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経営の樹を育てる会 

 【第 50回】 第 4章 営業活性化計画 Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 名古屋校   令和 4年 5月 16日（金）１８：15～２１：００ 

会場  : ウインクあいち 1110号室 

出席者： 渥美、上田、榎本、鈴木(友)、鈴木（義）、関上、長尾、新田、冨士、陸浦、安藤 

11名 

講師  ： 古川益一 

司会、HP  ： 渥美沙緒里、鈴木建太朗 

書記 ： 渥美沙緒里 

会場設営 ： 渥美沙緒里 

 

 

 

1.学んだことをいただきました 

① 「営業」をする必要がなくなっていくということを学びました。常に真心を添えてお客様と

触れ合い、どれだけの幸せ感、幸福、感動をお客様に提供出来るか、形ではなく見えない

心を届けることが大切なのですね。お客様の心と自分の心が常に一致することが出来れ

ば、無理なく進んで行けるとわかりました。お客様からお客様へと自然に広がっていくよ

うに明日からどんな時も魂を込めて接する事が出来るよう努力していきます。 

 

◎Comment 

 経営の樹に花を咲かせて下さるのは、「お客様の心」です。お客様からお客様へと伝わるもの

は感動、即ち感じて動く心、その感動を与えるのは、経営の樹の根、幹、枝葉の総合力による情

報です。その情報が「情に報いる心」となって、跳ね返って来ると考えると、経営の樹を育てる

意味も納得して頂けると思います。 

 

② 売上よりも黒字を考えること。そのためにはムラ・ムダ・ムリを無くすなど社内の仕組みを

よく考えること。 

経営者としての損益計算書の見方 

お客様との心の触れ合いチェックシートは、ありがたいと思いました。 

 

◎Comment 

 その通りです。特に黒字経営を続けることは、立派な経営者の証明になります。 

 決して難しいことではありません。真理に基づく考え方を理解出来れば必ず達成します。 

 

③ 「売上は上げるものではなく上がるもの」を改めて学びました。事実、売上は下がってます。

今までは売上を上げれば利益も上がると思ってました。 新規顧客を増やすとか、取り扱

い製品を増やすとか、しか思いつかないのですが、先生が白板に書いて説明されるのを

聞きながら本当にそんなふうになったらいいなぁと思って聞いてました。 しかし、それに

は「売上を減らしながら、利益を得る」に考えを変えて、ヒト、モノ、カネの調和をとる事が
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とても大事だと学びました。 すぐには難しく感じますが、ひとつづつ意識してやっていき

たいと思います。 

 

◎Comment 

 大切なところに気付かれました。 

 これからが楽しみです。 

 

④ 今回の勉強会で、気に留まった言葉は次の３点でした。「清濁あわせ吞む」「調 和に導く力

を品性と申すなり」「組織作りとは環境作り」   
不平不満を気付かぬ間に抱えてしまう癖を持って居る私は、「清濁あわせ吞む」 という心

の姿勢は、「明日は我が身」として、相手や環境を非難しない方向へ進みたいと願う私にと

っては、心に響くとても良い言葉でした。また、そういった言葉らを胸に留めて日々過ご

すことで、「調和に導く力」が鍛えられていくように思い ました。 
 

◎Comment 

 良く聞いて下さり、うれしく思います。 

 この 3つはとても大事なキーワードです。 

 日々、精進して頂きたいと思います。 

 

⑤ 『組織』と言った時、組織とは一人一人の個性の組み合わせであり、集団となっ た時に完

璧な仕事が出来るようになればいい、そうしたい考えていました。  「組織作りは環境作

り」ということから、現実に一人一人が的確で効率的、ムダ のない動きを取るときの判断

基準、指針のようなものを下支えする『環境』を整え るのはリーダーの役割だと感じまし

た。 

 

◎Comment 

 素晴らしい気付きと思います。 

 リーダーの役割とは？リーダーとはどのような人か？と問われた時、「最も優れた人は万人の

召使いにもなれる人である」との名句があります。 

 参考にして下さい。 

 

⑥ 組織作りは環境作り。本当にそうだなと感じています。社員の責任は仕事をやり続けても

らう事。社長の責任は責務を負う事が出来る存在だと学べました。ビジョンから組織を作

り、その組織に欠かせない人を選ぶ。そして楽しんで働ける環境へ発展させる。社長は皆

んなの見えてない所で動く事。その結果ムラムダムリが少なくなると改めてこちらも学べ

ました！有難うございます。 

 

◎Comment 

このように的確に理解して下さると、私が勇気付けられます。 

もっと、経営の真髄を探究してゆこうと思います。 

ありがとうございます。 
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⑦ 士農工商が、経営者の持つべき精神ということに納得しました。 

特に、士＝品性高潔で生きること。を意識していこうと思います。 

 

◎Comment 

 士農工商は、私が気軽に、経営的な言葉に置き換えたものですが、なかなか意味深いものに

なったようです。 

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 

 

⑧ 営業するということ、「自ずと売れる仕組みを考えること」は、無理をせず、お客様に仕え、

感動を与えることが重要だと感じました。 

 

◎Comment 

 その通りですが、逆に言うと自分自身を厳しく見つめて、律してゆく心が、必要になってきま

す。楽しみです。 

 

⑨ 新規開拓は無理のない様な営業とし、深耕開拓を主にし、感動開拓になるようなサプライ

ズも含めた心の行動で対応する。 

 

◎Comment 

 ３つの開拓方法の真の意味を知った方が考える、「バランスの取れた開拓方法」と思います。

素晴らしいと思います。 

 

⑩ お客様相手の商売である以上「お客様の心」を決して忘れてはいけない。お客様と接する

ときには、常に真正面から誠の心をもって向き合わなければならないと感じました。 

チェックシートの中で、「お客様を、古い友人のように対応している。」という言葉が素晴ら

しいと思います。 

40年以上前、石川県の旅館組合の会合で、老舗旅館のご主人から、お客様をお迎えする

ときに従業員が心から「お待ちしていました」と思うようになってもらいたい。と話してい

ることが思い出されました。 

 

◎Comment 

 「お客様を古い友人のように対応している」は、ある旅館の皆さんの、リピーターに対するお

迎えの様子を見ていて書いたものです。これが自然に行われるようになると間違いなくリピー

ターが増えていくものと思います。 

 

⑪ 社長の品性とは陰と陽の調和に導くこと。 

（文字にするのは簡単ですね。） 

 

 

◎Comment 
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 「品性とは調和に導く心」とはっきりと確信出来るまで、随分と年月が掛かりました。 

 文字にするのは簡単ですが、悟ることは簡単ではありません。日々、近づく努力を重ねてゆく

しかないように思っています。 

 

 

2.質問にお応えします 

Q１．お客様に感動を与えるため、いろんな事に取り組むことと思いますが、アイデア等出すた

めに取り組むと良いことなどありましたらお聞きしたいです。 

 やはり、直接お客様にきく、アンケートをとるなどでしょうか？ 

 

◎Answer 

アイデアは簡単に浮かぶものではありません。 

毎日、お客様のことを思い、どうしたら喜んで頂けるか？どうしたらこの問題を解決出来る

だろうか？もっと良い方法はないものか？と考えて考えて考え抜いたある日、突然頭に浮かぶ

程度のものと思います。 

アンケートなどでお客様の声を聞くことは、当然実行すべきことと思いますが、お客様の声

に応えるだけでは感動にはならないと思います。 

 

Ｑ２．細かい質問で恐縮ですが、感謝ハガキでのお客様へのプレゼントはなぜサプライズが良

いのでしょうか？ このハガキを持ってくるとこういう特典がありますという感謝ハガキやチ

ラシをよく見ますが、どうしてサプライズの方が良いのか聞きたいと思いました。サプライズ

だと自分の望むものにならない可能性も考えるお客様もいるのではないでしょうか。 

  

◎Answer 

 サプライズとは、「驚かせること」です。さらに「驚かせた後に喜ばせ、感動を与える」ことと思

います。 

 したがって、普通の感謝ハガキにあるプレゼントとは、大きな違いがあります。 

 予想以上のプレゼント、思ってもみなかったプレゼントを用意することは、大変なことであり、

用意する側は、大きなプレッシャーが掛かります。 

 単純にプレゼントを用意するのであれば、気楽なものですが、サプライズプレゼントは、相手

のことを想い、どうしたら感動して頂けるか？を考え抜いて真心を込めて仕掛けなければなり

ません。 

 これは、社員全員が一つの理念でまとまってこそ、実行出来ることです。 

 

Ｑ３． 売り上げは減らしても大丈夫、利益を残そう、という事を社員へ伝えていく事にしてい

るのですが、それ故に仕事へのプレッシャーを感じなくなり雰囲気は良いのですが…。 

ここまでで良いやと甘えになってしまう者も出てきました。ここは正直にそう見えると伝える

か、もう少し様子見るか悩んでます。どのような声掛けが望ましいのでしょうか？  

 

◎Answer 

 これは PDSサイクルを根気強く廻すことに尽きると思います。 

 PDSサイクルは、いつまでも回り続けるものであり、限界はないように思います。 
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 しかし、そうは言っても社員の一人一人は、それぞれ考えも違います。 

 心と形の両面から考えたらいかがでしょうか？ 

 心の面は、経営理念を実現するため、お客様に満足して頂くため、などになりますが、その結

果として社員それぞれに、心に加え、形で応える制度も大切ではないでしょうか？ 

 具体的には、月間目標を達成したら大入袋的な賞与を支給するなどです。参考にして下さい。 

 

Ｑ４．会社は縮小の一途を辿り、人員も必要最低限の人数になってしまいました。 売上は簡単

に下がっていきますが、経費もおなじだけ下げるのがこれ以上難しいと思っています。 どの

ようにしたらいいでしょうか？ 

 

◎Answer 

 詳細がわからないので、確定的なことは言えませんが、恐らく考え方そのものを変えなけれ

ばならないように思います。 

 経費削減方法は 

 ・損益計算書から考える 

 ・貸借対照表から考える 

 ・公共的費用から考える 

 ・時間軸と空間軸から考える 

など、様々です。 

 決して諦めないで下さい。 

 

 

３． 体験談があったら、教えて下さい。 

① 無理をせず、流れに乗るようにしたら、自然と仕事をいただける機会があり、引き続きや

っていきたいと思います。 

 

◎Comment 

「仕事とは仕える事」、「仕え合うと仕合せになる」は真理と思います。 

自分自身への能力アップの追求を怠ることなく、自然体で経営することが大切と思います。 

 

② 社員の自主性が上がってきたと実感しています。 

当社のネパール人スタッフと話してたら、自国料理を昼のランチでやってみたいと話があ

りました。 

私としては労働時間も長くなり忙しくなって大変になるのでは？と思ったのですが、ここ

はいっそチャレンジさせてみようと思い許可をしました。 

まぁまぁ不安は拭えず口出ししてしまった事もありましたが…社員皆んなで一つの目的に

向かう姿を見させてもらい、とても嬉しくなりました。ランチの売り上げという成果は出

てませんが、チャレンジしたその姿勢が素晴らしいと評価できたのが、今とても良い体験

になっています。 
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◎Comment 

 機関車型経営から新幹線型経営に移行しているように思います。 

 会社経営が徐々に「夢に満ち溢れたもの」になっていくように思います。（旧テキスト 29頁を

ご覧下さい。） 

 

③ 現在弊社では、「ムラ」のない取り組み方を徹底してすすめています。その結果、いかにム

ラの多い考え方、行動が多いかを認識しました。 

また、行う以上、必ず「実行」することも徹底しています。結果を出し、どんな形であれ実を

結ぶようにしています。 

講義では、毎回持ち帰る学びが多く大変満足しています。その多くを是非実践したいと思

っています。 

 

◎Comment 

 まさに、テキストのタイトル経営の真理と実践と思います。私も講義をする度に皆さんからア

ンケートなどで気付きを頂き、それを考え、さらに気付きを得る繰り返しでここまで来ました。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

④ 社員と戦うと疲れるし嫌になりますが、諦めるとなぜか不思議と相手が居なくなってしま

します。 

 

◎Comment 

 諦めることが出来るようになったことは大きな進歩と思います。努力の限界に気付き始めた

のかもしれません。 

 

 経営者の社員を見る目は、3つのタイプがあると言われます。 

1. 欠点ばかりが目に付き、怒ってばかりいる社長 

2. 欠点と長所が良く見えて、欠点を直してあげ、長所を褒めてあげる社長 

3. 長所しか見えない社長 

 普通は 2が優れた社長になりますが、真理では 3になります。 

 良い所だけ褒めてあげると、悪い部分は自然に消えてしまうことが真理のようです。 

 そして、社員は社長の器以上にはなれないことも真理です。したがって、社長の努力は己の器

を磨き大きくすることと思います。 

 

⑤ お金に困っている事業者に、損益計算書を作成してお見せしたら、お金の流れがよくわか

ったと喜んでいただけたことがありました。 

 

◎Comment 

 当勉強会で学んだことを実践しているということでしょうか？ 

 もっともっと学んで、多くの人に役立たせて下さい。 
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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 実践してる事はとにかく理念を伝え続けてる事です。 

社の理念を社員も理解していけば、何が 1番優先することなのか分かるからです。 

まだこれを言ったら怒られるかも、嫌な事を言われてしまうかもと感じてる事はあるよう

に思ますが、前よりは断然伝えてくれる事が増えて、お客様の事を考えてくれる様に変わ

ってきたと感じてます。 

 

◎Comment 

 このような体験談を頂けること大変うれしく思います。ありがとうございます。 

 

 

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 経営者には向いていないので、経営者らしくなるよう頑張ってきました。 

今は、器がしっかりした相談役になりたいです。 

 

◎Comment 

 私は、プロ経営者は黒字経営を続けられる人、と定義しています。 

 経営者に向いていると自覚した途端、経営者ではなくなってしまうのではないでしょうか？ 

 経営者から相談役は、違う意味で難しい役目になるように思います。 

 後継者に譲ることが出来る人は、幸せな方と思います。おめでとうございます。 

 

② 経営理念に基づき、常に真心を添えて向き合っていけるようになりたいです。 

 

◎Comment 

 経営者として最も大切な心構えです。 

 素晴らしいと思います。 

 

③ 周囲の人を幸せにする経営者 

 

◎Comment 

 まさに公益性の発揮で経営者として最も大切な社会責任です。 

 経営者の最も理想の目標と思います。 
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④ 社員が愛社精神を持ってくれるような会社にしていきたいです。 

 

◎Comment 

 これは簡単なようで、とても難しいことです。 

 一つ言えることは、「社長の言うことは聞かないが、社長のすることはする」という真理があり

ます。 

 社長次第で社員も変わってゆくものと思います。 

 

⑤ 勉強会を通して、自分がなりたい経営者像は、社員と共に歩める経営社になっていきたい

です。寄り添い寄り添ってくれる関係性を作れるように頑張ります！ 

 

◎Comment 

 これも知識ではなく、真理に目を向ければ必ず実現出来ると思います。 

 楽しみです。 

以上 


