

それでも、また政府は蔓延防止措置と言う対策で、飲食店に大きな負担を与えようとしていま

す。 

この想像以上に残酷な世界の中で、これから私たちにできること、日本のあるべき姿、中小企

業が勝ち残るためにはどうするべきか？ 

古川先生はどう思われますか？教えて頂きたいです。 

 

◎Answer 

 長文の質問ありがとうございます。世の中の矛盾に対し、真剣に見つめられていること尊敬し

ます。 

 令和元年から突然起こったコロナ騒動は人為的に仕組まれたことがわかってきています。京

都大学の本庶佑教授はこのように述べています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクチンを拒否したブルンジ、スワジランド、タンザニア、コートジボワール、ハイチなどの大

統領は、50～60歳代ですが、令和２年から３年の間に心筋梗塞などで亡くなっています。 

この事実から推測できるように、全世界で正常な考えでは及ばないことが進行しています。 

多くの人はコロナは茶番劇と言われますが、そのような軽い話ではありません。 

もっともっと奥が深く、恐ろしい話であることを理解しないと全体像が見えてこないと思い

ます。 

次回、詳しく述べさせて頂きます。 

 

私は 40年間、動物やウイルスの研究をしてきました。  それは自然なことではありません。

意図的に作られており、ウイルスは完全に人工的なものです。私は中国の武漢の研究所で 4

年間働きました。その研究所のスタッフはみんなよく知っている。コロナの事故の後、全部に

電話したんだ。しかし、その電話機は何カ月も故障したままだし、研究所の技術者も全員死

んでしまったことが分かっている。 

 

私のこれまでの知識と調査から、「COVID-19」は天然ではないと 100％断言できる。コウ

モリからではありません。  中国が作ったんです。もし私が今日言ったことが今、あるいは私

の死後も嘘だとわかったら、政府は私のノーベル賞を取り消すことができるのです。しかし、

中国は嘘をついており、この真実はいつかすべての人に明らかにされるでしょう。 
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Ｑ8．時間や形は有限と分かっても、実際にそれをわかるのはムズかしいと思います。真理が

ヒントですか。 

 

◎Answer 

 形あるものや時間は、有限である事を悟っている人は少ないと思います。 

 だからこそ、形あるものに執着したり、自分は死なないと錯覚して、人生を無駄にする人が多

い訳です。 

 真理は、世の中の摂理であり、原理原則です。この真理を学ぶことにより、自分自身を大切に

生きようとする心が芽生えてくるものと思います。 

 是非大事にして下さい。 

 

Ｑ9．自分の器以上の事をしてもいい結果は出ないと理解しましたが、自分の器以上の事をし

ようとしてる基準はどう判断したらいいでしょうか？ 

 

◎Answer 

 簡単に言うと苦しいか？うまく行かないか？に尽きると思います。 

 1合枡には１合しか入りません。しかし、1合までなら努力は必要ありません。 

 1升瓶には 1升しか入りません。しかし 1升までなら必ず入ります。 

 ザルは水を汲むことは出来ません。しかし、そばなら盛ることは出来ます。 

 この例えの通り、自分自身の運命、器というものを早く見定め悟ることが大切と思います。 

 

Ｑ10．経営者の品性を磨いていくには何をしていったらいいですか？ 

 

◎Answer 

 大変難しい質問です。私は全ての人生体験から気付きを得て、我身に置き換え、感謝、実行、

反省を繰り返してゆくことに尽きると思っています。 

 そして、品性は生涯求め続けるものであり、終わりは無いものです。 

 「品性が向上するに従い、悩みは無くなり、人生が楽しくなる」ことは、間違いなく真理です。

従って、経営者の人生目標は、品性の向上にあると言い切って差し支えないものと思います。 

 

 

 

３． 勉強会で学ばれたい内容がありましたらお教え下さい。 

 

①  （まずは、予定されている講義を学ばせて頂きます） 

 

◎Comment 

 毎月 2回と LineでのQ＆A、そしてテキストにより 1章ずつ学ぶ環境が整いましたので、

先ずは一通り学んで頂ければ、おおよその方向性が掴めると思います。 

 

② 時間の使い方 

  (いつも目先の仕事に追われてしまっています) 
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◎Comment 

 私は再建コンサルタントの仕事をしていますが、倒産寸前の会社では時間の余裕がありませ

ん。倒産してからの時間は全く意味のないものになるからです。 

 従って、いつも時間制限の中で仕事をしてきました。 

 そして、何社か集中して来るために、時間の概念を取り払う必要がありました。 

 その体験から時間内に完璧にこなすポイントを申し上げます。 

1. 制限時間を設けること 

取り掛かる時に必ずリミットを決め、その時間内にまとめるよう時間配分をしてから取り

掛かります。 

2. 次善を求めて即実行 

完全なものを作ろうとすると、どうしても時間が掛かります。そこで次善、つまり最善では

ないが、その時点で良いと思われるものを作り実行します。 

“巧遅は拙速に如かず”です。 

3. 取り敢えず全体像を作り、後で中身を充実させるようにします。そのためには最終のゴー

ルまで一気に作成しなくてはなりません。 

 

③   少ない社員の会社の組織戦略ご学びたいです。 

引っ込み思案、自分が外国人で日本語がうまく話せなくて自信がない、自分は裏方なので

表に出たくない等、なかなか同じ方向に向けていけない。 

会議の後などは一種やる気になるが、長続きしていかない。何かしら戦略を立てたいです。 

 

 

◎Comment 

 少ない社員の会社の利点は、社長とコミュニケーションが取りやすいということです。 

 この場合は、組織という形に当てはめるよりも、一人一人の良い所を伸ばし、自信を付けてあ

げることにしたらいかがでしょうか？ 

 そして、インフォーマルの面を重視すべきと思います。社員と「仕事も遊びも一緒に楽しむ」と

いうことです。テキスト 55頁を参考にして下さい。 

 

 

４． 勉強会を通じて、自社(個人)にどんな成長を望まれているかお教え下さ

い。 

 

① これから会社・新事業を起こすので、経営理念である 

「ITで社会貢献。あるべき科学ライフスタイルの提唱と構築。」 

を実現できるように成長したい。 

 

② 勤めている人達が自信をもってウチの会社はいいとこだよと言ってもらえるような会社

になりたいです。 
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③ あるがままに生き、社員を幸せに、世の中に貢献する、器の大きい人になれればと思いま

す。 

 

◎Comment 

 いずれも素晴らしいお考えです。楽しみです。 

 

④ 人の良い所を見つけ、お伝え出来るように成長したいです。人を変えようとするのではな

く、自分自身を日々見つめ、相手の想いを感じ取り合わせることが出来るようになりたい

です。 

 

◎Comment 

 まさに品性向上を目指す生き方です。素晴らしいことと思います。 

 

⑤ 明日から会社でムダムラムリを考えて仕事をしてみようと思います。 

 

◎Comment 

 ムダムラムリの追放は、組織をスリムにして早く回転する原動力になります。 

 社員全員一丸となって取り組んで下さい。 

 

⑥ 会社を再建できる経営者になる事。 

 

◎Comment 

 私は、再建コンサルタントとして 20年間、様々な会社の再建に携わってきました。 

 会社の再建は簡単でもあり、難しいものでもあります。私は再建を依頼されると先ずは過去

の流れから将来を予測し、再建計画書を作成、将来の姿と、そこへ行くための道筋を決定しま

す。 

 その道筋を辿り、進めていけば、必ず再建出来ます。 

 しかし、再建は、従来の考え方では理解が難しいものでもあります。 

 どうしても、過去からの知識や経験が邪魔をするからです。 

 真理は、誰も否定しようのない原理原則です。この原理原則を学び実行すること以外には再

建は難しいと思います。 

 真摯な気持ちで当勉強会の目的である「知識と真理の調和に基づく実践経営者学」習得に取

り組んで下さい。 

 

                            以上 


