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経営の樹を育てる会 

 【第 67回】 起業、社会責任、品性― Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 5年 2月 3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 6名 

      ZOOM 山田(武)、星、金井（克）、金井（隆）、渥美 5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、金子秀久 

 

記 

 

1.学んだことをいただきました 

 

① 品性は経営能力そのものということを学びました。品性が高ければ、周りの人々の協力を

得られ、どんな困難をも乗り越えていくことが出来ると感じました。さらに経営者の品性

として最も重要な資質は、心の自己愛と他者愛が一体となって無理なく生きていくことと

学びました。背伸びして頑張ることではないのですね。自分の器を大きくする努力をした

いと思いました。 

 

◎Comment 

 「経営者の品性」は突き詰めると「調和に導く心」と言えると思います。 

 その中の一つが、自己愛と他者愛の調和です。 

 「自分を大事にすることが人を大事にすることになる」 

 「人を大事にすることが自分を大事にすることになる」 

 「自分を大事にすることと自分だけを大事にすることは違う」 

 この考え方が、とても難解に思える「高く買い安く売って儲けよ」(テキスト 19 頁)の理解へ

のヒントになるように思います 

 そして、この調和の心を探究することこそが、自分の器を大きくすることに繋がります。 

 

② 今日は基本に返り、経営者とはについて改めて復習できました。プロ経営者の品性につい

てチェックしましたが、yes が８、？が２でした。自分の人生と経営者の人生が調和してい

るという言葉で、今は純粋に自分が出来ることが皆さんのお役に立てたり、皆様が喜んで

頂けることが凄く嬉しく思える様になり複雑なことはあえて考えないように日々取り組ん

でおります。 

 

◎Comment 

プロ経営者の品性の YESが 8は、素晴らしいと思います。 
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もっともっと学んで頂きたいと思います。 

学ぶにつれて YES が減り、NO が増えていくはずです。そのようになることが悟ることと思

います。 

決して到達点はなく、どこまでも追求してゆくことと思って下さい。 

 

③ 講義のテーマだった「経営者の品性」は古川先生からの教えの中で一番に勉強になってい

る分野です。 

手前味噌で恐縮ですが、2 月は当社の決算となり、様々な方のお力添えによりなんとか黒

字で着地できそうです。その中で黒字を出すためには徹底的なムダ・ムラ・ムリを無くすこ

とが欠かせませんが、それを現場レベルで実行するためには明らかに経営者の品性が伴

う事を実感しております。 

品性が無ければ販管費に対する意識もつい甘くなるだろうし、品性が不足していればお

客様からの紹介も増えず利益が目減りするだろうし、品性を高める努力を継続しなけれ

ば「流れに吞まれず、流れに乗る」ことも出来ないだろうと感じます。余談ですが、品性の

勉強をする前の決算書を見ると、恥ずかしくて仕方ありません。黒字であっても私利私欲

が明らかに出ているからです。 

今後も会社を黒字にし続けるために、己自身の品性を高める努力を日々忘れず過ごして

いきたいと思います。 

 

④ 経営者の責任についてのお話が、とても心に残りました。存続責任・公共責任・調和責任。

特に調和責任は、古川先生ならではと思います。会社＝経営者ではなく、経営者は、リー

ダーシップを発揮して経営をするという一つの役割を担っているに過ぎない。その考えを

持つからこそ、会社を私物化することもなく、又、会社を閉じなければならない時になっ

ても、経営者自らも一緒に倒れる必要はないと、気づかされました。 

 

◎Comment 

経営者の責任を深く捉えて下さり、ありがとうございます。 

経営者を調和関係者の一員にしてしまう考え方は、おそらく私独自の考え方と思います。 

経営者としての 50年間の体験から出した結論です。 

コロナ禍が一段落し、環境の激変に見舞われた時、この考え方が多くの経営者を救うと思っ

ております。 

 

⑤ これまで聞いた内容もありましたが、ココロへの響き方が異なっています。それは私自身

が変化しているからだと思います。「聞いた」「知った」と「分かる」は違う。さらに言えば

「できる」段階に進むためにも、何度も読む・自問自答していきたいと考えます。 

 

◎Comment 

 このような感想を頂けること体験うれしく思います。 

 当勉強会では、真理の勉強をしておりますが、真理と知識とが違うことは、わかっているよ

うでなかなかわからないものです。 

 「聞いた」「知った」「わかる」「出来る」と 4段階の受け止め方を通して説明します。 

 「聞いた」： 聞くは門の中に耳があるように受け身であり、消極的です。 

消極的から積極的な聴くになると、知ったに近付きます。 
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聴くは、目と心と耳を総動員して理解しようとする姿勢です。 

  「知った」： 知ったは口に矢と書くように外へ向かって口から言葉を出せることが知ったこ

とになります。つまり、知ったことは自分のものになり、外へ出て活用する段階

を表わしていると思います。 

  「分かる」： 分かるは様々なことに対し、理解出来ることです。 

         分かるとは、分けると読めます。つまり、分けると分かることになります。そして、

分けるとは刀で分ける、つまりズバッと明確に分けることにより、分かることに

なります。 

  「出来る」： 出来たは「出したら来る」と書きます。 

         つまり、実行したものが成果となって還ってくることです。しかし、その出来るこ

とが相手を思わず主張すると争いを生みます。知識の弊害です。 

         相手と調和することを考えながら行うと調和に向かいます。このことが「出来る

人」と「出来た人」の違いです。 

         その出来る人は戦略的思考の持ち主です。 

 経営者の思考は「戦略的思考」です。 

 つまり、結果を決め、その結果に向けて導いていく考え方です。 

 あらかじめ決定して結果に導いていくためには、様々な問題が発生したり、容易に決断を下

せない場合が多くあるものです。迷った時に必要な考え方が「真理的思考」、つまり、真理に基

づいて決断を下していくということになります。この真理により、解決出来る人が出来た人と

思います。 

 

思い掛けず、この 4段階について考えさせて頂きありがとうございました。 

陰陽五行講座では、「日本語は哲学の宝庫」として道歌を作って読み説いています。 

“聞くと聴く 門の奥にて 聞くよりも 目耳心で 聴けの教えか” 

“知るという 口を矢にする 読むなれば 言葉によりて 役立つことか” 

“分けるとは 分ければ分かる 読むなれば 刀でスパッと 分けてみるなり” 

“出来るとは 出したら来ると 読むなれば 必ず結果 表わす人か” 

 

⑥ 「起業」に関して、もう終わった段階ですが、＜会社設立チェックポイント表＞＜起業計画

書＞＜調和関係図＞を改めて作成したいと感じました。きっと気づきがあると思うので。

黒字決算になって初めて社会に認められる➡先生がよく仰る黒字への拘りを理解できま

した。 

 

◎Comment 

黒字へのこだわりは「黒字決算が出来なければ存続価値がない」と言い切っても良いと思い

ます。 

現実に 3期赤字決算を続けると「経営破綻企業」として誰からも相手にされず消えることに

なります。 

いつも黒字決算を頭に入れておかないと 3年間はあっと言う間です。 
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⑦ 「経営」の縦横でどっちが動くか、の問いが興味深かったです。動かせないもの、自由に 動

かすべきものを区別して進めていきたいです。 

 

◎Comment 

経営という意味はとても深いものです。 

“経営は 経の縦糸 基本とし 営の横糸 織る極意なり”ですが、横糸になる販売経費につい

ても深く理解する必要があります。 

“経費とは 経に費やす ものなれば 厳かなもの 軽ろんべからず” 

 この考え方が、「売上を下げながら利益を上げる」に繋がります。 

 

⑧ 「品性は運を強くする」運とは“周りの人々の協力を得る力”、、、目標にします。 

 

◎Comment 

 「運は作るもの」です。是非実践して下さい。 

 

⑨ 他者愛と自己愛について、他者愛は自己を犠牲にする事ではなく、自分を愛し成長する事

で、他者も愛するという事なのだと感じました。昔は日常で人の為にする事が、何が意味

があるんだろう？何の為にやっているのだろう？めんどくさい。等感じる事が多々ありま

したが、最近では先生の教えを聴くようになり、真理と調和を意識し初めました。そのこと

で、この他者愛と自己愛についてのような自分を愛し成長する事で、自然と人も愛せるよ

うになって来ました。そうすると次第に自分から広告宣伝をする等、無駄な動きが減った

ように感じます。とても素晴らしい事を教えて頂き、人生が変化した事に感謝です。 
 

◎Comment 

 当会で何年も学ばれている方と思います。 

 この勉強会は平成 29年以来続けており、5年間が経過しました。 

 最近、このような感想を頂くことが増えてきました。勇気を頂けます。 

 本当にうれしく思います。ありがとうございます。 

 

 

2.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 真理を学ぶことで、生きる上で自分の役割（使命）を心から感じる事が出来るようになり

ました。無理をせず自分を楽しむことで、自然と人が集まり、売上が上がる事を実感して

おります。こんなに人生が楽しいと思えた事は過去に感じた事はありません。これが無為

自然なのかな？とも感じております。 

 

◎Comment 

素晴らしいご感想ありがとうございます。 
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無為自然の境地に近付いたこと、人生の一大転機と言えると思います。 

無為自然は、老荘思想の基本の考えですが、とても奥の深いものです。 

まずは、自分というものを客観的に眺めることから始まると思います。 

“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” 

このような考え方を持てば、全てが順調に流れてゆくものと思います。 

 

 

３． 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 自分自身、会社が成長すると共にお客様や地域の皆様が共に成長し、生きる事が楽しい 

と思える社会を創って行きたいと思います。 
② 責任を重荷としないで果たしていける人！ 
③ ●この会をどのように伝えるか  

・必ず黒字経営を続けることが出来る。 

・仮に経営困難に陥ってもとことん助ける。 

 多くの人に伝えて行きたいと思います。 

●初年度黒字決算計上により、起業成立  

⇒黒字決算にこだわることが経営者としての最大の責任である 

※2 期目以降は、売上・利益が出ないならば、その原因を分析しないといけない  

●品性が経営の樹を育てる  

品性は運を強くする 

⇒悩まない 

⇒「困難が来ないのではなく困難を乗り越えてゆく力を身に付ける」こと 

⇒「流れに吞まれず流れに乗る」生き方 

●真理(経営面) 

⇒売上は伸びるもの 

⇒周囲の力で自然に引き上げられ、人徳となる 

⇒「情けに報いる心」により、自然に拡がる 

⇒「組織の和」（口を小さく） 

⇒今日に満足、明日も良くなり、自然に成長する 

●「企業は人なり！」は本当か？ 

⇒社長の器をはみ出る人は収まらない 

⇒社長の器を超える人に辞めてもらうとうまく行く 

●経営者に求められる品性 10 ヵ条（抜粋）  

第 1 条 自分の人生と経営者としての人生が調和している人 

⇒感謝の心 

⇒世の中に貢献 

⇒人を育てる 

第 2 条 和合に務め、調和に向かう心を持てる人  
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⇒「和」、口を小さく  

第 3 条 妥協に進むことを完璧に行うことが出来る人 

⇒丸く納める 

第 4 条 争いを避け、流れに乗ることが出来る人 

⇒和に導く 

⇒武士道：ケンカしない 

⇒吉： 武士の口から出た言葉 

第 5 条 新幹線型リーダーシップを目指せる人  

⇒新幹線型：各車両が走る 

第 6 条 “虫 鳥 魚”の 3 つの目で判断出来る人 

⇒細かく、様々な角度 

⇒俯瞰  

⇒流れを読む  

第 7 条 3 つの回答で意思決定が出来る人  

⇒Yes, No,わからない、という回答  

⇒「わからない」＝「先延ばしする決定」 

⇒分ければ分かる  

第 8 条 人を憎まず、溫かい心で接することが出来る人 

⇒恨む（心が山になる）～これらを流す  

⇒憎む（心がますます）～ これらを流す 

⇒溫い： 囚人にも水と料理を  

第 9 条 責任を重荷としないで果たしてゆける人 

⇒存続責任、公共責任、調和責任 

第 10 条 自己愛と他者愛の調和を保つことが出来る人  

・自己愛は、「形の自己愛」と「心の自己愛」の 2 つある 

「形の自己愛」を捨てる  

・他者愛とは、他人に対する愛のことであり、「奉仕心」である 

⇒自分を磨くことによって、まわりが良くなる 

Q16：人間の本質とは？ 

⇒「花を咲かせるために生まれて来た」  

⇒悩まない 

 

◎Comment 

簡潔にまとめて下さりありがとうございます。 

それぞれを自分のものにして成長されることを期待します。 

以上 


