
1 

 

経営の樹を育てる会 

 【第 63回】 第 7章 プロ経営者への道Ⅱ経営者の品性 Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 4年 12月 2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)、三浦、秦、目時 5名 

      ZOOM 鈴木(健)、秦野、山田、渥美、長谷川、長尾 6名 計 11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 「運」は品性により得られるということを学びました。「経営の問題全てが順調に流れると

いう強運に支えられた安心感」が持てたらそんなにありがたいことはないと思います。そ

の中でも妥協に進むことを完璧に行うのが経営者の品性ということが響きました。相手

に思いやりを持って、丸く収め、穏やかに調和に向かって生きていくことが出来るように

なりたいです。品性を高めることは全ての土台となるのですね。 

 

◎Comment 

 混迷する現代においていかに知識を学んでも、大きな世の流れに乗ることは困難です。 

 この時代を乗り切るには、どんな流れにも流されないで乗ってゆくことの出来る安心感を持

つ必要があります。 

 その安心感は、真理を基本とした考え方で経営者自身の品性を高めることにより、得られる

と思います。 

 経営者の品性は社員のみならず、関係者全てを神の心、即ち思いやりを持つ心へと感化して

いくことを体験してきました。 

 

② 相手のありのままを受け入れること。 

運は身につけるものであること。 

職員が期待する程度に成果を上げてくれない、成長してくれないことに、もどかしさや苛

立ちを感じていましたが、彼の能力を超えた結果を期待していたのだということに気付

かされました。 

経営者として、職員の能力を見極め、能力を相応した仕事を割り当てることを考えたい、

職員の能力を超えた期待を抱かないようにしたいと思いました。 

 

◎Comment 

この気付きは全てに大きな変化をもたらすものと思います。 
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「人は長所を引き出すことによって短所は消えてゆきます」 

短所を指摘して伸ばすことは誰にも通用することではありません。 

人それぞれ違った能力を持っているからです。 

それぞれの長所を見抜き、それに自信を与え伸ばしてあげることが経営者のリーダーシップ

と言えると思います。 

 

③ 経営者の品性の章はとても興味深く、反省や考えを改めさせられます。常に色んな課題や

難問に当たる時にどう考え行動すれば良いか、この品性の章に書かれてある和合に務め

調和に向かう心や、争いは避け流れに乗れる人、この２つはよく思い考える様になりまし

た。 

経営者としてもしかり、一人の人間として品性を磨いていこうではなく、磨かれていく日

常を日々過ごしていきたいと思います。先生の Column にある“反省心が原動力”があ

りますが、私も裏切ったり失望させた方々に申し訳ないという気持ちは忘れずにしっかり

穴埋めをする人生にしていきます。 

 

◎Comment 

 和合にしても調和にしても口がたくさん出てきます。そして、この口は小さく書くことにより

文字が整います。 

 何を教えているのでしょうか？ 

 口は小さくしなさいと言うことと思います。 

 常識では正しいことを主張することは、立派なこととされています。しかし、政治の世界など

で特に感じると思いますが、正しいことを主張して争いの元を作っています。正しいことを主

張することは、相手が悪いことになり、決して解決にはなりません。 

 道歌で考えてみましょう。 

調和とは 和して調う 読むなれば 基となるは 和の心なり 

和合とは 口を小さく 書くなれば 自ずと生まれる 姿言うなり 

 そして、「自分」にも調和の大切さが含まれているようです。 

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 

 

④ 講義参加者の方から「会社に貢献できないスタッフはどうしたら良いのか」というお悩み

に対し、「その社員に仕事を任せているあなたの問題」との古川先生の回答にハッと我に

返った次第です。 

任せている以上、その責任の所在はスタッフではなく社長自らにあることを改めて悟りま

した。 

今後は自分自身に置き換えていくと同時に「人は変えられない、ならば自分が変わるしか

ない」を肝に銘じて経営をしていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 このように気付かれていくことを大変うれしく思います。 

 知識は向上心を尊重、努力することにより悩みを生み出します。 
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出来ないことを努力するより、出来ることをやれば自信がつき、それが結果的に向上心に繋

がる、というように考えることが真理の捉え方と思います。 

 

⑤ 「恨む」は、心が固まること。「憎む」は、心がますます重なること。 

漢字の奥深さを感じると共に、 

恨み憎しみの心を留めず、流すことが大切であると認識しました。 

日々の仕事の中で、様々なトラブルが起きますが、それに振り回されずに、達観視する品

性が、経営者には求められる。 

達観視するには、マズローの説く６つ目の欲求「自己を超越し、他者や社会に貢献すると

いう思い」が必要ではないかと感じました。 

 

◎Comment 

 日々の出来事は難しく考えず、ありのままの自分を大切にした方が良いように思います。 

 他者や社会に対する貢献についても意識して行うことではないように思います。 

 ・自分のためにしたことが、他人のためになっていた 

 ・他人のためにしたことが、自分のためになっていた 

 ・自分を大切にすることと自分だけを大切にすることは違う 

 このような考え方が真理に基づくものであり、品性が向上してゆくように思います。 

 

⑥ 心が固まる事を恨むは、恐ろしいなと思いました。 

マズローの 6、自己超越欲求になったと思った瞬間に、5、自己実現の欲求になるのでは

ないかと思いました。5 と 6 を繰り返す事で、精度の高い 6 になっていくのではないか

と思いました。第 7 章は、経営者の品性の考え方を学ぶ章なので、マズローの考え方は先

生の考え方の中で重要であれば良いのですが、おまけページでも良いかなと感じました。

間違っていたら申し訳ございません。 

 

◎Comment 

鋭い指摘をありがとうございます。 

驚きました。その通りです。マズローをこの本に載せましたが、すぐ反省し、以後は削除して

います。 

おまけのページもいらないですね。 

マズローの 5段階説は、全て形の段階です。 

Pointに「欲求 5段階説を真理が包み込む」と書いた通りです。 

経営の真理は、形を追求しておりません。 

理念を基本とした心のあり方を求めることにより、形はついて来ることを学んでいます。 

惑わして申し訳ありませんでした。 

 

⑦ ◯品性は人柄… 

◯他人を正そうとするとケンカになる 

◯完璧という字は玉がつく。和ということ。 

◯妥協という字は女が角をかぶっている… 

◯経営は理念、経営者は信念がぶれなければ後のことは良い。 

◯エゴがあると上手くいかない。 
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◎Comment 

 よくまとめて下さいました。 

 その通りです。一つ一つ実践して下さい。 

 必ず、良い変化となって表われてくると思います。 

 

⑧ わたしが、わたしであること、あなたが、あなたであること、その尊さを知っていること。 

「経営者品性」とても最近実感したり、人として生きるうえで、日本人としてここにいるこ

ととして、日本人としての品性・品格を考えていました。「知識と真理で活かす」「真理」は

すでにあるものであることは感じております。難しいことでもない、ただあるがままに生

きる尊さ、それが全てであるとわかります。(フランス在住) 

 

◎Comment 

 真理は、極当たり前のことを言っています。 

 当たり前に感じないことが、知識の弊害と思います。 

 そして日本人としての品性、品格は日本にいると比較出来ませんが、日本人の品性は他国の

人たちに比べてどうなのでしょうか？ 

 とても興味があります。教えて下さい。 

 

 

 

2.質問にお応えします 

 

Q１．真面目で一生懸命ではあるものの、ことごとく的外れな仕事をする人材はどのように扱

うのが良いと思われますか？ 

期待する役割と仕上げて欲しい作業内容を話し、しなくても良い仕事を何度も説明しています

が、私がして欲しいことは行わず後回し、しないで良いといった仕事をやってしまいます。 

しかしなすべき仕事をキチンと完了させていないが為に処理そのものが間違いで全てやり直

し、ということを入社から 2年繰り返し続けている人間がいます。 

基本的に指示を理解できてないのは、常に混乱しているのか、極めて能力が低いのだと考え

ています。 

現状のまま巡回担当をさせておくと大きなミスを犯しそうなので、本当は退職して頂くのが望

ましいですが、内勤の仕事を与えて本人に選ばせるべきでしょうか？ 

 

◎Answer 

この場合は能力以上のことをさせていることに問題があると思います。 

人それぞれ、能力、品格、器というものがあります。それらを良く見極めて仕事を与えなけれ

ばならないのではないでしょうか？ 

私の失敗を申し上げます。 

26 歳の頃、社員の成長を願い、朝礼で一分スピーチをさせました。ところが、「そんなに難し

いことをさせるなら会社を辞める」と言い出す社員がいました。その人は無口ですが、責任感

が強く言われたことは完璧に出来る人でした。 

このことは深く反省することになり、以後、社員教育には消極的になりました。教育ではなく、
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良い所を伸ばした方が早いし、良い結果が得られるように思われます。 

その頃、経営学を学んでおり、その通りにしようとしていた時でした。 

例えば、金太郎飴になろう！という名文句があります。これは大会社で言えることです。小さ

い会社では「それぞれの個性を引き出して全体で盛り上げよう」になるものと思います。 

 

Q2．陰陽、および真理のお話しが深くなると何年通っていてもわからない部分が多々ありま

す。 

例えば、古川先生からよく話の出る「お湯の法則」や「奉仕心が伴った見返りの法則」など、こう

すればこうなる的なニュアンスでお話頂ければ、理解が深まるのではと思った次第です。 

 

◎Answer 

私は 30 歳の頃、陰陽思想や真理に興味を持ち、勉強を始めて 40 年が経ちました。その間、

様々な体験を重ね、倒産まで体験、そして経営再建の修羅場を踏んでやっと少し分かりかけて

きたところです。 

今でも皆さんから様々な声や質問を頂き、それに応えることにより、勉強をさせて頂いてお

ります。 

少しづつ分かりかけていくものと思います。分かり始めると世の中の全てが見えて来て、ど

んな問題にも答えを見出すことが出来るように感じています。出来るだけ分かりやすくお話さ

せて頂きます。しばらくお付き合い下さい。 

 

Q3．163ページの「欲求５段階説」を真理が包み込む、についてです。 

マズローの５段階説＋１（超越）において、私がよく陥ることは、段階を踏んでいない状態でそ

のさきの欲求を実現に向かってしまい、疲弊する、気持ちが乱れる、というところです。 

段階ごとに進むと自己実現、心穏やかに超越というところまでいけると思うのですが、

「POINT」にありました、「真理が包み込む」というところは、【運命を信じ、（つまりは真理を信

じ抜く）進むこと】で段階も乗り越え、それぞれの欲求をいとも簡単に実現できるということで

しょうか？ 

 

◎Answer 

前の頁で書きましたが、その通りです。 

マズローの説を載せ迷わせてしまい反省しています。 

 ５段階のような順を踏む必要はありません。世の中の道理から経営の仕組み、あり方などを

悟ることが出来れば、一挙に人生や経営の苦しさから解放され、人間本来の幸福な人生を送れ

るようになることを確信しております。 

 その意味で「真理が包み込む」と表現しました。 
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３． 体験談があったら、教えて下さい。 

 

① 体験談のレベルまでいっていませんが… 

最近、売上を増やす努力を何もしていませんが、順調に増えています。 

忙殺されてしまうことはありますが、精一杯のクオリティでサービス提供していきたいと

日々感じています。 

② 利他の心を理解せずに、相手に喜んでもらおうとしていた時に、だんだん自分がしんどく

なり苦しくなる事が多くありました。ですが、勉強会で、自分の為にやる事を学び、その結

果、相手が喜んでもらえる事で自分の喜びになる事を知ってから、利他の心を自分自身の

心構えにし、人生が楽しくなりました。対境関係図を考えるうえで、利他の心を心の隅に

置いておくと、自分自身が納得できました。 

何回か経営の勉強するうちに、この最後の章が、心にストンと落ちた事思い出しました。そ

れからが、すごく楽しい経営が出来るようになってきたと思います。来年以降も、深堀し

て参ります。 

 

◎Comment 

 このような体験談ほどうれしいことはありません。 

当経営の樹を育てる会は、樹が自然と伸びゆくイメージを持って学んでいます。 

 環境に調和した考え方と行動により、自然と成長してゆくイメージです。 

 自分自身が楽しくなれば社員もお客様も全ての関係者が楽しくなり、自然と良い結果となっ

てゆきます。 

楽しいは 白い心で 糸のよに 木の信念で 結ぶことなり 

 この中の「白い心」と「木の信念」を理解しましょう。 

 

③ 覚悟と信念、「信念を覆される」、そこにぶつかったことがあります。大切な所属する会社、

想いに惹かれる社長だったからこそ、思いっきり思いの丈をぶつけあったことがあります。

もっと円満にもっとお互いを傷つけあわずして解決できる術があったようにも思いつつ、

その社長とは私はこれからも心分かち合える、本気で付き合っていける人であると思っ

ています。見極める力と品性をもっと磨きたいです。 

 

◎Comment 

 そのような友人がいること幸福と思います。 

 「見極める力と品性」、是非磨いて下さい。 

 「真理により品性を高められる」は、言い換えると客観性を持つことと思います。主観性は対

立しますが、客観性は調和に向かいます。 

 もっともっと品性、真理について深く探求してゆきたいと思います。 

 

 

 



7 

 

４． 勉強会で学んだ考え方・方法を実践してみて具体的な変化はありました

か？ 

 

① お客様からの電話に対して、こちらが解決してあげられない事を言ってきても、気持ちに

寄り添って対応していると、相手から「君に言っても仕方ないよね。分かったよ、ありがと

う。」と言っていただきました。 

 

② フランスであるイベントを企画しました。日本から招致した方がいて、日本文化を広げる

一つのきっかけとして行いました。そこには日本から来た方含め、現地フランスで暮らす

日本人、フランス人も参加しました。年齢、それまで生きてきた軌跡、生まれた場所、学ん

できた知識など、全く違っていても、そこにかける想い、つまりは理念に共鳴する方々が

集まるとそういった垣根、違いは関係ないという心の繋がりを感じた時間でした。 

③ 売上は増えるもの 

信頼を丁寧に築いていけば、自然と増加するものなのだと、なんとなく最近感じています。 

 

◎Comment 

 真理、品性を磨くことにより、変化が表われ、実感出来る喜び、このような声を頂くこと、これ

以上のよろこびはありません。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 「正しさ」の主張でなく、（そもそもそれが正しいのか 正 であることは本人の思い込みで

あることがほとんど）「楽しさ」「優しさ」を主張、伝えていける人でありたいです。大切な

人と大切に繋がり、心（魂）こめて感動を届けること、そこから共に進んでいく、ということ

を自分の理念として思っています。わたしが、わたしであること、あなたが、あなたである

こと、その尊さを胸に、自分を咲かせて、誰かとともにその人を活かしていける人として

生きていきたいです。 

 

◎Comment 

 素晴らしいお考えです。これに真理、品性が磨かれ、益々素晴らしい人生を築いてゆくことと

思います。 

 

② 運の強い経営者 

無為自然な存在 

 

◎Comment 

 この 2つは当勉強会で目標とする経営者の姿です。見抜いて下さり感謝です。 
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 真理を学び、経営に反映してゆくに従い、運は強くなり、会社全体が活気に溢れ、全てが順調

となります。その結果、経営者は形から心の存在へと移っていきます。 

 無為自然とはそのような経営を指します。 

 少しずつ近づいていかれることと思います。 

以上 


