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経営の樹を育てる会 

 【第 65回】 考え方改革―混迷する社会と経営― Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 5年 1月 13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(建)、鈴木(一)、三浦、西村、金子、西野 7名 

      ZOOM 陸浦、秦野、山田(武)、渥美、渡辺、長尾、小林、山路、椎原 9名 

 計 16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、金子秀久 

 

 令和５年最初の勉強会は、16名の参加で行いました。 

 年初に当たり「混迷する世の中を乗り切る考え方」、そして「今年 1年間の計画」等、話

し合いました。 

 

記 

 

1.学んだことをいただきました 

 

① 今後、世界がどのようになっていくのかは誰にもわからないと感じます。そんな中、世界

をリードすることになるかもしれないのが日本と伺い、日本人であることがうれしくなり

ました。そして、さらに経営者であるということは大きな役割を担っているのですね。い

つどんな時でも変わることのない「経営の真理」を学べることは心強いと感じました。こ

れから 1年間宜しくお願い致します。 

 

◎Comment 

 令和の年号と同時にコロナショックから始まり、ロシア、ウクライナの戦争、世界経済の波乱と

次から次へと大きな時代の流れの中にいます。 

 国内に目を向けても経済の停滞、様々な行動規制による文化の破壊、人間関係の疎外化等、

挙げればキリが無い程、混迷する世の中となりました。 

 ここで大切なことは、この大きな波に呑まれないで、流れに乗る知恵を身に付ける。そのため

には、知識一辺倒から真理を学び、知識を真理で活かすこと、つまり、生きる知恵を身に修める

ことが急務です。 

 

② 日本古来の成り立ちと心構えを学びました。明るい未来の日本の中小企業の大事さと存

在意義を感じました！黒字経営していく事を肝に命じます！ 

 

◎Comment 

混迷を深める世の中において、一条の光を見い出すならば「日本という国の持つ和の精神に
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より、世界が治まる」というアインシュタインの予言などから日本という国を見直したいもので

す。 

そして、日本経済の基礎となる中小企業が元気になること、つまり黒字経営を続けることこ

そが、私たちの使命というと言い過ぎでしょうか？ 

 

③ ここ数年で、世の中の当たり前がガラッと変わり、生活習慣や仕事、プライベートでも周り

との関わり方が変わってしまいました。仕事においてもマイナス的な影響が段々と出てき

ております。正直なところ、世界の変化に対応していく頭と心がついて行けなくなってき

ております。今日の講義の内容も、頭では理解しようとしていますが、心がついて行けて

おりません。売上はほぼ例年と変わりませんが、利幅がかなりきつくなってきており無い

頭を振り絞り工夫するしか手はありません。今、自分に出来る事は、とにかく出るものを

抑えながら、利益を出し、贅沢はせず生活して行くことしかありません。逆に考えれば、こ

のような体験や経験値として荒波を乗り越える自分自身の力になるかと思い、前向きに

も思うところもあります。中小企業経営者の端くれとして、今日の講義の”考え方改革”を

多く中小企業や個人経営者の方に伝えて行き、日本を元気な魅力ある国にしていくこと

も使命かなと思います。 

 

◎Comment 

このように冷静に今の世の中を捉えて下さること大変うれしいことです。 

この世の中を乗り切るには、考え方そのものを改めなければならないと痛切に思っています。 

微力ながらも、少しでも皆さんのお役に立てるよう努力してゆきたいと思います。 

どうぞご協力お願いします。 

 

④ カタカムナのお話があったことに驚きました。 

 

◎Comment 

 世界中の言語のほとんどは記号です。その中にあって唯一、漢字だけは言葉そのものに意

味を持っています。 

 韓国はハングル語、中国は省略化され、日本だけが日本語として漢字の伝統、奥深さを保ち

続けています。 

 その日本語も中国からから入ってきたという常識が覆され、日本古来から既に言語があっ

たことがわかってきました。 

 カタカムナは１万２千年以上も前に日本で栄えた高度な文明からであるとされています。 

 カタカムナは８０首からなる渦巻き状に綴られた幾何学的な文字で日本の和歌や俳句の源

流と考えられています。 

 そして、現代のカタカナ４８字にも当てはまり、カタカナの原型とも言われています。 

 カタカムナ文字は勉強しようにも難解過ぎるため、手が出ませんが、せめて日本語の持つ奥

深さを学ぶために陰陽五行講座にて日本語を詠む道歌作りに挑戦しています。 

 是非、ご参加下さい。 

 

⑤ 経営者の品性を学ぶ中で改めて考えさせられたのが調和の心です。その調和で思い浮か

ぶワードが”共存共栄”という真理の大原則ですが、昨今の世の中はこの言葉と逆行して

いる気がしてなりません。だからこそ、自分の持っている花を咲かせるための地道な努力、
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そして誰かのために奉仕する心を常に忘れず、共に栄えながら自然と黒字化が継続でき

る会社になるよう、日々を大切に過ごしていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 当会では「経営社の品性とは、調和に導く心」として定義していますが、現代の世の中では忘

れられた言葉のようです。 

 経営者の品性は「人間性と経済性の調和」です。 

 是非、品性向上に挑戦して下さい。 

品性は 己と他人 世の道理 調和に進む 心言うなり 

調和とは 知識と真理 和の心 活かし合いてぞ 調うものなり 

 

⑥ 今回のテーマ「考え方改革 混迷する社会と経営」は、とても考えさせられる内容でした。

ロシアのウクライナ軍事侵攻、侵攻前、多くの専門家は、「いくらなんでもプーチンは軍事

侵攻しないだろう」と予測していました 2019 年、過去最多の外国人観光客が訪日。その

当時、インバウンド景気に沸く日本では、2020 年、東京オリンピック開催で、もっと外国

人観光客が増え、インバウンド景気が更に過熱すると、多くの日本人が期待に胸を膨らま

せていました。誰が、そのあと、コロナパンデミックで、外国人観光客がゼロとなり、東京

オリンピックが延期されることを予測出来ていたでしょうか。まさに、今後の予測を立て

るのが困難な時代に、私たちは生きている。今後どうなるのだろうか、先が見えない不安

に、暗澹たる気持ちと、途方に暮れてしまう気持ちが、ないまぜとなりながら、勉強会の夜

は床に就きました。翌朝、目が覚めた時、「だからこそ、考え方改革なんだ！」「だからこそ、

流れに呑まれず流れに乗る生き方、考え方をすればいいんだ！この予測不能な時代、流

れに立ち向かわず、柔軟な生き方、考え方で、流れに乗ろう！」「そして、もし、それでも立

ち行かないときは、”倒して新しい人生を産めばいいんだ！」と思い、目の前のモヤモヤが

晴れた思いがしました。 

 

◎Comment 

このように理解して下さること、ありがとうございます。その通りです。 

 

⑦ 中小企業経営者が経営学をしっかり学び実践する事で、もしも 60%以上が黒字企業にな

れば、経済が活性化し、暗い世の中から、明るい世の中になり、幸せな方が増えると思う

とワクワクしました。政治家は、真理と経営をしっかり学んだ方しか当選できないルール

になると良いなと思いました。真理を学ぶ事は、運が良くなると気づきました。 

 

◎Comment 

 経営者としての専門能力しかり、政治家もしかりです。人の上に立つ人は「リーダーシップを

取る仕事をする人」の自覚がないと務まらない、務めてはいけないと思います。 

 当勉強会では、「経営免許証」を発行することを考えていますが、政治家も同じと思います。こ

れらを含め真理は世の道理です。 

 当然、運も強くなってゆきます。運は、偶然のものではなく、周囲の人たちの善意により導か

れていくものだからです。 
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⑧ 今の私たちがどこにいるのか、どこに向かうべきか、を考える機会となりました。これか

らの学びが楽しみです。＜「知識」とはその時々の人間の考え方に作られるものであって、

常に変化する＞という点には、はっとさせられました。多くの人が“正しい”と思いこんで

いるものは、何なのか？「真理」をもとに行動できるようになりたいです。 

 

◎Comment 

 「知識はその時々の人間の考え方を成文化したもの」 

 「真理は変わることのない不変の摂理」 

 この違いを理解出来ると、世の中が生きやすく楽しくなると思います。 

 「正しい」という言葉の意味も考え直す必要がありそうです。 

正しいは 一旦止まると 読むなれば 省みながら 歩め教えか 

歩むとは 止まる少なく 読むなれば 一歩一歩 休まず進め 

 

⑨ ・今現在世の中の情勢が大きく変化していること、歴史的に現在と類似した出来事が起こ

っていること、その大きな時代の変化の中で日本の担う役割など、世の中を大きな視点

で捉えることができ、とても勉強になりました。その中で、やはり知識の変化と真理の不

変性を感じ、「知識と真理の調和」の重要性も改めて感じました。また、日本という国に関

しても、歴史的な起源や日本人の資質、日本語の奥深さなどを知る程に、日本という国の

持つ特異性や世界の中で担う役割には大きな意味があるのではないかと強く感じました。

一個人としてだけではなく、日本人として、将来経営者になった際には経営者として、世

界にどんな役割を求められているのかよくよく意識しながら全うしていきたいです。 

・コロナによる社会的影響や「流れに呑まれず流れに乗る」という歴史的背景からの意味。

また、原理を理解すること、考え方を変えることで、頑張ることなく自然に状況は良くな

るということがとても衝撃的な学びでした。本日のお話全て学びとして深く理解できた

わけではないですが、経営に対する考え方などとても学びとなりました。 

 

◎Comment 

 世の中を真理の視点で見つめると悩みが消えていくことを、私は 30 歳の頃学び衝撃を受け

ました。以来、40年間も「真理というもの」について学び続けています。 

 とても奥が深く、シンプルなものでもあります。 

 私はこのことを様々な失敗を重ねて 50 歳の頃からようやくわかりかけ、現在の再建の仕事

を通し、「真理の何たるか」に辿り着いたように思っています。 

 是非、共に学んでいきたいと思います。 

 

 

2.質問にお応えします 

 

Q１．周りの経営者達にもこの会を伝えたいのですがどの様に伝えたら参加しやすくなります

か？ 
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◎Answer 

なかなか難しいと思いますが、感じたことをストレートに伝えて頂きたいと思います。 

出来れば他の勉強会と違う所を伝えて下さい。 

1． 真理を学ぶことによって経営の安心感を得られる。 

2． 必ず黒字経営を続けることが出来る。 

3． 仮に経営困難に陥ってもとことん助ける。 

 これらを自信を持って伝えて下さい。 

 何故自信を持って言えるか？と疑問に思う方が多いと思いますが、知識の世界では不可能

であっても、考え方を変えることが出来れば可能であることを伝えて下さい。 

 

３． 体験談があったら、教えて下さい。 

 

① 先生が仰っていた通りに事が進んでいくので不思議な感覚にいます。自分の器が伴わな

いと良い環境、経営になっていかないのだなと感じています。最近は地元からの問い合わ

せが増えてきている事に喜ばしく思いながら今年の動向を楽しみにしています！ 
 

◎Comment 

 経営の真理とは「こうすれば必ずこうなる」ということです。したがって、いかに苦しんでいて

も必ずその通りになっていくものです。 

 自分の器を大きくすることが真の努力です。 

 この器というものを感じることが出来ることこそが成長した証です。 

 その器が大きくなるに従い、自然と売上げは上がっていくものです。 

 

② 昨年、東京の中小企業同友会での講演をお聞きし、こちらの会にもお招きいただきありが

とうございました。 
 

◎Comment 

 当会は、他の経営者の会の皆様とも交流を深めていきたいと思っています。 

 ご参加下さり、ありがとうございました。 

 

③ 長いお付き合いをしている会社の代表者が売上げを優先しすぎる傾向のため、ここ数年

思うところがありました。何度か遠回しに考え方を改めてほしい旨をさりげなく伝えてき

ましたが、長年の実績やプライドが邪魔しているのか変化する様子は一向に見えません。

そこで、関係性を手放す決意をいたしました。人は変えることが出来ない、ならば自分が

変わるしかない、という学びから手放すという決断を致しました。売上げは下がりますが、

自分が掲げた経営理念を曲げるわけにはいきません。 その分、それに代わる新たな出会

いがあるかと思うと逆にワクワクしております。 

 

◎Comment 

 経営の目的は「経営理念を実現すること」に集約されます。自分自身の理念を大切にすること

は経営の原点です。 

 素晴らしいですね。 
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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な変化はありました

か？ 

 

① 先生から紹介頂いたホームページの反響が出てきています。少しずつ問い合わせが増え

てきているので日々、精進し大事にしていきたいと思います！ 

 

◎Comment 

 当勉強会に参加下さる方同士が助け合えば、同じ考えで進められるため、必ず良い結果が得

られると思い紹介させて頂いております。 

 大変うれしいことです。 

 

 

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 誰からも求められ、喜ばれる会社にしていきたいです！ 
② 私も中小企業が蘇ることが日本の活性化だと思い、そのための仕組みができれば良いと

考えています。 
③ お客さまと共存共栄できる関係づくりをして、会社を長く続けられる経営者でありたい。 
④ 思考停止にならないで、楽しんで物事をみていきます。 

 

◎Comment 

 いずれも前向きな感想を頂き、大変嬉しく思います。 

 このように感じて下さる方が増えるに従い、明るい社会に近付くように思います。 

 

⑤ 風の時代に入り、今後益々世の中の変化が加速していくと予想されます。そんな中、真理

に基づき何にも揺るがない太い幹を持ちながらも軽やかに「流れに呑まれず流れに乗っ

て」、自分を最大限に活かして生きていきたいです。 

 

◎Comment 

 「風の時代」は占星術から出ている言葉で木星と土星が水瓶座で会い、風の時代が始まると

いうことでしょうか？ 

 今までの社会が「お金や財産がある人が力を持つ」時代だったのが、「個人の自由と権利・平

等性」を強く求められる社会になると言われる説のことと思います。 

 私は陰陽五行説を学んでいますが、その中の富裕者の時代、つまり資本主義の時代が終わり

を迎えるということと一致します。 

 様々な説があっても真理は一つということと思います。 

 私たちが生きている間にこのような大変革を見れると思うと不安な反面、楽しみでもありま

すね。 
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⑥ 私は、M&A の仲介業の会社の社員ですが、勉強会を通して、中小企業の成長と存続のた

めの原理・真理を理解し、経営者に今以上に寄り添える自分になれたらと考えています。 
 

◎Comment 

 M＆Aの仕事をやられる方にとっては、当勉強会は大変参考になると思います。 

 秋季編、善意総和型再建方法にてM＆Aによる転生方法として取り上げております。 

 私もM＆Aについては、30年以上も前から手掛け、積極的に推進、昨年も成功しました。 

 しかし、M＆A に該当しない会社、つまり負債が多く見向きもされない会社にとって M＆A

は大変困難です。 

 その時は、負債を処理した上で M＆A に臨むようにしております。その方法を M＆A 会社の

社員に勧めておりますが、なかなか乗ってくる社員は現れません。 

 私は負債が多くても転生という方法で何社も成功してきております。 

 これは、真理に基づき実行すれば、全ての関係者の善意により成功するものであり、これから

混乱する世の中を迎えるに当たりどうしても学ぶ必要のある考え方と思います。当勉強会では

秋季編で取り上げます。 

 是非、学んで下さい。 

以上 


