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経営の樹を育てる会 

 【第４9回】 第 3章 組織円滑化計画 Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 名古屋校   令和 4年 4月 18日（金）１８：３０～２１：００ 

          東京校    令和 4年 5月 6日（月）18：30～21：00 

会場  : 4月 18日 古川益一宅 ZOOMのみ 

      5月 7日 アーバンサービスふくろう LIVEと ZOOM 

出席者： 名古屋 髙橋、鈴木(建)、鈴木（一）、鈴木（友）、渥美、上田、渡辺、関上、榎本、

小林、新田、真能、長尾、冨士、安藤 15 名、東京 長尾、金井（克）、山田（武）、

山田（ふ）、松本、髙橋、渥美、金井（隆）、小林、鈴木(一)、鈴木(建)、金子、松谷、

西野 14名、計 29名参加 

講師  ： 古川益一 

司会、HP  ： 高橋利至、渥美沙緒里、鈴木建太朗 

書記 ： 鈴木一弘・渥美沙緒里 

会場設営 ： 鈴木一弘 

 

 

 

1.学んだことをいただきました 

① 組織運営の３原則を守ることで、社員は失敗を恐れずのびのびと仕事に取組むことが出

来るのだと学びました。それが働き甲斐にも繋がるのですね。 

また、人の欠点を認めて丸く収めることで調和の取れた組織が育ち、お互いが存分に力

を発揮出来るのだと感じました。そうなれば会社は自然と発展していくのですね。 

 

◎Comment 

 組織運営は、社員一人一人それぞれの力を充分に発揮させながら、相乗効果を高めていくこ

とに尽きると思います。 

“個を無視しない全体   全体を生かす個   渾然融和の極致” 

 と言われます。 

 

② 経営計画書の作り方について、100点を取ろうと思わずに、ともかく今書くということを

改めて認識しました。しかしながら、今構想中の新規事業についてまだ具体的に何をする

か落とし込めず思案中です。まだ教えが身につかずどうもすみません。 

快適職場の三要素：見える快、聞こえる快、言える快 を忘れずに覚えておこうと思いまし

た。 

就業規則の作り方は、目から鱗でした。 

 

◎Comment 

 経営計画書の作り方にしても、職場作りにしても、明確な指導書というものはありません。就

業規則に至っては、何十年も前の役人が作ったものをそのまま使っています。 

 80％近くが赤字決算会社という現実が経営学そのものが未完成ということと思います。 
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 知識を真理に活かすことにより、必ず成功する真の経営学を追求してゆきたいと思います。 

③ 現在、社員は男性社員 1名、パートの女性１名です。売上が下がる中、社員のモチベーショ

ンをあげる事はとても難しく感じています。事実３月に 1名退社してしまったのも、働き

がいを持たせる事が出来なかったせいだと反省してます。 

人数が少ないので、作業的な会話は出来てると思いますが、その他全体的に出来て無い

事ばかりでした。自分でも日記がいつもやろうと思って出来ないのに、いきなり社員にや

らせる事は酷に思いました。それでも社員が真面目に書いて来てしまったものを毎日赤

ペンチェックするのは、出来る自信がまだありません。 まずは自分自身が日記を書かな

いといけないと思いました。  組織として、とても一気に出来ないので、まずは PDS会

議から取り組めたらと思います。 

 

◎Comment 

 経営者としての自信が無いために躊躇しているものと思います。 

 経営者としての自信が付くようになるのは、簡単なものではありません。 

 しかし、考え方を変えれば、それ程難しいものではありません。 

 対境関係図にあるうように自分自身を対境関係者の一人に位置付け、経営の仕事をする人と

して考えて下さい。 

 そうすれば、社員を引っ張るという考え方から社員と共に仕事をする仲間意識となり、良き

相談者として協力して頂けるようになると思います。代表取締役から代表相談役へです。 

 

④ 感謝の意味を改めて学びました。 感謝は善悪を決めないで全てを受け入れる度量、知識

では自分に良いことに対して感謝をしがちですが、起こりうること全てに有難うという心

を持てるようにしてゆきます。 

そして実行の意味も闇雲にではなく、相手の仕合せを思いながら進んで行く様に心の在

り方を学びました。 

今日の一番印象に残ったことは、経営の目的のひとつに、”社員との日々を輝かせる”でし

た。 

私も昔ある組織作りをしていたことがありますが、やはり一般に言うコミュニケーション

がとても上手く行ってると仕事も人間関係も良好で成績もぐんぐん伸びて行った経験を

思い出しました。 

協力会社様や銀行、取引先、その他全ての関係もこの”日々を輝かせる”という精神を実

行していくことに意識して行きたいと思いました。 

 

◎Comment 

 「感謝」は広く大きく受け止める心です。 

 この意味が理解出来るようになると 

１. 人を批判しなくなります。 

２. 自分の思いを要求しなくなります。 

３. 人の良い所が見えてきて欠点が見えなくなります。するとその方は自然に欠点が消えて

ゆきます。 

４. 何よりストレスが無くなり、周りの方と良い関係を保つことが出来るようになります。 

 その結果として“社員との日々を輝かせる”ことになります。気付かれて良かったと思います。 
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⑤ 講義前半の前回の振り返りを復習するにあたり、「次善を求めて即実行」の重要性を改め

て感じました。経営の樹を育てる会は、「経営の真理」に基づき、様々な視点から勉強して

いく会ですが、何度も聞いて実践していける側面があるのも勉強会の特徴だと思います。

今後も習慣化できるレベルに達するまで、何度もお話を聞いていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 当会では、「経営の真理」に基づきながら「経営の知識」も同時に学んでいます。 

 「真理」は学べば学ぶ程、シンプルになってゆきます。「知識」は逆に複雑になってゆきます。こ

の違いを理解出来るようになると、今まで見えなかった世界が見えてくるものと思います。そ

して、知識だけでは解決出来なかった問題が解決出来るようになります。 

 そうなるためには、何回も参加して下さい。一回では知識としては分かっても真理の部分で

は、かじった程度と思っていただきたいと思います。 

 

⑥ TARサイクル、社員として働くに辺り、仕事・お客様・働けることへの感謝することは、と

ても重要だと感じました。 

感謝、大きく受け入れる心。昔に比べると少しできてきたように感じていますが、まだま

だできていないことがあるとも感じ、引き続き意識していこうと思いました。 

 

◎Comment 

Thanks(感謝)、Action(実行)、Reflect（反省）を繰り返すことにより、着実に成果が上

がっていくものと思います。 

感謝：善悪を付けないで広く大きく受け入れる心 

実行：相手の幸福を願って仕える事 

反省；誠を尽くしたか？と問う心 

 

⑦ 「結果責任は経営者のみ、社員は遂行責任のみを負っている。 

それを社員に伝えることで、社員はのびのびと働ける」と教えて頂きました。 

社員が、結果責任も負っていると思うと、 

失敗したら、その責任を負わなければならないとなり、 

委縮してチャレンジしなくなるので、 

この二つの責任を明確にわけることは、とても重要だと感じました。 

 

◎Comment 

 この責任の違いを分けない場合が多く、敢えて社員に伝えてあげたいものです。 

 無為自然の入り口に近付くものと思います。 

 

⑧ 対境関係図と陰陽五行思想に当てはめると、ある程度の事は仕分けができると思いまし

た。 

就業規則で言えば、性悪説で作りながら性善説で説き、さらに会社の目的（理念）を入れ

るのも、対境関係図で経営者が真ん中にいない事につながるのではないかと思いました。

（説明しにくいのですが） 



4 

 

今後も考え方を学んで気づき、経営判断の軸を強くしていきたいです。 

 

◎Comment 

 その通りです。深く追求、理解も深くなっているものと思います。 

 ありがとうございます。 

 

⑨ ムダ、ムラ、ムリを日々見直し、無くしていけるように努力していきます。 

 

◎Comment 

 ムダ、ムラ、ムリの無くし方は順序があります。 

１. ムラを無くす 仕事量のムラ、仕事内容のムラ、指示内容のムラなどを無くすことです。 

２. ムダを無くす ムラが無いとムダが発生しなくなります。 

３. ムリを無くす ムラ、ムダが無いとムリな仕事が無くなります。 

 

⑩ 陰陽で、考えるとどちらが良いとか悪いではないと、古川先生からお聞きしたことが、と

ても興味深く、心に残りました。 

ロシアとウクライナの戦争でも、どちらが良い悪いではないと考えると、そこに自分の思

いや考えがあったとしても、戦争となると、どちらが良い悪いではないと思う気持ちもあ

ります。 

ですが、職場においては、その内容にもよるかもしれませんが、自分の意見を押しつけて

しまったり、時には否定してしまう場面って、あったりすると思うんです。 

とくに私は、自分が正しいと言う気持ちが強くあるように感じています。 

それは、お仕事においても、それ以外においても、良い、悪い、正しい、間違いとジャッジ

があります。 

先日の質問と重複するところがあるかもしれませんが、意見交換、意見のぶつかり合う場

面、相手に自分の気持ちを伝える時、真理を通じて、周りの職員と調和を保つには、どう

したら良いのでしょうか？ 

 

◎Comment 

 職場の雰囲気をどのように保つか？ということと思います。 

 経営の樹の根の周りの土壌に当たりますが、アルカリ体質にして下さい。 

 アル＝「アルかもしれない」として否定しないこと 

 カリ＝「仮にやってみよう」としてとにかくやってみる 

 このように簡単に考えて下さい。 

 

⑪ TARサイクルを、社長・社員が心がければ、全てにおいて感謝が生まれ、争いごともなく

なり、お客様に 100％尽くすことが出来、自然にお客様や売り上げも増えていくと思いま

した。人の為にすることが、自分の為になる。 自分が成長しただけ、人の為になる。どん

どん学び、成長していきたいと思います！！ありがとうございました。 

 

◎Comment 

 良いところに気付いて下さいました。 

 「人のためにすることが自分のためになる」これは真理です。人からの感謝を考えないで、自
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分のためにすること、この気持ちがあれば仕事は楽しくなるはずです。 

 結果として、自分自身が最も成長していくと思います。 

⑫ ★★★まず企業は利益を出して、 

それを還元する：社員、設備/教育投資、未来（社内留保） 

そのような「経営体」を作りたいと思います。 

（前回のQ＆Aから） 

★★★銀行が「どうぞ借りてください」という経営計画書を作る。 

★★★経営者は、会社の中でなく、会社の外で「会社の経営を担っている存在」。（うまく行

かない場合、ハッピーリセットでも良い） 

★★★日記：人生の記録。10年で 3650回。 

  ⇒ 記憶でなく、記録で仕事をする 

★★★目標：「誠意ある計画書」 

  ⇒ 達成できる目標 

  ⇒ 売上を減らしながら、利益を上げる 

 

◎Comment 

 よくまとめて下さり感謝です。 

 ありがとうございます。 

 

⑬ VOCサイクルについて、より深く理解できたように思います。経営者の役割、仕事を再確

認出来ました。 

まだ従業員が居ませんが、調和のとれた組織づくりや運営を意識して行きたいと思いま

した。 

 

◎Comment 

 VOCと PDSの違いを理解していただくと、経営者の仕事の本質が見えてくると思います。 

 

⑭ 会社組織は人と仕事の調和であることは奥が深いと感じました。やる気がない、能力が低

い、協調性がないなどというのは、ヒトではなく会社組織に欠陥があることがあるとわか

りました。それぞれ性格や能力が異なるヒトを組織の成り立ちにより生かすことが出来る

のが経営者なのですね。ヒトをいかに生かすかは、社員一人一人を見る目が大切と学びま

した。そして、社長次第で社員にやる気が芽生え、能力も向上していくのですね。全ての基

となりそうな品性を高めていきたいと思いました。 

 

◎Comment 

 「人を疑わず組織とシステムを疑え」は経営者の最も大切な視点であり、且つ経営者でないと

出来ない仕事です。 

 パーフェクトな感想ありがとうございます。 

 

⑮ 自分が本気で会社を通じて、会社に関わる方々に感動を味わっていただきたいと思った

ときに、今までの学びがスーっと入ってきました。全ては、自分が結果的に逃げていたん

だろうと思いました。 スタッフが任せられることは、嬉しいことだと思いましたが、社員

という立場では、責任は取れきれないので、私が方針や戦略も決め、私が貫いていくこと
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が、より早く感動サイクルを作れる会社になると思いました。 

スタッフは、経営のことはわからないので、私が率先して動いて見せることが、もっとも良

いと理解しました。スタッフや他の方々にも遠慮をする癖が、いつの間にかついていたの

に気付きました！これからは自分の意志をもっと出していきます！ 

古川先生の経営の勉強会は、真理の勉強会なので、経営以外の人生に役に立ちます。古川

先生は最高の真理家ですね  

 

◎Comment 

 一つ一つ気付き、実行、失敗や成功を繰り返し成長してゆくものと思います。真理についても

もっともっと追究してゆきたいと思います。 

 

⑯ 経営者として、「方針を具現化する組織づくり」が重要であること。そして、その会社経営

の組織づくりにおいて、他の組織と決定的な違いととして、収益性が求められるというこ

と。一方、売上だけ、規則だけを重視する組織ではなく、”社員を輝かせる”、”社員と心通

い合う”コミュニケーションやインフォーマルな組織づくりも必要、と学びました。 

 

◎Comment 

会社組織の特質は、収益性と人間性の両立です。最も難しいことであり、プロ経営者でない

と出来ないことと思います。 

 

⑰ 志、情熱、営業力を持った経営者でも、財務を任せている税理士次第で赤字経営に陥る現

実を再認識しました。税理士はあくまで”税の計算を行うスペシャリスト”であって、経営に

関しての見識はプロではないという事実を早い段階で知ることが出来て良かったです。

まずは今できる事ととして、売り上げを下げながら利益を上げる事、および経営計画書・

就業規則を真理に更に近づけブラッシュアップを図って行きたいと思います。 

 

◎Comment 

 経営者一人一人が、プロ経営者にならなければいけないと思います。 

 当勉強会で気付いていただき、全員の方がプロとしての自覚を持っていただきたいと思いま

す。 

 

⑱ 本日は組織について学ばせて頂きましたが、遂行責任と結果責任のことではかなり葛藤

があります。言葉では理解出来るのですが、現実の中ではこれが殆ど責任転換ばかりが実

情です。下の者が意見をしても聞き入れられない、しかし何かあれば責任だけ押し付けら

れる、これが現実です。 

これを解消するには事前の良いコミュニケーションは必須だと思います。そして PDS会

議や PDS思考、そして何でも話せる環境（見える快、聞こえる快、言える快）が大いに必

要な気がします。 

よく何か意見はありますかと聞かれて、勇気を出して自分なりに考えや思いを告げても、

それを否定や反対されれば、次からは意見しても無駄だし嫌われるだけだからと口を開

かなくなる、最近もそんな事がありました。正直馬鹿らしいなという気持ちにもなりかね

ました。 

所詮人も気持ちや思いは誰にも分かりません。経営者も同じ生身の人間です、神様ではあ
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りません。経営者は聞く力、そしてそれもいいね、あれもいいね、柔軟な頭と心を養う勉強

をこの勉強会を通じて意識して反復して身に付けたいし、身に付けて頂きたいなと思い

ました。 

組織円滑化１０訓をもっと読み込みたいと思います。 

 

◎Comment 

 この葛藤は、誰もがもっていられることと思います。 

 この悩みに対する考えは、「自分の思いが叶えられることを他人に求める」その思い自体がい

けないことに気付く必要があるように思います。 

 ・感謝とは、広く大きく受け止める心です。 

 ・人は人を変えられません。自分が変わることによって変わるかもしれないくらいです。 

 ・人は人を救えない。己の職業を以って助け合うことしか出来ません。 

 したがって、人に求めず、人の感謝を考えず、かと言ってボランティアのように自己を犠牲に

することなく、人ためにすることは自分のためにすることと同じと思うようにしたらいかがでし

ょうか？ 

 

⑲ 調和の取れた組織作り…私は社員の立場なのですが、社員の働きがい…モチベーション

を保つ為に経営者が一人一人に大切に考えること。 

本当に大変で難しいことだと思いました。 

職務の明確化…立場や能力がそれぞれ違うので組織形成が非常に大切だと思いました。 

組織の円滑化…ＶＯＣ．ＰＤＳ．ＴＡＲそれぞれが心掛けていかないといけないと思いました。 

 

◎Comment 

 社員の立場としての意見ありがとうございます。 

 経営幹部として常に問題意識を持って考えることは、大変意義あることと思います。 

 常に経営者側に立って考える習慣を身に付けて下さい。仕事の一つ一つに深みが増して来る

と思います。 

 

⑳ 税理士さんは税を教える人で、経営者は経営を知りたいんだって事を聞いて、知人の経

営者にも伝えたいと思い、先生の本を送りました。 

先生が伝えて下さっていることは、経営者としてもそうですが、人として何を大切にして

いくのかという生き方の真理だと感じました。 

これからも先生からその真理を学び、おこがましいかもしれませんが、先生の学んでこら

れたことを自分自身に投影して、より自分を磨きたいと思いました。 

 

◎Comment 

 このように受け止めて下さること、感謝と共に身の引き締まる思いです。ありがとうございま

す。 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

2.質問にお応えします 

 

Q１．矛盾を矛盾でないようにするのが真理と伺いました。よくわからなかったので、教えて

下さい。 

◎Answer 

世の中の全ては二面で成り立つため、両面から見ることにより矛盾が無くなる、ということ

です。 

経営に関して例えると次の通りです。 

１. 責任を果たす、しかし重荷を負わない 

 これは、矛盾していると思われます。 

 借入金が 1億円あったとします。金額で考えると、大変な重荷になります。 

 しかし、毎月払える少額で猶予をもらえれば、経費の感覚になり、重荷にはなりません。 

２. 信じないで疑わない 

 人を信じると騙される、疑ったら良い人間関係は築けない、と言われます。 

 「信じないで疑わない」ことは、人間というものの本質を見抜くことによって生まれます。 

 真理は「世の中のもの全ては二面で成り立っている」からです。 

 

Ｑ２．石川県加賀市で毎月勉強会を行う場合、リアル会費は 2000 円から、上げてしまっても

よろしいでしょうか？皆さんが同じ負担で開催できるように考えてみたいのですが、いかがで

しょうか？ 

  

◎Answer 

 会費の 2,000円は高いと思っています。 

 もっと多くの人が参加して下さり、会場費などの経費がまかなえれば下げられると思ってい

ます。 

 力不足で申し訳ありません。 

 

Ｑ３． 役員報酬を下げ、社会保険料などの負担を出来るだけ軽くしリスクヘッジする必要性は

古川先生より耳にタコが出来るくらい学んでいます。しかし、下げた分の報酬を心理に基づい

た形式で経費から捻出することに難色を示す税理士（自分もそう）もいると思います。我々の

思いに寄り添ってくれない場合は思い切って手放し、別の税理士を探した方が良いでしょう

か？ 

 

◎Answer 

 決算を黒字にするための方法は様々あり、税法だけで考えられることではありません。 

 経営不安に陥っている会社を経理の考え方一つで立ち直ってしまうことも少なくありません。 

 しかし、この方法などは税理士の仕事の範囲外のことが多いものです。 

 したがって、経営者の考え方で税理士の扱い方を決めるべきです。 
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Ｑ４．忙しい仕事に回して、暇な人に仕事を回さないとありましたが、基本給の能力給で反映

する以外に差をつける方法はありますか？ 

忙しい人の中に暇な人への不満を持つ者もいるので、どうしたらいいか教えて欲しいです。  

◎Answer 

 社員の能力に差を付けることは沢山あると思います。代表的なものは役職を与えることと思

います。 

 暇な人への不満は出て来ると思いますが、仕事への取り組み姿勢や考え方を説明することに

より、納得してくれると思います。 

 ・自分のためにすることが、他人のためになる 

  他人のためにすることが、自分のためになる 

 ・生きがいとは人のために尽くすことによってのみ生まれる 

 ・仕事とは、仕えることである 

 などの真理を詳しく説いたらいかがでしょうか？ 

 

Ｑ5．見える快・聞こえる快・言える快… 

これを実現する為に何をするべきか？ 

コミュニケーションが非常に重要だと思いますが、非常に難しい問題だとも思います。 

特に、言える快… 

正論だけだと駄目だと思いますし、人それぞれ立場・価値観が違うので、伝え方ひとつで逆効

果になってしまいます。  

 

◎Answer 

 確かに見える快、聞こえる快、言える快を実現することは大変難しいことです。 

 知識の世界で考えると実現出来ないかもしれません。 

 なぜでしょうか？ 

 知識の世界では正しいことを主張します。 

 自分が正しいと言うことは相手が間違っていることになり、争いが生じます。大きく言えば国

家間の争いとなり、戦争になってしまいます。 

 この争いを避けるためには、私はお互いの調和に導く心、つまり品性を磨く以外に無いと思

っています。品性を磨くには、物事を真理で見抜く目が必要です。 

 当勉強会の目的は、経営の知識を真理で活かすことであり、経営者の品性とは調和に導く心

としております。 

 経営者の品性 10 ヵ条を参考にして下さい。 

 言える快については、個人的な相談を除いては常に経営理念に沿って主張して下さい。 

 経営とは、経営理念を実現するためであり、経営理念に沿って言う以上、必ず通ると思います。 

 

Ｑ6．今のところ思いつきませんでした。 

とにかく先生から教えていただいたことをまずやってみよう！と思います！ 

 

◎Answer 

 私は、真理というものを知識との区別をつける思いで極論を言っております。 

 実行においては疑問に思うことが多くあるかと思います。 

 どうぞ意見をぶつけて下さい。 
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３． 体験談があったら、教えて下さい。 

 

① 「次善を求めて即実行」を重点的に実践していますが、5割～6割の出来で早めに制作状

況を報告差し上げることで、お客様に安心していただけるし、何より自分自身のストレス

が無くなることに気が付きました。 

また、それなりに制作を進めていることで、次のとっかかりもスムーズになり、「やらなく

ちゃいけない」という焦りも緩和されたような気がします。 

 

◎Comment 

空間は、現時点の姿と将来の姿の二面で成り立ちます。 

現時点で判断しないで、将来の姿と同時に判断することによって正しく見えて来るものと思

います。 

次善を求めて即実行は、その真理に基づいた行動です。 

 

② この勉強会に出続け実践して変わったことは、経営の基本の意識が高まり、必ず経営の樹

と照らし合わせながら物事を進める経営が出来つつあることです。 

 

◎Comment 

 素晴らしいですね。経営を難しく考えず、経営の樹を育てることに例えたことが正しかったと

思わせていただき感謝です。 

 

③ 経営計画書を作成した経験から、お会いする方の近況を伺うと、どういった状況で何が問

題なのかがイメージできるようになってきました。 

それと同時に勉強不足を痛感することも増えましたので、引き続き学び実践していきま

す。 

 

◎Comment 

 繰り返し知識と真理を同じように学んでいただきたいと思います。 

 

④ ・就業規則は社員全員が、規律を守る以外に社員が一丸となる術となりました。 

・トロッコ型から新幹線型に変化しつつあります。 

・原価計算が社員が理解し、自分の仕事を頑張って出来るようになりました。 

 

◎Comment 

 素晴らしいです。 

 経営の真理を実践された結果と思います。 

 皆さんが、このようになられることを願っています。 

 

⑤ 売上を減らして利益を上げる。言葉では簡単ですが、売上内での運営をいざ実行しようと
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すると難しい事がいっぱいです。 

実際に経費を削減し増やさないように運営しようとしておりますが、コロナ禍や、インター

ネットのシステム発展によるオンラインでの対応等、時代の変化による経営の難しさがあ

ります。 

そんな中、先生から学んだ多柱化を試みようと思っておりますが、消費者の意識変化に苦

戦しております。 

 

◎Comment 

 言うのは簡単ですが、実行は難しいと思います。 

 考えに考え、考え抜いて、ようやくひらめくぐらいのものでしょうか？ 

 

⑥ 具体的に宮城県の車屋の社長に会ってきて、いろいろお話させていただいたら、全ての

謎が解けたので、同業者で成果を出しているところの会社にいくと、いろいろ近道になる

と思います。 

 

◎Comment 

 同業他社のお話を聞くことは大切ですが、その方と自分自身は器や運命が違っているため、

その通りにいかない場合が多いものです。 

 是非、真理を学び、真理に基づいた判断をして下さい。 

 

⑦ 古川先生の講義で経営の真理を学ぶことにより、新しいお客様との出会いがある反面、離

れていくお客様もあります。しかしながら、離れるお客様は利益優先の傾向が強く、私自

身とのフィーリングが合わなくなることで自然と離れていくのかなと思います。むしろ、

そのことにより仕事に対するストレスも軽減し、無理のない会社運営に近づいているよう

にも思います。 

 

◎Comment 

 当然そのようになってゆくものと思います。 

 社員の分類の仕方に人財、人材、人罪とありますが、同じことが言えると思います。 

 

⑧ 経験者ですが、新入社員なので、なかなか経験談や正論だけでは伝わらない… 

確かに会社それぞれの遣り方…経営者の考え方があるので、徐々にコミュニケーションを

図りながら話し合いを重ねる事が大切だと思いました。 

まさに調和のとれた話し合いが出来るよう努力して行きたいと思います。 

 

◎Comment 

 新入社員だからということで遠慮する必要はないように思います。 

 常に理念に基づき、お客様のため、会社のためを思って言うならば、必ず通ると思います。 

 但し、相手の理解度を確かめながら相手に合わせて話すことは大変重要なことです。 

 報・連・相の基本を参考にして下さい。 

 

⑨ 入社してからお客さまのために、を意識してお客さまの声を聴き、寄り添い、接すること

と会社として最善を尽くす提案をし、お互いの考えを擦り合わすことで、最終的には信頼
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し合える関係性にお客さまとなれていると感じています。 

今まで私が営業したお客さまは全員、お客さまの方からいつ入金したらいいですか？と

かもう準備しているのでいついつに入金しますね！と言ってくださいます。 

そうやって喜んでお客さま自ら連絡していただいていることに、心の底から感謝していま

す。 
 

◎Comment 

 「仕事とは仕える事」 

 「仕え合うと仕合せになる」 

 この真理を実践されており、益々仕事は楽しくなっていかれるものと思います。 
 

 

 

４． 勉強会で学んだ考え方・方法を実践してみて具体的に変化はありました

か？ 

 

① 仕組みの重要性に目が向き、（参加名に書いている会社とは別の非営利事業なのですが）

社員にパソコンのスキルのようなことを現場の努力で頑張ってもらうのではなく、パソコ

ンの代わりにより簡単で安全なシステムを導入し、本来の仕事に使える時間を増やすよう

にしました。 

 

◎Comment 

 作業の合理化を考えたということでしょうか？私は、全ての作業に於いて一枚の紙に納める

ことを勧めています。 

 試してみて下さい。 

 

② 逆に、しばらく実践しなくて変化がないということがわかりました。 

実践してみたら、必ず変化があると僕は考えております。 

 

◎Comment 

 学んだら実践する、その繰り返しが人生かもしれません。有意義な人生にして下さい。 

 

③ トコトンまで真理に基づいた経営をしていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 真理とは、とてもとても奥が深いもの。一生かけてもたどりつけないもの、経営の目標として

これ以上のものはないと思います。 
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５． 勉強会を通して、あなた自身がどのような経営者、または会社員になっ

ていきたいですか。 

① 常に相手の立場と同じものさしを持ち、柔軟且つ強固な組織を作れるような品性を身に

付けていきたいです。 

 

◎Comment 

 プロ経営者 10訓にプロは時間のものさしがないと書きましたが、時間に限らず全てに対し、

相手のものさしに合わせることが出来るのが品性と思います。 

 

② 理念と人を大事にする経営者 

 

◎Comment 

 経営の基本中の基本です。 

 何か迷ったら、理念の追求といかに社員を大事にするかの 2つを考えられる経営者になりた

いものです。 

 

③ きちんと利益を出せる経営者になりたいです。 

 

◎Comment 

 利益を出すことは、意外と簡単です。 

 現在、売上金額に対する感謝の心、その売上金額内で成り立つ工夫、これを繰り返すことによ

り、必ず利益は出て来るはずです。 

 

④ 私は会社を大きくすることは今は考えなくなりました。しかし自分が出来る事、相手が喜

んで頂けることは全力でやりたいと思っております。 

そして小さいながらも盤石に横のネットワークがあり機動力は素早い会社にはなっており

ます。 

 

◎Comment 

 素晴らしいことと思います。益々充実してゆくことと思います。 

 

⑤ 多くの人から愛される会社にし、自分も他の人も共にパートナーとして成長し続ける事の

出来る経営者になりたいと思いました。そして今に満足し、常に幸せであると感じて居た

いです。 

 

◎Comment 

 このように思えること、素晴らしいことです。 

 是非この気持ちを持ち続けて下さい。 
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⑥ 私の存在が、感動を巻き起こす経営者となりたい 

 

◎Comment 

 感動とは、感じて動くこと。相手が感じ、そして行動していただく。これが、経営の樹に花を咲

かせる「情報＝情に報いる心」です。 

 

⑦ 経営理念の通り、確かな技術に真心を添えて…お客様に感動を与えていける様に現場ひ

とつひとつを纏めていきたいと思います。 

関わってくれる営業さんや協力業者を纏められるリーダーシップが必要だと思っていま

す。 

 

◎Comment 

 素晴らしい考えです。期待します。 

 

⑧ 誰のために、何のために、わたしは今この時代に生きているのか。 

それを立ち止まって考えて、どんな自分になりたいか。 

その自分で周りの人に接していけるか。 

それを認識して、人として成長し、周りの人や、社会に貢献できる人になったいきたいで

す。 
 

◎Comment 

 「どんな自分になりたいか」とても難しい問題です。 

 たまたま来月の陰陽五行思想講座での宿題が「自分」という文字をどのように解釈するか？

です。 

 「自分」とは、自然の中において独自に存在すると同時に、全体の一部分として自然と調和し

ている存在と解釈されています。 

 つまり、独自に存在していながら、自然と調和を保って存在する、自と分を合わせて自分と言

う、ことになるようです。 

 自分を知り、社会に尽くすことにより、自分という存在が確立出来る、と解釈出来そうです。 

 これから共に勉強してゆきたいと思います。 
                            以上 


