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経営の樹を育てる会 

 【第 61回】 第 6章 プロ経営者への道Ⅰ知識と真理の調和(Ⅱ) Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 4年 11月 4日（金）１８：30～２１：００ 

会場  : アーバンサービスふくろう LIVE＆ZOOM 

出席者： 会場 髙橋、鈴木(一)(建)、三浦 4名 

      ZOOM 小林、秦野、山田、渥美 4名 計 8名 

講師  ： 古川益一 

司会、HP  ： 髙橋利至、鈴木建太朗 

書記 ： 渥美沙緒里 

会場設営 ： 鈴木一弘 

 

記 

 

1.学んだことをいただきました 

 

① 陰と陽からみえるバランス、全ての成り立ち。 

二面がある事から対立や調和という不変の摂理について学びました。 

 

◎Comment 

 世の中の出来事全てを陰陽両面から見るようになると、正確な判断が出来るようになります。 

 経営者は意思決定業と言われます。 

 また、矛盾解決業とも言われます。 

 日々発生する問題に対し、即返答することを求められます。その中には経営を左右するほど

の重大な決定を求められる場合があります。 

 その時、陰陽両面で解釈することにより、的確な判断を下せるようになります。 

 一言で言うと「信じないで疑わない心」と思います。 

 

② -1社員との日々を輝かせる 

「会社は大きくすることだけが目的ではなく、一緒に働いてくれた社員の思い出を大切にす

ることも会社経営の目的になる」という言葉に共感。このように思う経営者が増えれば、も

っと社員さんは頑張るのにーと思いました。 

② -2陰陽に基づく経営を学びました。 

特に心に残ったのが、経営者と社員も陰陽であること。そして、その関係を「対立」とみるか、

「調和」と捉えるかによって結果は大きく変わってくる。この両者の調和により、安定した経

営が約束されると、教えて頂きました。 

又、古川先生が、会社を経営されていた時、利益を社員旅行などの福利厚生に充てていた話。 

会社を経営する目的の１つに「社員との日々を輝かせる」を加えたらいいというのは、とて

も心が温かくなりました。 

８月から立ち上げた会社で、まだあまり利益が出ていませんが、10 月から、毎月 1 回のラ

ンチ会をスタートしました。先月は、職場の近くの蕎麦屋に、５人で食事に行きました。とて



2 

 

も楽しい時間で、スタッフ同士の絆が深まったと感じました。 

古川先生から「社員との日々を輝かせる」という話を伺い、これから、更に利益を拡大して、

スタッフと一緒に、温泉旅行や海外旅行に行こうと、ワクワクする想いが膨らんでいます。 

 

◎Comment 

「社員との日々を輝かせる」は、私が 26年間の経営経験を振り返り生まれた言葉です。 

会社経営においては、苦しいこと、辛いこと、悲しいこと、うれしいこと、様々あるかと思いま

す。 

それらを振り返った時、思い出されるのは、社員と遊んだ日々でした。 

それは何故か？とよくよく考えてみると、社員を己の分身とみるか、また使用人とみるかの

違いのように思います。 

社員は同じ理念の基、一心同体のように働くには、己の分身でなければならないはずです。 

したがって、社員と遊ぶ時間はまさに自分自身のことであり、思い出として強く残るのは当

然のように思いました。 

 

③ 陰陽思想を経営に取り入れることを学びました。新型コロナの大流行や世界的な戦争が

起こる中、今までと同じようには生きられないことを感じました。この危機を乗り越えて

いくには、考え方や捉え方を変えることが必要なのですね。小さなことにはいちいちめく

じらを立ててしまいがちですが、善悪を付けないで大きく受け入れて解決へ向けて取り

組めるようになりたいと思いました。 

 

◎Comment 

 同感です。今の世の中、過去に例の無いような大変革が起きるように思えてなりません。 

 この時代を乗り越えるには、考え方を変えなくてはならないと思います。 

 私は、政府が唱える働き方改革では、労使間の対立を助長して良い結果は生まれないと思い、

働きがい改革を提唱してきました。 

 つまり、労使調和して働きがいのある環境を作ることが改革に繋がると思っていました。 

 しかし、世界的な戦争が危惧されるに従い、それでは弱いと思うようになり、思いついたのは 

考え方そのものを変えてしまうことでした。つまり、考え方改革です。4 頁⑦を参照して下さい。 

 

④ プロ経営者 心構え 10訓 

どの言葉も刺さります。特に完成予定（ビジョン・イメージ）を持つこと、諦めないこと、時

間を大事にすること、感謝することを胸に励みます。 

 

◎Comment 

 この中の完成予定(ビジョン・イメージ)を持つこと、これは「現在の空間が陽」、「未来への時

間が陰」、現在と未来を同時にイメージを持つことは、陰陽の考え方であり、経営計画書の作

成に通じます。 

 再建に際し、どうしても必要なのが再建計画書です。今は苦しいけれど、何年先はこうなっ

ている、だから協力してくれという説得方法です。 
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⑤ 右手となるか左手となるか。このように改めて文書で言われることによって会社の組織

の作り方がイメージ出来て来ました。うちの会社は夫婦で経営しており、元社員は全員独

立して法人を立ち上げております。うちの手が足りない時にみんなに手伝って頂いてい

るのですが、どうもいつも評価をしてしまい、うちの仕事だから後回しにされているので

はないか？みたいな感情が出て来ることがありました。 

でも、これも本来自分がやらないと行けない事を、他の人がやってくれている。感謝の気

持ちを持って接する事が大切だなぁと思いました。 

今コーチングを学んでいるのですが、全てを受け入れる、評価判断を全て手放しありのま

まを受け入れ言葉にしていく。まさに、あれも良い、これも良いに通じるものだなと思い

ました。仕事だけでなく、コミュニケーションの在り方、人との関り、仕事も日常も全て、あ

れも良いこれも良い、どんなことにも真理が根付いているなぁと思いました。 

 

◎Comment 

 感謝の気持ちは、とても奥の深いものです。 

 私は、「日本語は哲学の宝庫」と言うように、とても深い意味があり、一つ一つの言葉を探究、

それを道歌にしております。 

 感謝は、「感じて謝る」と読めます。 

 なぜ謝るという文字があるのか不思議に思い考えていましたが、ようやく理解出来るように

なりました。 

 私たちはどうしても、自分にとって利益に繋がるものに対して感謝という言葉を使いますが、

それは違うように思えてきました。 

 どんなことであれ、「自分の考えで判断してはいけない」ということです。 

 「受け止め方が間違っていたらごめんなさい」という気持ちが感謝の本当の意味のように思

います。一言で言うと大きく受け止める心です。 

「感謝とは 感じて謝る 読むなれば 謙虚に生きよ 悟ることなり」 

 

⑥ 考え方を変える(考え方改革) 

世の中の動きをどう読むか、大局的に捉えることが重要。外的環境（政治・経済）、マーケッ

トの変化によって売上が下がっても、やっていけるようにしなくてはいけない、というお

話から、経営者は常に情報収集し真理で考えるようにしなくては、と痛感しました。  

まさに「危機が来た 危と機の心 問うてみよ いずれにするか 我次第なり」ですね。 

 

◎Comment 

的確に捉えて下さり、感謝です。 

今の世の中、流れが早く、先が読めません。 

どんな流れが来ようとも、流れに呑まれず流れに乗る心が必要です。 

考え方を変える一例です。 

・知識の世界では、「今は苦しくとも未来を信じ頑張ろう」です。 

・真理では、「今日が良ければ明日も良くなる。昨日のことは忘れ、明日のことは考えず、今日

一日を充実して楽しく生きよう」ということになろうか、と思います。 
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⑦ 未曽有の物価上昇、さらには世界的な金利上昇が叫ばれる中、これまでの常識に従った

経営方法では生き残れそうにない、という危機感に駆られました。              

コロナバブルでなんとか一命を取り留めていた企業は、雇用調整助成金の期間満了、更に

はゼロ金利で借り入れした融資の返済が迫り、倒産する企業が続出するのは時間の問題

だと改めて悟りました。                                          

もはやこのような状況で売り上げを伸ばすというほうが不自然であって、いかに売り上

げを減らしながら利益を上げるか、が危機を乗り越えるキーになると確信した次第です。

そのためには徹底的にムダ、ムラ、ムリを改善し、”それなりの利益で満足できる経営体制”

にシフトするよう改めて経営の基礎育てる会で学んだことを実践していきたいと思いま

す。 

 

◎Comment 

現在の環境を異常と受け止められない経営者の神経が異常としか思えません。 

迫り来る変革前の現在は、滝壺へ落ちる寸前の緩やかな流れのようです。 

私は 35年前のバブルショックを体験しているだけに落ち着かない毎日を送っています。 

当時、バブルがはじけて 2～３年後から、経営破綻が続出、銀行から返済の代わりに取った

担保物件の処理を依頼されていた頃が思い出されます。 

コロナショックは、そのバブルショックとは比較にならない程、深刻です。 

バブルショックは単純に金あまりが土地投機に向かい、それが実体のない泡となり、はじけ

飛んだだけのことです。それでさえ３０年間の今日まで低成長を強いられてきました。 

コロナショックはそれに比べて比較出来ないほどの深刻な状況を迎えると思っています。そ

の理由をいくつか挙げてみます。 

1. コロナパンデミックの経済破綻 

令和元年より 3 年間も続いた行動制限により、経済活動は停滞。一方で一部の恩恵を受け

ている企業が繫栄するいびつな経済になりました。 

本来は多くの会社が倒産するはずなのに、補助金や返済延期の融資により、表面化しない

だけです。それにも関わらず、消費税は下げずに上げる議論が出るほどです。 

バブル時の金利は、3％から 8％にまで跳ね上がり、同時に融資はストップ、倒産が続出し

ました。しかし、バブルはこれだけでした。これだけだったのです。 

以下はありませんでした。 

2. 文化の破壊 

コロナ蔓延防止の掛け声一つで今日まで大切に育ててきた私たちの文化が破壊されてし

まいました。 

① 人間関係の疎外化 

 人は人間と書くように人の間で生きてゆきます。今まで大切にしてきたスキンシップを

大切にしよう！が三密運動で人と人の絆が破壊されてしまいました。 

病院に入ったら最後、親の死に目に会えません。今までは死に目に会えないことは、親不

孝とされてきましたが、覆されてしまいました。結婚式、葬式、会合、レジャーも全てが縮小、

人生に潤いを与える人間としての活動が制限されてしまいました。 

3. 健康への意識変化 

私たちは今日まで、小さい時から強い子に育てと言われて生きてきました。 

しかし、外へ行くな！家に籠れ！ワクチンに頼れ！の大合唱により、自己免疫の低下を招き、

病気に掛かりやすい体質に変えられています。 
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さらに、今後第〇波と言われるように毎年数回も打ち続けるワクチンにより、この先どこま

で人間としての健康を維持出来るのかわかりません。ワクチンは人体実験中ですから、その

結果が出るのは 10年後と言われています。 

4. 自殺者の激増、超過死亡の増加 

私が再建の仕事を始めたのは 20 年前です。当時の自殺者は 3 万人でした。私は経済苦

による自殺者を救ってきたという自負もありました。 

それが 2万人まで減少したのが、昨年から急増、なんと 10万人に達する勢いです。これは

フェイクニュースであることを願っていますが、増えているのは事実です。 

超過死亡は前年の死亡者に対する比較ですが、増えています。 

死因は様々ですが、体力低下、免疫低下は否めません。 

この事実をどのように解釈するか？真剣に考えなくてはならないと思います。 

5. 戦争の恐怖 

いよいよ、本格的な戦争が始まりました。 

ウクライナ対ロシアの戦いは表面上のことで真の原因はもっともっと深いところにあります。 

一方で目に見えない「超限戦」と言われる戦争が我が日本でも既に起こっています。日本領

土の竹島は韓国に、尖閣諸島は中国に取られ、北海道もロシアや中国に狙われています。 

中国対台湾戦争により、台湾が中国領土となれば沖縄が取られるのは時間の問題です。 

 その他、迫り来る恐怖を挙げればキリがありません。 

 

 私は、経営者の皆さんに働き方改革ではなく働きがい改革を提唱してきました。 

 「働き方改革は労使の対立」「働きがい改革は労使の融和」です。これを学ぶために「経営の真

理と実践」その基となる考え方を陰陽思想に求めてきたのは皆様ご存知の通りです。 

 具体的には「経営の樹を育てる」ことです。 

 樹は根を張ることにより強くなります。 

 「どんな暴風雨にも倒れない強い樹」 

 「どんな流れにも呑まれず流れに乗る安心感」 

 そして形の上では、どんなに赤字経営であっても黒字決算に拘って下さい。 

 何が起こるかわからない以上、黒字決算を計上しておかなければなりません。 

 

 以上、危機感に対し申し上げました。 

 もっともっと深い原因も伝えたいと思います。 

 次回口頭でお話させて下さい。 

 

 

2.質問にお応えします 

 

Q１．常に物事には表と裏があり成り立っているとして最近、空を見上げたり木々を見ると全

ての事は一過性に思えて強くこだわったり自分を律しなければならないといった自責が多か

った部分が小さい事の様に思えてきました。 

コレは真理に近づけているのでしょうか？ 
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◎Answer 

真理の世界では、全てを客観的に見ます。 

その意味においては、真理に近付いていると思います。 

自分とは、自然の中の部分と読むように、自然と調和しなくてはならないと思います。小さ

なことにこだわる必要はないと思います。 

“自分とは 自然の中の 部分かな 調和せずして 生きられぬなり” 

しかし、心の世界で考えるとどうでしょうか？ 

人として生まれて来る確率はほぼ 0 に近く奇跡です。人間以外の世界は、動植物を始め、地

球、宇宙全てが人間のために存在しています。 

これは考え方ではなく、厳粛な事実です。 

このことに感謝し、人間としての花を咲かせることにこだわらなければならないと思います。 

花とは、幸福の花です。旧テキスト 244頁をご覧下さい。 

 

 

３． 体験談があったら、教えて下さい。 

 

① 先生に紹介頂いた方々のおかげで以前より楽に経営が出来ています。 

全てを背負わなければと圧迫感が強かった自分から解放されてきています。 

 

◎Comment 

 私は 52 歳で倒産した時、真理で生きることを決意？というより、試してみようと思いました。 

 お客様は呼ぶものか、来るものか？ 

 お金は求めるものか、得られるものか？ 

 仕事は求めるものか、来るものか？ 

などです。 

 そして、終日読書を楽しんでいたところ、友人から会社再建を依頼されるようになり、以来自

然に本業となり、以来 20年間全て紹介で成り立っています。 

 もちろん、ただ手をこまねいて待っているわけではなくて、プロとして本当に通用するにはど

うしたら良いか？磨き続けてまいりました。 

 同じ考えでしょうか？ 

 

② 真理を学ぶことによって、先生が仰られるように生きる事がとても楽になりました。無理

をせず、評価をせず、来たものを受け入れて行く。そして足るを知る事でとても今幸せな

環境です。 

真理の原理原則からするとまだまだだと思いますが、これからも真理を学んで行きたい

と思います。 

◎Comment 

 ありがとうございます。 

 この中で「まだまだ」という言葉がありますが、まだまだということはありません。 

 その日、一日一日が大切であり、その日のことは達成したと考えるべきものです。 

 今日に満足というのはそのようなことと思います。それほど深く一生掛かっても到達しない

ことであるからです。 
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４． 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 経営者は会社に利益をもたらして社会貢献してこそとの先生のご指導通りの健全経営を

して新規事業へ展開していきたいです！ 

 

② 陰陽の真理を学ぶことにより、一人でも多くの方のお役に立てるように自分も会社も地

域に馴染んで行きたいと思います。 

 

③ 自分の考えが「知識からの発想」なのか、「真理に基づく」のかを、立ち止まって考えてから

行動に移せるようにします。 

 

◎Comment 

 いずれも素晴らしいお考えです。大変うれしく思います。また、体験談を聞かせて下さい。 

 

以上 


