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ドラッカー教授は2005年の他界される年の1月、私の所属していた研究所の名誉所長に就任されていたことから、その
年の所感を短い言葉にして送ってこられた。
「専制主義は過去の話ではない。世界が自国の繁栄という大義の下に保護主義に走リ始めれば、その後には必ず国粋主
義と専制主義に道を開くことになる」と。当然、まだトランプ大統領の時代ではなかった。世界の右傾化も最近ほど目立っ
てはいなかった。しかし今にして思えば、ドラッカー教授は独特の鋭い分析力から将来を警鐘したと考えられる。
話は変わるが、今年、ドラッカーの窓から明日を考える研究会は設立10周年を迎える。
今年の10月7日にささやかなお祝いをすることになった。会場は品川駅高輪口から歩いて10分の日立金属さんの高輪和
彊館で実施される。
共通テーマは “Built on global community with diversity and inclusion” である。ドラッカー教授の先の警鐘をドラ
窓研が研究と運動として取り組むキャンペーンに採択したのである。学会の皆さんの参加を心から歓迎したい。

ドラッカーの窓から明日を考える研究会・主宰者
ドラッカー学会理事

藤島 秀記

ドラッカー教授の警鐘に今こそ耳を傾けるとき
“Built on global community with diversity and inclusion”

ドラッカー・フォーラム「デジタル版」はこちらです。 

▲

http://drucker-ws.org/projects/

ご挨
拶

「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」10周年記念イベント 申込サイトリンク
http://peatix.com/event/288909/view
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「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」は、ドラッカー学会の研究会の一つとして、「現在か
ら将来にかけて重要な意味を持つであろう社会的な問題に焦点を合わせ、ドラッカーの視点と思
想（ドラッカーの窓）から、分析､討論､まとめを行う」ことを目的に2007年9月に設立されました。
今般、本研究会の設立後10年経つことを鑑み、10周年記念イベントを開催することといたしま

した。本研究会におけるこれまでの成果を紹介するとともに、総合テーマのもと有識者をお招きし
て、ドラッカーの視点と思想（ドラッカーの窓）から、ご参加者の皆さまとともに、新しい現実とこれからの自由で機能する社会のありようについて
考えてまいります。
本イベントは、会員でなくとも参加可能です。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

■ 日時　2017年10月7日(土)　10:00～ 19:00
■ 場所　高輪和彊館　東京都港区高輪4-10-56
　　　　 http://www.shunko.jp/hitachi-metals/wakyo_map.html
■ 総合テーマ　Built on global community with diversity and inclusion.
■ プログラム （敬称略）
 •10:00～10:15　代表挨拶　藤島 秀記 学会理事・ドラッカーの窓から明日を考える研究会代表
 •10:15～12:00　成果発表　発表25分×3名
 •12:00～13:30　　休 憩
 •13:30～14:00　祝辞・講演　森岡 謙仁 学会理事・ドラッカー「マネジメント」研究会代表
 •14:00～14:50　講　　演　田中 弥生 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教授
 •15:00～15:50　講　　演　坂本 和一 立命館大学名誉教授、立命館アジア太平洋大学初代学長
 •15:50～16:50　講　　演　野田 一夫 一般財団法人日本総合研究所名誉会長、多摩大学名誉学長、初代宮城大学学長、事業構想大学院大学名誉学長
 •17:00～19:00　懇 親 会
■ 成果の冊子 
　 ご参加された方に、本研究会の会員による研究報告書を贈呈致します。
■ 参加費 
 •イベント参加費　ドラッカー学会員1000円、非会員2000円　　
 •懇親会参加費　4000円
 •申し込み要領  右のサイトよりお申し込みください。　　http://peatix.com/event/288909/view

イベントのご案内

「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」 10周年記念イベントのご案内

野田 一夫 氏坂本 和一 氏田中 弥生 氏

詳細はこちらから 

▲

http://www.excellent-npo.net/

ドラッカー学会後援 第5回「エクセレントNPO大賞」のご案内
文部科学省・ドラッカー学会が後援団体となっております「エクセレントNPO大賞」の第5回募集が開始されました。この「エ

クセレントNPO大賞」は、活動の質の向上をめざし、自己評価を行いながら改善につとめる非営利組織を表彰するもので、当学
会の田中弥生さん（大学改革支援・学位授与機構特任教授）も審査員を務めておられます。
この賞がめざしているのは、非営利組織間で課題解決に向けた競争が始まり、その取り組みが広く社会に知られることで非営
利組織が課題解決に向かう市民の受け皿となるような良循環が生まれることです。
受賞団体には、賞金と毎日新聞での特集記事での紹介があります。また、賞に選ばれなかった団体全てに対して、応募書類の

記し方について「良い点、課題点」のコメントを記したフィードバック・レターをお送りしています。そのため、何度目かの応募で受
賞する団体もあります。
法人格の種類・有無を問わず、多様な分野、規模の団体からを対象にしておりますので、学会員の皆様におかれましても、ぜひ、

活動されている団体の強みや更なる成長のポイントを見出していただきたく、ふるってご応募ください。
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「詐欺で、全財産を失いました。」
フォーラム最後の挨拶で、自分でも予期せぬカミングアウト
を中途半端にしてしまいました。睡眠不足のために、半分酔っ
払ったような状態だったのが原因かもしれません。が、しかし、
この事件が、今の私の原点ともいえるので、せっかくなので、
この場をお借りてシッカリとカミングアウトしちゃいたいと思い
ます（笑）。

＊＊＊＊
今から約3年前の2014年9月。
それは家族旅行で天草に行っていたときのことです。天草
は、祖父母の生まれ育った場所で、当時94歳の祖母がまだ
元気なうちに、という思いで企画し、祖母と父、そして私の家
族4人の計6人、楽しい旅行に
なるはずでした。
しかし、一本の電話が全てを
壊しました。
「スタッフがフォークリフトを
倒して下敷きになってしまい、
二人が瀕死の状態で、いま病
院にいます。」
この日を遡ること2カ月前の7
月。うちの取引先の1社が、上
場企業の大きな案件の受注を
したということで、その運転資
金を援助することにしました。しかし、8月末の償還日になって
も返済がなく、数日遅れて、ようやくクライアントの社長から入っ
てきた電話がこれでした。
「被害者の家族から損害賠償を要求されていまして、いま資
金を払い出すわけにはいかんのです。」
「いや、それとこれは別問題ですよね？ まずは一刻も早く償還
していただき、そのうえで今後については改めて考えましょう。」
「でも…」
移動中の車の中での会話に、妻が騒ぎ出します。実は、妻

も資金の出し手の一人だったからです。
「何て言ってるの？ とにかく早く返してよ！！」
彼女が、結婚前から貯めていた大事なお金を無理やり出さ

せました。当然、正気でいられるはずがありません。
楽しくなくなってしまった天草旅行から帰ってきて、すぐその
翌日、発注元の上場企業に乗り込むことにしました。意外にも、
予期せぬ部外者にも優しく対応してくださり、すぐに社内の確
認をしてくださいました。そして、契約書に捺印されている代表
印が偽造されたもので、本件が詐欺であることが判明し、その

瞬間1億円近い金額の損失が確定しました。
しかし、こんな苦況に陥っても、私の心は不思議なくらい冷
静で、失った資金をどう回収すべきか、頭はすぐにフル回転し
始めました。それと同時に、この事件を通じて、さらに大きく成
長する自分を想像し、妙にワクワクしている私もいました。
なぜ、このような苦境にもかかわらず、このようなポジティブ

なマインドでいられたのか？　それはこの事件からさらに遡っ
た2006年とリーマンショックの2008年。この2回、会社を倒
産させかけた経験からの学びがあります。この時、復活を賭け
た勝負を挑む際に、妻に出された条件が2つ。それは、毎日の
氏神参りとトイレ掃除でした。私はこの2つを約束通り半年間
続け、1億円以上の資金調達と、「生きている限り120％ハッ

ピー！」というある種のSATORI
を得ることができました。
そのお陰で、私はこの詐欺
事件のときも、明鏡止水ともい
える心の状態を維持することが
でき、自分のSATORIが確固
たるものであることを改めて実
感できたわけです。
そして、詐欺事件発覚から
3ヶ月後の2014年の年末。事
実私は、1つの大きな成果を得
ました。それは、自らの肩書き

を「共育者」と名付けたことです。この肩書きを見つけた瞬間、
いままで歩んできた過去と、これから進むべき未来が、光の線
のように繋がりました。そして、自分の人生の意義が明確にな
り、更にSATORIを深め、より大きな幸福感を感じながら、い
ま生きています。
今年は、奇しくも明治維新から150年目に当たりますが、い

まそれと同レベルの時代の大転換期にあると考えています。そ
こで、これからの未来について、みんなで一緒に真剣に考える
場が必要だという想いで、「ネクスト・ソサエティフォーラム」と
いう名称を採用しました。
なお、広義の「ネクスト・ソサエティ」とは、みんなにとって理
想的な未来であるべきですから、人それぞれの考えがあって
いいと思います。ちなみに、私は、「自立共創社会」と名付けま
した。目指すべきゴールは「共創社会」です。「共創社会」とは、
それぞれの「強み」のある仲間が集まり、「共」に、新しい何か
を「創造」をする時代になりますが、その必要条件は、メンバー
ひとりひとりの「自立」です。ただ、残念ながら現段階において
は、自立できていない人がまだまだ多いと言わざるえません。

それは、いままでの教育をはじめ、社会的な仕組みや構造が
そうなっていたので、仕方がないことかもしれません。しかし、
いまの時代の大転換期において、この「自立」が重要なキー
ワードとなることを、より強く意識すべきだと考え、敢えて「自
立共創社会」と表現しているわけです。
また、今回のテーマに「強み」を掲げたのもこれに関係してい

ます。「強み」とは、「自立」の「種」だと私は考えています。なぜ
ならば「強み」とは、「DNA」と「歴史」によって定義される「自
分自身」そのものであり、「自立」とはそこから始まるものだから
です。そして、この「強み＝自分自身」という種から芽を出し、大
きな樹に育てていくための原理原則を体系化したものが、「マネ
ジメント」というフレームワークであり、「ドラッカー」だと私は考
えています。したがって、いまだからこそ！もう一度！「ドラッカー」
が世の中に必要とされる時代、社会に大きく貢献できる時代、
否むしろ貢献すべき時代だと思うわけです。
今回のフォーラムは、敢えて非現実的とも思える500名とい

う動員目標を立てました。そして、一見無謀とも思えるような新
しい取り組みを短期間の中で、いくつも盛り込みました。その
ため、ファシリテーターやご登壇頂いた先生のみなさまをはじ
め、実行委員会のメンバーやボランティアスタッフのみなさん
にも大きなご負担をお掛けしてしまいました。しかし、理事の
方をはじめ、多くの関係者の方々が、この変化と挑戦を批判
することなく、むしろ積極的にご協力してくださいました。世の
中の多くの学会が変化に対して消極的だと耳にする中で、こ
れはドラッカー教授の思想を受け継いだドラッカー学会の「強
み」だと思います。
お陰さまで、私が思い描いた通り、自由に、思う存分、挑戦

させていただくことができました。そして、目標達成こそはでき
ませんでしたが、数字的には十分大きな成果を上げることが
できたと思っています。
しかし、「共育者」としての私的には、数字的な成功よりも、
一人でも多くの方に「自立」に向けて、一歩でも前進できたか
どうか、その後、イキイキ！ワクワク！して頂けているかどうか、
が一番大事な「成果」です。
みなさまは、3ヶ月前を振り返って、今と比較して何か少し
でも変化はございましたでしょうか？ 何か1つでも意識や行動
の変化に繋がりましたでしょうか？
みなさまの変化の先に、よりよい社会、よりよい未来があり

ます。
今年一緒に成長することができた実行委員会のメンバーと

ボランティアスタッフのみなさま、そしてご登壇頂いた先生方を
はじめ、学会関係者のみなさまに深く感謝致します。
そして、今後益 ド々ラッカー教授の知見を拡げ、一人でも多

くの方に活用して頂けるよう、ドラッカー学会の発展と、より大
きく社会に貢献されることを心より祈念して、私からのご報告
とお礼とさせて頂きます。

総会・大会開催報告

「われわれはいかに働き、どう生きるべきか」
～「強み」と共に生きる

ネクスト・ソサエティ フォーラム 2017ドラッカー学会 総会・大会 開催御礼

実行委員長
小林  広治
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「組織は、人の弱みを意味のないものにすることができる」
準備から当日までたくさんのボランティアスタッフの方々にご協力いただきました。司会、受付、会場誘導、音響、販売、
教室セッティングなどなど、誰１人欠けても、今回のフォーラムは成り立ちませんでした。１人ではなく、みんながいるからで
きること。2016年の年末に実行委員のお話をいただいてから、本番までちょうど半年。怒涛のような６ヶ月間でした。フォー
ラム準備に関して、私は実行委員という立場でいながら、東京に住んでいるわけでもなく、特別なにかスキルがあるわけでも
ない中で、なにができるのか。何度も『経営者の条件』を読みながら、なかでも、小林実行委員長が掲げて
いる目標を実現するために、「ほかの人には難しいが自分には簡単にやれることは何か」この問いは何度も自
分に問いかけました。この半年で、得たものは、みんなでつくっていくものだということ。誰か１人が頑張るの
ではなく、みんなでつくっていくものだということだと気付きました。貴重な経験できる機会をありがとうござ
いました。

「詐欺で、全財産を失いました。」
フォーラム最後の挨拶で、自分でも予期せぬカミングアウト
を中途半端にしてしまいました。睡眠不足のために、半分酔っ
払ったような状態だったのが原因かもしれません。が、しかし、
この事件が、今の私の原点ともいえるので、せっかくなので、
この場をお借りてシッカリとカミングアウトしちゃいたいと思い
ます（笑）。

＊＊＊＊
今から約3年前の2014年9月。
それは家族旅行で天草に行っていたときのことです。天草
は、祖父母の生まれ育った場所で、当時94歳の祖母がまだ
元気なうちに、という思いで企画し、祖母と父、そして私の家
族4人の計6人、楽しい旅行に
なるはずでした。
しかし、一本の電話が全てを
壊しました。
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彼女が、結婚前から貯めていた大事なお金を無理やり出さ

せました。当然、正気でいられるはずがありません。
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ました。それは、自らの肩書き

を「共育者」と名付けたことです。この肩書きを見つけた瞬間、
いままで歩んできた過去と、これから進むべき未来が、光の線
のように繋がりました。そして、自分の人生の意義が明確にな
り、更にSATORIを深め、より大きな幸福感を感じながら、い
ま生きています。
今年は、奇しくも明治維新から150年目に当たりますが、い

まそれと同レベルの時代の大転換期にあると考えています。そ
こで、これからの未来について、みんなで一緒に真剣に考える
場が必要だという想いで、「ネクスト・ソサエティフォーラム」と
いう名称を採用しました。
なお、広義の「ネクスト・ソサエティ」とは、みんなにとって理
想的な未来であるべきですから、人それぞれの考えがあって
いいと思います。ちなみに、私は、「自立共創社会」と名付けま
した。目指すべきゴールは「共創社会」です。「共創社会」とは、
それぞれの「強み」のある仲間が集まり、「共」に、新しい何か
を「創造」をする時代になりますが、その必要条件は、メンバー
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野田一夫先生――90歳を迎えて
2017年5月22日（月）、野田一夫先生の御年90歳の

“卒寿を祝う会”（バースディパーティ）が総勢900名の知人・
友人を集めて、TKPガーデンシティ品川で盛大に開催された。
今回の発起人は政界、
財界、学界、スポーツ
界そして芸能界から
150名を超える著名人
たちである。野田先生
の各界への交流と親
交の深さを感じ入っ
た。
野田一夫と言えば、

ドラッカーの主著である
「The practice of manage- 

ment」を『現代の経営』
という邦題名にしたこ
とで日本のビジネスマ
ンに受け、ビジネス書
としては空前のベストセラーとなり、日本での経営学ブームの
先掛けを作った人である。
ドラッカー学会もこの会の後援者として企画・準備をさせ
て頂いた。この会には藤島理事、井坂理事をはじめ、30名ほ
どの学会員がお祝いに駆けつけた。野田先生にはドラッカー
学会の顧問をして頂いているだけに今回の卒寿を祝う会は学
会員にとっても格別な思いがあった。

野田一夫とベンチャー三銃士の対談
このメイン・バースディパーティの開催前に別室で記念講
演会と称した、野田先生を囲んでの対談が1時間ほど催され
た。対談開始の30分以上も前から講演会場は熱気に包まれ

ていた。対談のお相手
は、“ベンチャー三銃
士”などと称されてい
る、HIS会長の澤田秀
雄氏とパソナグループ
代表の南部靖之氏、
そしてソフトバンクグ
ループ社長の孫正義
氏である。孫氏は、あ
いにくサウジアラビアへ
の緊急出張のため欠
席であったが、10分程
度のビデオメッセージ
が流された。ビデオで
は、野田先生から若い

時に受けた薫陶について、「夢ではなく志を持って闘え！」と
いう言葉が今も脳裏に残っていると語られた。今の孫氏の
リーダーとしての挑戦はまさに野田先生のこの言葉からス
タートしたようだ。
彼ら3名は若き日、まだ全くの無名だったころから野田先

生との付き合いが深かった。野田先生はご自身の赤坂オフィ
スを、前途有望な好感の持てる人柄の若き起業家たちが気

楽に集まって相互に学び合える場所を提供していたのである。
まさに現代版の“梁山泊”を創ったのである。澤田氏も南部
氏も、野田先生をオヤジのように慕って人間愛に触れて成長
していったようだ。彼らのモチベーション維持は野田先生の
影響が大きかったのである。
対談は終始、野田先生ペースで進められ、ウイットに富ん

だ話しぶりと会場を笑いの渦に巻き込む巧みな突っ込みに、
三銃士もたじたじの場面も見受けられたが、三銃士も負けて
はいない。野田先生が奥さまには頭が上がらないエピソード
などで切り替えしていた。
本当に仲のいい師弟関係の会話を楽しませて頂いた。

いよいよバースディパーティへ
場所を移して、いよいよ大会場でメイン・バースディパーティ

がスタート。司会は、石田純一氏と王理恵さんによる息の合っ
た進行で始まった（ちなみに石田氏はこの日も靴下は履いて
いなかった）。壇上に野田先生が姿を現れると会場は割れん
ばかりの拍手があった。付き添い役は、ジュディ・オングさん
である。野田先生にとって昔から大ファンであり、舞台ではご
満悦のご様子だった。
最初に野田先生とは旧知の中であり、今でもゴルフを一緒に

されているキッコーマン（株）取締役名誉会長である茂木友三
郎氏から温かいお言葉とともに、野田先生の歳を感じさせない
パワフルな攻めのゴルフのエピソードについて臨場感たっぷり
に話して頂いた。乾杯はサプライズゲストとして駆けつけてくれ
た、元内閣総理大臣である小泉純一郎氏である。野田先生の
少年時代の武勇伝を実に面白く、相変わらずの人を引き付け
る話し方で会場を沸かせた。いまだ衰えずの小泉節であった。

野田一夫先生の魅力
この後、野田先生は檀上から我々のところに下りてきて、
気持ちよくみんなと記念撮影に応じて頂いた。野田先生の周
りは一言挨拶をしたい人たちで一杯になり、収拾が付かない
状態であったが、野田先生は出席者一人ひとりに気さくに話
をして頂いた。その様子は会場の両サイドの大スクリーンに映
し出されていた。その様子をみていると、まったく偉ぶらない
野田先生の人柄と人を引きつける魅力を改めて感じたが、ふ
と、ドラッカーが日本に来て短期間で野田先生と親交を深め
たという話を思い出した。野田先生とよく登山に一緒に出掛
けたドラッカーは、そういう底抜けの明るさに魅了されたのだ
ろう。

100歳のお祝いに！
会場は終始、大盛り上がりで出席者どうしの名刺交換や各

界の著名人とツーショット写真撮り、司会の石田氏と王さんか
らのインタビューに関係者が応じるなど至る所で歓声が上がっ
ていた。実に時間を忘れてしまうような雰囲気であった。
最後に今回のお祝いの会の主催者であるNKB90実行委

員会の谷口智治氏（全国経営者団体連合会理事長）が参加
者へのお礼の言葉と、次回は野田先生100歳記念でお会い
しましょうという言葉を掛けられた。これにはさすがに野田先
生も苦笑いしながら、頭をかかれていたのが実に印象的だっ
た。衰え知らずの野田先生である。きっと10年後も元気な姿
でお会い出来ると出席者全員が拍手をしながら、それぞれが
思ったに違いない。

Special Report

野田一夫野田一夫
日本経済界のゴッド・ファーザー

「何をもって憶えられたいか」
会はお開きになり、参加者には出口で“卒寿を祝う会”の
記念のワインと日本最大級の経営者コミュニティ誌である“ス
クウェア21”（今回は野田一夫先生が表紙 ～“ベンチャー三
銃士の父”と呼ばれる野田一夫の語る「わが90年の人生」）
を参加者全員に配られた。

ドラッカーの名言、「何をもって憶えられたいか」、野田先
生の卒寿を祝う会はこれに応える会だったと思う。我 も々日々
の時間を大切にして、ドラッカーの言葉に応える人生を送りた
いものである。

90歳記念講演会＆
バースディパーティ
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いう言葉が今も脳裏に残っていると語られた。今の孫氏の
リーダーとしての挑戦はまさに野田先生のこの言葉からス
タートしたようだ。
彼ら3名は若き日、まだ全くの無名だったころから野田先
生との付き合いが深かった。野田先生はご自身の赤坂オフィ
スを、前途有望な好感の持てる人柄の若き起業家たちが気

楽に集まって相互に学び合える場所を提供していたのである。
まさに現代版の“梁山泊”を創ったのである。澤田氏も南部
氏も、野田先生をオヤジのように慕って人間愛に触れて成長
していったようだ。彼らのモチベーション維持は野田先生の
影響が大きかったのである。
対談は終始、野田先生ペースで進められ、ウイットに富ん

だ話しぶりと会場を笑いの渦に巻き込む巧みな突っ込みに、
三銃士もたじたじの場面も見受けられたが、三銃士も負けて
はいない。野田先生が奥さまには頭が上がらないエピソード
などで切り替えしていた。
本当に仲のいい師弟関係の会話を楽しませて頂いた。

いよいよバースディパーティへ
場所を移して、いよいよ大会場でメイン・バースディパーティ

がスタート。司会は、石田純一氏と王理恵さんによる息の合っ
た進行で始まった（ちなみに石田氏はこの日も靴下は履いて
いなかった）。壇上に野田先生が姿を現れると会場は割れん
ばかりの拍手があった。付き添い役は、ジュディ・オングさん
である。野田先生にとって昔から大ファンであり、舞台ではご
満悦のご様子だった。
最初に野田先生とは旧知の中であり、今でもゴルフを一緒に

されているキッコーマン（株）取締役名誉会長である茂木友三
郎氏から温かいお言葉とともに、野田先生の歳を感じさせない
パワフルな攻めのゴルフのエピソードについて臨場感たっぷり
に話して頂いた。乾杯はサプライズゲストとして駆けつけてくれ
た、元内閣総理大臣である小泉純一郎氏である。野田先生の
少年時代の武勇伝を実に面白く、相変わらずの人を引き付け
る話し方で会場を沸かせた。いまだ衰えずの小泉節であった。

野田一夫先生の魅力
この後、野田先生は檀上から我々のところに下りてきて、
気持ちよくみんなと記念撮影に応じて頂いた。野田先生の周
りは一言挨拶をしたい人たちで一杯になり、収拾が付かない
状態であったが、野田先生は出席者一人ひとりに気さくに話
をして頂いた。その様子は会場の両サイドの大スクリーンに映
し出されていた。その様子をみていると、まったく偉ぶらない
野田先生の人柄と人を引きつける魅力を改めて感じたが、ふ
と、ドラッカーが日本に来て短期間で野田先生と親交を深め
たという話を思い出した。野田先生とよく登山に一緒に出掛
けたドラッカーは、そういう底抜けの明るさに魅了されたのだ
ろう。

100歳のお祝いに！
会場は終始、大盛り上がりで出席者どうしの名刺交換や各

界の著名人とツーショット写真撮り、司会の石田氏と王さんか
らのインタビューに関係者が応じるなど至る所で歓声が上がっ
ていた。実に時間を忘れてしまうような雰囲気であった。
最後に今回のお祝いの会の主催者であるNKB90実行委

員会の谷口智治氏（全国経営者団体連合会理事長）が参加
者へのお礼の言葉と、次回は野田先生100歳記念でお会い
しましょうという言葉を掛けられた。これにはさすがに野田先
生も苦笑いしながら、頭をかかれていたのが実に印象的だっ
た。衰え知らずの野田先生である。きっと10年後も元気な姿
でお会い出来ると出席者全員が拍手をしながら、それぞれが
思ったに違いない。

Special Report

（ドラッカー学会 企画編集委員 北村和敏）

野田  一夫（Noda Kazuo）

1927（昭和2）年6月22日 生まれ

一般財団法人 日本総合研究所名誉会長
一般財団法人 社会開発研究センター名誉会長
多摩大学名誉学長
初代宮城大学学長
事業構想大学院大学名誉学長

［略歴］
1952年 東京大学社会学科卒業〈産業社会学専攻〉
 東京大学大学院特別研究生〈企業経営論専攻〉（～1955年）
1955年 立教大学赴任、助教授を経て1965年教授（～1989年）
1960年 マサチューセッツ工科大学ポストドクトラル・フェロー
 （1962年まで企業経営の国際比較研究）
1970年 財団法人 日本総合研究所設立 初代所長（～1980年）
1975年 ハーバード大学東アジア研究所フェロー
1981年 財団法人 日本総合研究所理事長（～2001年）
1985年 社団法人 ニュービジネス協議会設立に当り、初代理事長（～1987年）
1989年 多摩大学設立 初代学長
1993年 社団法人 日本マネジメントスクール会長（2012年4月～一般社団法人へ移行）
1995年 多摩大学退任（4月～現在 同大学名誉学長）
1997年 県立宮城大学設立 初代学長（～2001年3月）
2001年 財団法人 日本総合研究所会長（2006年～2010年理事長）
 ～現在名誉会長（2012年11月～一般財団法人へ移行）
2006年 財団法人 社会開発研究センター会長（2002年～2006年理事長）
 現在名誉会長（2013年4月～一般財団法人へ移行）
2008年 多摩大学学長代行（～2009年3月）～現在名誉学長
2012年 事業構想大学院大学学長（～2014年3月）現在名誉学長

［主な著書］
『現代の経営』（自由国民社、ピータードラッカー著の翻訳－1958年）
『日本の重役』（ダイヤモンド社－1960年）
『戦後日本の経済成長』（岩波書店、共著、日経経済図書文化賞受賞－1963年）
『創造する経営者』（ダイヤモンド社、ピータードラッカー著の翻訳－1964年）
『戦後経営史』（日本生産性本部、編著－1965年）
『日本会社史』（文藝春秋社－1966年）
『明日の経営』（鹿島研究所出版会－1966年）
『財閥』（中央公論社－1967年）
『松下幸之助―その人と事業―』（実業之日本社－1968年）
『現代経営史』（日本生産性本部、編著－1969年）
『企業と社会』（丸善－1976年）
『オフィスの新時代』（講談社インターナショナル－1985年）
『E・ヴォーゲルと語る日本企業の生命線』（PHP研究所－1986年）
『創業の思想』（清水弘文堂－1989年）
『大学を創る』（紀伊国屋書店－1991年）
『私の大学改革』（産能大出版部-1999年）
『時の運、人の縁』（浩気社－1999年）
『大学の崩壊』（IN通信社－2000年）
『未来を創る力「ものづくり」のすすめ』（講談社、共著－2002年）
『「今、日本の大学をどうするか」』（自由国民社、共著－2003年）
『悔しかったら、歳を取れ！』（幻冬舎ゲーテビジネス新書－2012年）

「何をもって憶えられたいか」
会はお開きになり、参加者には出口で“卒寿を祝う会”の
記念のワインと日本最大級の経営者コミュニティ誌である“ス
クウェア21”（今回は野田一夫先生が表紙 ～“ベンチャー三
銃士の父”と呼ばれる野田一夫の語る「わが90年の人生」）
を参加者全員に配られた。

ドラッカーの名言、「何をもって憶えられたいか」、野田先
生の卒寿を祝う会はこれに応える会だったと思う。我 も々日々
の時間を大切にして、ドラッカーの言葉に応える人生を送りた
いものである。
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研究会紹介

●100回を超える
2009年1月にスタートして、確実に回を重ね、今年4月で
100回を数える実績を積み重ねてきています。『もしドラ』
ブームのときは、40名を超える参加もありましたが、今は、
コアなメンバー中心で5～ 10人での研究活動になっていま
す。
今回訪問した時は、3人の初参加の方々がありまして、総
勢11名の大変賑やかで闊達な会でありました。
当初の開催場所は高石工業の事務所でしたが、3ヵ月ほ

どして人数が増えそうだっ
たので、大阪駅から地下鉄
に乗って一駅の、淀屋橋に
ある中之島中央公会堂で7
年間実施し、現在は大阪駅
から徒歩5分位の大変便利
なビルの会議室です。建っ
たばかりの今風なビルで、
白を基調としたスッキリし
た会議室（学習室）での開催
です。開催時刻は、中之島
時代は午後6時過ぎからで
したが、今は日曜日の午前
9時半からの開催で、午後
からはボランティア活動を
されている方もおられま
す。

●成果を上げる
　この会は、ともかく「成
果を上げる」をモットー、
合言葉にしています。リー
ダーに対しても参加者か
ら、「成果をあげています

か？」と質問します。「学ぶだけではなく職場で生かす。」を、
もう一歩「成果をあげていますか？」まで踏み込むのは、凄
い事だと思いましたが、皆様、明るく、元気に取り組んでい
る様子をひしひしと感じました。本会のHPに「日常生活で
の10の自己診断」が掲載されています。
1. 思考を変え、行動を変え、成果を出すために、日常の中
でドラッカーの問いかけをしているか？

2. 具体的にドラッカーの思考を活用しているか？
3. 問題思考から機会志向になっているか？すなわち、問題
解決から機会を生かすことへ時間を活用しているか？

4. 優先順位が明確になり、集中できているか？必要により
「No」と言う事ができるか？
5. 知識労働者として、ともに働く人たちとのパートナー
シップは、生産性・品質・成果を向上させる唯一の方法

●駐車場の管理人
今回はドラッカー大阪研究会を取材してきました。研究
会の半ばで今回のファシリテーターで研究会のリーダーの
江木さんより、「本題とは少しズレますが…」と、アントレプ
レナーセンター代表の福島正信様の講話（真経営学）の録音
が紹介されました。素晴らしい内容なので、概要を掲載致し
ます。（ただ、全体が大変印象的に構成されているので、数％
の内容・気持ちだけしかお伝え出来ませんが、御容赦下さ
い。）

〈御紹介された「お話し」〉
私は、自動車通勤しておりますので、車を、駐車場に停め
ます。そこのある管理人の方の話しです。その管理人の方は、
駐車場が一杯になると、他の管理人さんの方々は、ただ「満
車」の看板を掲示するだけですが、その管理人さんだけは、
いつも駐車場の入口に立って、車が来るたびに満車で止め
ていただけないことを謝ります。時には、叱られていること
もあります。ある雨の日には、わざわざ車まで出てきて、窓
をコンコンと鳴らして、傘を用意してくれました。「給料が
余計に貰える訳でもないので、何でこんなに丁寧な気遣い
をするのだろう。」と思っておりました。
ある日突然、引っ越しのためここでの駐車場勤務を終え
るとのお話がありました。最終日、大変お世話になったので、
お礼の気持ちの菓子折を近くで買って駐車場に向かいまし
た。そこで見た光景にびっくりしました。駐車場の受付窓口

には多くの方々が集まり、また、その方々が持参した品々や
花束が山と積まれて、事務所の中が見えないほどでした。そ
のとき、私は初めて気づきました。

　「この管理人さんは、街の多くの方々に「希望と幸せ」を届
ける仕事をしていたのだ！」

ということを。

●ミッションと目的
大阪研究会は、大変充実したホームページが準備されて
おります。ここに、素晴らしい研究会のミッションと目的が
掲載されております。上記の御紹介のあったお話しともど
も、大変印象深いものですので、以下に原文のままでご紹介
します。

〈ミッション〉
•すべての人の幸福と組織・社会に対して貢献する。
•ドラッカー思考に基づくマネジメントを実践し、成果
を上げる。
•ドラッカー思考の普及と、ドラッカーの提示した課題
解決に努める。

〈目的〉
•ドラッカーの文献から学び、仕事や日常生活に活用す
ることにより、自己実現を目指す。

があらためて見えてきたように思いました。
リーダーの江木さんに、「今後の抱負は？」とお聞きした
ら、「『ネクスト・ソサエティ』、多くの組織が成果をあげる
ためにマネジメントを機能させることに真摯に取組む中で、
本物のパートナーシップを築き、幸せな人たちであふれる
社会の到来の水先案内人になりたい」とのことでした。
大阪で、熱い研究会の炎が上がっています。200回、300
回と回を重ね、御発展することを確信し、御期待申し上げま
す。

〈取材者〉

北村 和敏（ドラッカー学会企画編集委員）
中島 　信（ドラッカー学会企画編集委員）

ご挨拶

ドラッカー学会大阪SG読書会 主宰 江木 宏志

私にとって大阪の勉強会は、ネクスト・ソサエティを目指す
ために欠かせないものであり、現実の世界に打ちのめされた心
と体を癒すレジリエンスの場でもある。
朝のNHKの番組で岐阜各務野高校野球部では、メンバー

を3年生・2年生・1年生と呼ばずに、長男・次男・三男と呼
んで強くなっているという話題を取り上げていた。
ドラッカーは「マネジメントを学んだメンバー一人ひとりが、
自らの仕事に責任を持ちながら、和気あいあいと仕事をしてい
る」状態をマネジメントが機能していると考えていた。
岐阜各務野高校野球部の場合は、年功序列の従来型では

なく、和気あいあいの家族型で強くなろうとしていて、これで成
果があがればスポーツ界のイノベーションであり、ネクスト・ソ
サエティの先駆けになると期待している。
ドラッカーは、東京オリンピックから10年以内に断絶の時
代が終わり、ネクスト・ソサエティを迎えると言っている。私は
現在その変化の先頭集団にいるようで、今まで経験したことの
ない大きな逆風を味わっている。ドラッカーの遺した言葉を妄
語としないために、大阪の勉強会メンバーの皆さんに助けてい
ただきならが、逆風に負けることなくネクスト・ソサエティを迎
えたい。

ドラッカー学会大阪SG読書会
研究会活動紹介

このミッションは、仲間が集まって自己啓発に努めるこ
とに留まらず「すべての人」に目を向けている熱い思いの詰
まったものになっています。更に、＜目的＞を定め、ただ学
ぶだけではなく「日々に活かし、その上、自己実現をめざす。」
となっていて、会の意欲がうかがえます。

●ドラッカー『365日の金言』との出会い
大阪研究会の発足以来、今も主宰している江木さんが51
才になった折、職場が変わり、あらためて仕事を含めて、自
らのあり方を考えるときが
あったとのことです。その
時に、5000円の図書券を餞
別としていただいたので、
参考図書を求めて書店に出
向きました。何か自己啓発
の本でも買おうかな、と思
いながら書店のエレベー
ターを上がった先の書棚
で、ドラッカー『365日の金
言』に偶然に出会うことに
なります。それまでに、江
木さんは、30年を超える会
社勤務で気づいた様々なこ
とを書き残していたとのこ
とですが、この『365日の金
言』には、そのほとんどの
ことが整理されて書かれて
いるのを見て、大変驚いた
とのお話でした。まさに運
命の出会いかと思います。
すぐにドラッカー学会に
入会（2008年5月）されまし
た。入会されたその年の11
月にドラッカー学会の大会が立命館大学で開催され、参加
されました。今までの会社風景は、幹部の周りに取り囲みが
沢山いて、壁があるのが普通のもの。これと大違いで、上田
先生が自由に、自然に誰とも会話されている様子に驚きま
した。江木さんも会話の機会を得て、大いに激励してもらっ
た経験をお持ちです。この後、高石工業の3代目社長に就任
したばかりの高石社長と二人で、上田先生の御推薦図書『プ
ロフェッショナルの条件』を、最初のテキストにして、2009
年1月スタートしたのが、ドラッカー大阪研究会の始まりで
す。
その後テキストは、『経営者の条件』などを使い、今回取
材訪問した折には『イノベーションと企業家精神』を使われ
ておりました。

と考えているか？
6. 組織においては、生産的であることが、よい人間関係の
唯一の定義であると考えているか？

7. 自らが成果を出すために、策定したスケジュールに基づ
いて行動できているか？

8. 目先の利益だけでなく、長期的成果を考慮しているか？
9. 組織の全体最適すなわち、組織が目指している成果を考
慮しているか？

10. 自分の所属する組織の生産性は向上しているか？
まさに的確な診断項目が並んでいます。取材時に大変強
調されていました「成果を出す。」が、話だけでなく、きっち
り書き込まれているのには感銘致します。

●個人では、幸せになれない
江木さんの会の中での御発言で、「一人だけの幸せはない。
人とのつながりの中に幸せはある。」というものがありまし
た。成果が強調される本当の意味は、“成果をあげるために
真剣に関係者とのコミュニケーションを図りながら課題に
取り組むことで、初めて本物のパートナーシップができる。
この本物のパートナーシップこそが幸せ感をもたらす。”と
の事です。
研究会でリーダー及び参加者のお話を聞き、基本に戻る
ことができ、大事なことに気づくことができました。すべて
の取材を終えた帰路、最初の「駐車場の管理人」の話の意味
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研究会紹介

●100回を超える
2009年1月にスタートして、確実に回を重ね、今年4月で
100回を数える実績を積み重ねてきています。『もしドラ』
ブームのときは、40名を超える参加もありましたが、今は、
コアなメンバー中心で5～ 10人での研究活動になっていま
す。
今回訪問した時は、3人の初参加の方々がありまして、総
勢11名の大変賑やかで闊達な会でありました。
当初の開催場所は高石工業の事務所でしたが、3ヵ月ほ

どして人数が増えそうだっ
たので、大阪駅から地下鉄
に乗って一駅の、淀屋橋に
ある中之島中央公会堂で7
年間実施し、現在は大阪駅
から徒歩5分位の大変便利
なビルの会議室です。建っ
たばかりの今風なビルで、
白を基調としたスッキリし
た会議室（学習室）での開催
です。開催時刻は、中之島
時代は午後6時過ぎからで
したが、今は日曜日の午前
9時半からの開催で、午後
からはボランティア活動を
されている方もおられま
す。

●成果を上げる
　この会は、ともかく「成
果を上げる」をモットー、
合言葉にしています。リー
ダーに対しても参加者か
ら、「成果をあげています

か？」と質問します。「学ぶだけではなく職場で生かす。」を、
もう一歩「成果をあげていますか？」まで踏み込むのは、凄
い事だと思いましたが、皆様、明るく、元気に取り組んでい
る様子をひしひしと感じました。本会のHPに「日常生活で
の10の自己診断」が掲載されています。
1. 思考を変え、行動を変え、成果を出すために、日常の中
でドラッカーの問いかけをしているか？

2. 具体的にドラッカーの思考を活用しているか？
3. 問題思考から機会志向になっているか？すなわち、問題
解決から機会を生かすことへ時間を活用しているか？

4. 優先順位が明確になり、集中できているか？必要により
「No」と言う事ができるか？
5. 知識労働者として、ともに働く人たちとのパートナー
シップは、生産性・品質・成果を向上させる唯一の方法

●駐車場の管理人
今回はドラッカー大阪研究会を取材してきました。研究
会の半ばで今回のファシリテーターで研究会のリーダーの
江木さんより、「本題とは少しズレますが…」と、アントレプ
レナーセンター代表の福島正信様の講話（真経営学）の録音
が紹介されました。素晴らしい内容なので、概要を掲載致し
ます。（ただ、全体が大変印象的に構成されているので、数％
の内容・気持ちだけしかお伝え出来ませんが、御容赦下さ
い。）

〈御紹介された「お話し」〉
私は、自動車通勤しておりますので、車を、駐車場に停め
ます。そこのある管理人の方の話しです。その管理人の方は、
駐車場が一杯になると、他の管理人さんの方々は、ただ「満
車」の看板を掲示するだけですが、その管理人さんだけは、
いつも駐車場の入口に立って、車が来るたびに満車で止め
ていただけないことを謝ります。時には、叱られていること
もあります。ある雨の日には、わざわざ車まで出てきて、窓
をコンコンと鳴らして、傘を用意してくれました。「給料が
余計に貰える訳でもないので、何でこんなに丁寧な気遣い
をするのだろう。」と思っておりました。
ある日突然、引っ越しのためここでの駐車場勤務を終え
るとのお話がありました。最終日、大変お世話になったので、
お礼の気持ちの菓子折を近くで買って駐車場に向かいまし
た。そこで見た光景にびっくりしました。駐車場の受付窓口

には多くの方々が集まり、また、その方々が持参した品々や
花束が山と積まれて、事務所の中が見えないほどでした。そ
のとき、私は初めて気づきました。

　「この管理人さんは、街の多くの方々に「希望と幸せ」を届
ける仕事をしていたのだ！」

ということを。

●ミッションと目的
大阪研究会は、大変充実したホームページが準備されて
おります。ここに、素晴らしい研究会のミッションと目的が
掲載されております。上記の御紹介のあったお話しともど
も、大変印象深いものですので、以下に原文のままでご紹介
します。

〈ミッション〉
•すべての人の幸福と組織・社会に対して貢献する。
•ドラッカー思考に基づくマネジメントを実践し、成果
を上げる。
•ドラッカー思考の普及と、ドラッカーの提示した課題
解決に努める。

〈目的〉
•ドラッカーの文献から学び、仕事や日常生活に活用す
ることにより、自己実現を目指す。

があらためて見えてきたように思いました。
リーダーの江木さんに、「今後の抱負は？」とお聞きした
ら、「『ネクスト・ソサエティ』、多くの組織が成果をあげる
ためにマネジメントを機能させることに真摯に取組む中で、
本物のパートナーシップを築き、幸せな人たちであふれる
社会の到来の水先案内人になりたい」とのことでした。
大阪で、熱い研究会の炎が上がっています。200回、300
回と回を重ね、御発展することを確信し、御期待申し上げま
す。

〈取材者〉

北村 和敏（ドラッカー学会企画編集委員）
中島 　信（ドラッカー学会企画編集委員）

このミッションは、仲間が集まって自己啓発に努めるこ
とに留まらず「すべての人」に目を向けている熱い思いの詰
まったものになっています。更に、＜目的＞を定め、ただ学
ぶだけではなく「日々に活かし、その上、自己実現をめざす。」
となっていて、会の意欲がうかがえます。

●ドラッカー『365日の金言』との出会い
大阪研究会の発足以来、今も主宰している江木さんが51
才になった折、職場が変わり、あらためて仕事を含めて、自
らのあり方を考えるときが
あったとのことです。その
時に、5000円の図書券を餞
別としていただいたので、
参考図書を求めて書店に出
向きました。何か自己啓発
の本でも買おうかな、と思
いながら書店のエレベー
ターを上がった先の書棚
で、ドラッカー『365日の金
言』に偶然に出会うことに
なります。それまでに、江
木さんは、30年を超える会
社勤務で気づいた様々なこ
とを書き残していたとのこ
とですが、この『365日の金
言』には、そのほとんどの
ことが整理されて書かれて
いるのを見て、大変驚いた
とのお話でした。まさに運
命の出会いかと思います。
すぐにドラッカー学会に
入会（2008年5月）されまし
た。入会されたその年の11
月にドラッカー学会の大会が立命館大学で開催され、参加
されました。今までの会社風景は、幹部の周りに取り囲みが
沢山いて、壁があるのが普通のもの。これと大違いで、上田
先生が自由に、自然に誰とも会話されている様子に驚きま
した。江木さんも会話の機会を得て、大いに激励してもらっ
た経験をお持ちです。この後、高石工業の3代目社長に就任
したばかりの高石社長と二人で、上田先生の御推薦図書『プ
ロフェッショナルの条件』を、最初のテキストにして、2009
年1月スタートしたのが、ドラッカー大阪研究会の始まりで
す。
その後テキストは、『経営者の条件』などを使い、今回取
材訪問した折には『イノベーションと企業家精神』を使われ
ておりました。

と考えているか？
6. 組織においては、生産的であることが、よい人間関係の
唯一の定義であると考えているか？

7. 自らが成果を出すために、策定したスケジュールに基づ
いて行動できているか？

8. 目先の利益だけでなく、長期的成果を考慮しているか？
9. 組織の全体最適すなわち、組織が目指している成果を考
慮しているか？

10. 自分の所属する組織の生産性は向上しているか？
まさに的確な診断項目が並んでいます。取材時に大変強
調されていました「成果を出す。」が、話だけでなく、きっち
り書き込まれているのには感銘致します。

●個人では、幸せになれない
江木さんの会の中での御発言で、「一人だけの幸せはない。
人とのつながりの中に幸せはある。」というものがありまし
た。成果が強調される本当の意味は、“成果をあげるために
真剣に関係者とのコミュニケーションを図りながら課題に
取り組むことで、初めて本物のパートナーシップができる。
この本物のパートナーシップこそが幸せ感をもたらす。”と
の事です。
研究会でリーダー及び参加者のお話を聞き、基本に戻る
ことができ、大事なことに気づくことができました。すべて
の取材を終えた帰路、最初の「駐車場の管理人」の話の意味

読書会風景

大阪読書会使用書籍：『イノベーションと企業家精神』
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■池田 雅彦（いけだ まさひこ）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
真摯さは後天的に身に付けることはできない。

（2）今一番、関心をもっていること。
プロバスケットボールの西宮ストークスのボランティアスタッフ
として活動している。非営利組織の『マネジメント』を観察するのがとても楽
しい

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
参加者に会えること。一期一会を大切にしたい。

■冨岡 敬正（とみおか よしまさ）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
『経営者の条件』
自分自身をマネジメントできない人は、他人をマネジメント出
来ない。

（2）今一番、関心をもっていること。
ドラッカーが13歳の時に教師から言われた言葉「何をもって憶えられたい
か」。自分自身がどうありたいか。

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
多面的な意見を聴けること。
新しい人の意見を聴けること。

■遠座 俊明（おんざ としあき）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
『明日を支配するもの』
人口構成の視点。自ら未来を創ること（明日を支配すること）、
これが確実な方法だ。

（2）今一番、関心をもっていること。
65歳からの人生の生き方。90歳まで自由時間が10万時間残されている。
これは現役時代の総労働時間8～9万時間よりも長い。如何に生きるか。
提言をしていきたい。楽しく生きがいを持って世の中に役立つ人生を追求し
ていく。

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
参加者の体験に基づいて意見を聴けること。
刺激を受けること。
NPO活動の糧にしていきたい。

■江木 宏志（えぎ ひろし）さん（主宰者）
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
何によって憶えられたいか？
自己管理による目標管理。目標に対して各自が如何にコミッ
トするか。

（2）今一番、関心をもっていること。
先輩後輩野球から兄弟野球にイノベーションしている岐阜各務野高校野球
部のこれから。
自由で機能する社会、マネジメント的視野を持つ責任ある従業員と職場コ
ミュニティの実現。
何でも言い合えて成果をあげる組織は如何にしたらつくることができるか探
求したい。

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
組織社会において、人はどのように生きていくことが幸せなのかという問いを
大切にしたい。
社内の教育にマネジメントをどう生かしていくのか。会社の成果と自分のやり
たいことを如何にリンクさせていくかの勉強になる会であり、私にとってレジ
リエンスの場でもある。

【初参加の人たち】

大阪読書会メンバー紹介
■勝連 城二（かつら じょうじ）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
『チェンジリーダーの条件』
変化を機会としてとらえられる者、変化を求め、機会とすべき
変化を識別し、それらの変化を意味のあるものにする者。

（2）今一番、関心をもっていること。
“ライフシフト”の概念である生涯現役をめざす自己実現。

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
「学び、気づき、再発見の場」
「レジリエンスを鍛える場」
「マインドフルネスの場」

■田中 俊浩（たなか としひろ）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
「経営者におくる5つの質問」は組織運営の上で外せないこ
とだと確信している。

（2）今一番、関心をもっていること。
自ら成果をあげ、ドラッカーが正しいことを証明すること。

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
成果をあげるべく努力していくモチベーションと、読書会に参加するだけで
は成果は上がらないことが分かったこと。参加メンバーが成果を上げること。

■大川（おおかわ）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
『非営利組織の経営―原理と実践』
ドラッカーというと、その著書のタイトルからも感じられるように
『経営者の条件』『マネジメント-基本と原則』『プロフェッショナ
ルの条件』など、いわゆる実業のリーダーシップ論のようなところにその真骨
頂があるような印象を強く持ってしまいがちだったが、それだけではなく、非
営利組織のマネジメントも同様に彼が扱えている点が最初の驚きだった。

（2）今一番、関心をもっていること。
ドラッカーの素晴らしさは言うまでもない。しかし、もう一方で、それを熱心
に学んでも失敗している事例を研究し、なぜ失敗するのか、各々の成果に
繋げられればと思う。
「成功」をロマンチックに語るだけではなく、各種失敗の研究こそが、真の成
果につながる道ではないかと思う。失敗を隠すのではなく“失敗学”を真摯
に捉え、更なる英知として貯え応用できてこそ、真の実践者だと思う。

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
和気あいあいと研鑽を深めていきたい。
失敗談を共有し、みんなで前進していきたい。

■岡本 秀志（おかもと ひでし）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
他から学ぶことができず、始めから身につけていなければなら
ない資質がある。才能ではなく、真摯さである。

（2）今一番、関心をもっていること。
AIの活用。AIをどのように活用するか、またその活用により、マネジメントが
どのように変化していくか。

（3）「読書会」で、得られたもの。また、「読書会への期待」
他の参観者の方の経験やドラッカーから学んだことを聴き、自分の経験や
考えを語ることで、新しい発見があることが、モチベーションアップにつながっ
ています。毎月の参加が楽しみです。

■藤山 紳一（ふじやま しんいち）さん
（2）今一番、関心をもっていること。
少子化による人口減少は日本にどのような影響を与えるか。

■山戸 浩介（やまと こうすけ）さん
（1）ドラッカーさんの言葉（書籍）で一番大事にしているもの
経営者に贈る5つの質問。
成果は組織の外にある。

（2）今一番、関心をもっていること。
コーチング、プレゼンテーション。心理学。

巽 美登里さん黒石 浩子さん
（くろいし ひろこ） （たつみ　みどり）
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わたしとドラッカー

ソクラテスは魂ができるだけ優れたものになるよ
うに配慮するようにと言った。神より受けた魂の使
命を最大限に果たすことに大きな意義がある。
宗教の役割は目に見えない世界を信じ、そこに
調和と豊かさを感じる世界を赦されていくことであ
る。神を中心軸に置くことは命の役割である。
私は世界救世教いづのめ教団において宣教活
動をしている。ドラッカーに出会ったのは、『非営
利組織の経営』に出会った時のこと。最初宗教の
分野でマネジメントについて考えることはよいのか
と迷った。マネジメントはビジネスの営みの中で行
われることであり、宗教の世界では、無関係のこと
と思っていた。
しかし、ドラッカーの『非営利組織の経営』に触
れ、彼のもっとも基本的な関心事は「人を幸福に
すること」にあることを知った。ドラッカーが選んだ
のは、社会組織の中での人間へのアプローチで
あった。様々な苦難の時代を過ごし、人間が人間
らしく本当の自由を感じながら生きてゆく社会の実
現を願っていた。

また、日本の芸術をこよなく愛する姿に、優れた
美術品には、人々の魂を浄化し、心に安らぎを与
え、幸福に誘う力があると説いた教祖・岡田茂吉
とシンクロすることが、ドラッカーに惹かれる理由
になった。
世界救世教いづのめ教団の「いづのめ」（伊都
能売）とは、何事にも一方に片寄らず、二つのもの
を一つに結ぶ働きであり、それが「いづのめ」の思
想であることを教えている。この世という創造され
た世界は、タテとヨコ、プラスとマイナス、陰と陽、
善と悪など、作用と反作用という二つの働きによっ
て成り立っている。
人間の智慧や力では、どんなに努力しても、どこ

か片寄ったところができてしまい、一つに結ぶこと
は容易ではないと。この調和のある世界の実現の
ためにドラッカーの思想はあるように思う。
この世界に、マネジメントを通して、人間の豊か
さと調和ある社会を導くことが、ドラッカーの真髄
と思う。

それはビジネスだけのものではない

会員エッセイ

世界救世教いづのめ教団  渕木 精一郎

渕木 精一郎（ふちき せいいちろう）
SE、調理師を経て現在、世界救世教いづのめ教団職員。5年前『非
営利組織の経営』を通してドラッカーを学び始める。

世界救世教いづのめ教団
昭和10年東京麹町にて立教。真善美ある世界をめざして教祖・
岡田茂吉の教えを実践。日本美を極めたMOA美術館は教祖の収
集の美術品がある。
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わたしとドラッカー

ドラッカーとの出会い
私とドラッカーの本との出逢いは、宝塚歌劇団
退団後、ナレッジプラザ・札幌ビジネス塾にて、ド
ラッカー研究者のお一人である佐藤等先生よりド
ラッカーの学びの機会を頂いたことが、きっかけで
した。
私を育ててくれた宝塚歌劇団は、2014年に
100周年を迎えました。伝統に裏打ちされた理念
教育体制は、2014年に政府より内閣総理大臣賞・
文部化学大臣賞を受賞しました。
私は、宝塚を退団してからピーター・ドラッカー

の著書『マネジメント』に興味をもちました。ピー
ター・ドラッカーの組織の原理原則と宝塚歌劇の
経験とがピッタリと呼吸するかのように共通項がた
くさんあることに感動したからです。
読み進めてみると、『マネジメント』下巻では劇
団の創業者・小林一三先生（阪急・東宝グループ
創始者）の事績にも触れていました。ドラッカーも、
小林一三先生の画期的な事業に注目していた事
を知りとても感動しました。現在は、ドラッカーの
言葉と小林一三先生の教えを研究しながら、いま
の組織社会に役立つ情報を私なりに勉強し、発信
しております。

ドラッカーと出会って変化したこと
宝塚卒業後、講演依頼を頂戴しました。しかし、

自分の持っている体験を、どのようにビジネスをさ
れている方々へ語るのが伝わり易いのか全くわかり
ませんでした。
最初の頃は、ただ体験談を語っているだけでし

た。しかし、ドラッカーの言葉と、宝塚の組織に共
通していることをお話した時にお客様から大変良い
反応を頂いたのです。それからは、企業様での講
演の際は、宝塚での体験談とドラッカーの言葉を
合わせてお話させて頂くようになりました。
そして、最近ますます感じるのは、宝塚の組織も

ドラッカーのマネジメントのベースと同じだったとい
うことです。

強みは何か
私は自分自身の強みが未だによくわかりません。

ドラッカーは、「強みはアクションに現れる」と言い
ます。講演をさせて頂いた時、自分ではなく他人様
（受講者）が私の言動を見て、評価して下さったこ
とが、今の講演活動に繋っています。
ドラッカーの言葉通り、何事もアクションを起こ
さなければ自分の強みにも気付けないことを教えて
頂いたように思います。

ドラッカーの言葉
企業様より講演テーマとして、「ドラッカーのマネ

ジメント論で読み説く・宝塚100年の組織繁栄の
秘密」を語ってほしいとのご要望を頂きます。その
時、使ったドラッカーの言葉は、【完全なコミュニ
ケーションとは経験を共用することである】（『マネ
ジメント 課題、責任、実践』中巻、p. 151）です。
つまり、「コミュニケーションが成立するには共通
の言語と共通の理解が前提となる」と言っていま
す。
宝塚音楽学校の一年生は厳しい規律や礼儀作

法の指導を受けながら舞台人を目指します。一年
生は、廊下や教室は隅側しか歩けません。これは
廊下ですれ違う先生方、上級生へ道を譲るためで
す。この裏側には、年輩の方を敬う心が奥に流れ
ています。また何か失敗した時には、同期の皆に
伝え、失敗を共有します。「一人の失敗は皆の失
敗」と言う連帯責任の意識が、全体で一つの作品
を作り上げるプロ意識を育てていき、絆を生み出
します。
二年生になると、一年生に指導をする役割にな

るわけですが、一年生の時に徹底的に規則を身に
つけてきたので、全員が指導できるようになります。
宝塚歌劇団が100年もの間伝統（組織の理念・
規則、ルール）を受け継ぐことができた理由は、ド
ラッカーの言葉にある「完全なコミュニケーション」

にあると思います。つまり、「組織の理念、規則、ルー
ル」は、全員に人から人への口伝えで、身体で覚え、
経験を共有しているのです。
一年目に徹底的に規則を身体に叩き込まれてい

る為、規則等が紙に書かれていなくても全員が伝
えていけます。本来、大切なことは人から人へ、しっ
かりと口頭で伝えることが大切なのだと思います。
組織の中で大切な事が、紙に書かれていても、そ
れを読んで実践しなければ、意味のないものになっ
てしまいます。すなわち、同じ経験を共有すること
が伝統（組織の理念・規則・ルール）を受け継ぐ
ことへつながります。【人は知覚できるものしか知
覚できない】（『マネジメント 課題、責任、実践』中
巻、p. 143）とドラッカーは言っています。
2014年に100周年を迎えた宝塚歌劇団の理念

が現在まで継承できたのかは、結果として、身体
で覚える【完全なコミュニケーション】にあると思
います。身体で経験を共有する「完全なコミュニ
ケーション」こそが、大切な核となるものを受け継
ぐためには重要であると実感し、勉強しました。

最後に
宝塚歌劇退団後、ドラッカーの本に出逢えたこ

とが、幸運となり、私の人生を大きく変えました。
これからもドラッカーの教えを学び続け、社会に貢
献できる人間になれるよう一生懸命努めて参る所
存です。
最後まで、お読み頂きありがとうございました。
感謝の気持ちを込めまして。

【私とドラッカー】
完全なコミュニケーション 

会員エッセイ

堀内 明日香
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堀内 明日香（ほりうち あすか）
北海道札幌市出身。1999年4月　宝塚音楽学校入学。2001年4月　宝塚歌劇団入団。
「華凛もゆる」という名前で、宝塚歌劇団宙組の娘役として活躍。宙組「ベルサイユの 薔
薇2001」にて初舞台。2009年7月　「薔薇に降る雨」の 公演をもって退団。
宝塚歌劇団卒業後、現在は宝塚で得た貴重な経験を活かし、女性のみならず、経営者
やビジネスマンを対象に各地で講演や企業の社員研修などの活動を行っている。
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書 評

井坂 康志（いさかやすし）

文明とマネジメント研究所研究主幹

いくつもの建造物からなる巨大教会に
たとえるなら、『最後の四重奏』は隠し扉
から地下水道に通じる細い一本の回廊を
思わせる。滅びた欧州への狂おしいほど
の哀切の情が地底湖のように蓄えられて
いる。
彼が何を語ったかは誰でも知っている。

マネジメントを語った。イノベーションを
語った。マーケティングを語った。戦略を語った。技
術を語った。非営利組織を語った。日本画を語った。
セルフマネジメントを語った。ネクストソサエティを
語った。
しかし、何を語らなかったかは誰も知らない。本
人を除いては――。哲人の重たい沈黙に身を委ねる
ほかはない。
封印していたのか。そうかもしれない。確かに言え

ると思うのは、この小説には、似たものさえないとい
うことである。私が読んだ小説作品のいずれにも、
『最後の四重奏』は似ていない。
確かに、他の著作に出てくる記述を想起させるも

のは、いくつも出てくる。とくに、ほぼ同時期に執筆さ
れたと思われる『傍観者の時代』である。だが、この
小説は何ものをも圧して暗示的である。
登場人物は、あまりにもいきいきとしている。宗教

もイデオロギーもない。キリスト教的禁欲もなければ、
マルクス的な主知主義もみあたらない。オペラさなが
ら四幕からなり、みながいきいきと刹那的に、利己
的に、あるいは官能的にふるまっている。人間のもつ
業（ごう）のようなものが徹底的に肯定されている。
　『傍観者の時代』で言及される失われたアトラン
ティスの都市ヴィネタのように、それは中空にただ
ぽっかりと浮かぶ巨大な抽象オブジェを思わせる。
ただし、一貫してつきまとうのは、深く蒼い悲しみ
である。永遠に過ぎ去って二度と戻らない時間への
哀憐の情が致死的な毒ガスのように濃く漂っている。
ふとしたはずみにあけた小さな扉の奥のむっとする
重たい空気とでもいえばいいのか、その先はとらえ
がたい深淵が果てしなく続いている。
だからといって、その先に歩を進めてはならない。

ましてその探索がドラッカーの何かを明らかにするな
どと期待してはならない。無駄な努力である。

小説はひたすら暗示する。「君たちの知らない世
界があったのだよ」と。
それだけで十分である。

【追記】
ワルシャワのソビエスキ・ホテル（現ラディソン・ブ
ル・ソビエスキ・ホテル）を目にしたのは4年ほど前
のことだった。実はその一年前、大通りをはさんだ
小さなビジネスホテルに宿を定めていたのだが、何
より印象的だったのははす向かいにそびえる堂々た
るソビエスキ・ホテルの威容だった。
古いホテルだった。言葉にすると陳腐ながら、絨
毯が厚くて、受付の人は素っ気ない。
翌日ワルシャワからベルリンの蒸し暑い車中で、
私の前に席を占めたポズナンから乗ってきた女性が
いた。あるときから、彼女の手にした一冊の本に意
識が吸い寄せられていった。そこには「Haruki 
Murakami」とあった。ふと私は話をしてみたい気持
ちになった。
　「村上春樹を読むのですね」
女性は私に目を向けた。遠いものを見る目だった。
女性の名はソビエスキといった。通常ならば、ポーラ
ンド語なら、ソビエスカと女性形になるところだ。
ふと『最後の四重奏』に登場する最後の欧州貴族

ともいえるソビエスキ公爵を思い出した。確かに彼女
の血統は古いポーランドの貴族（ポーランドには貴
族の人口が他国と比べてかなり多かったともいわれ
ている）だと言った。そのせいもあり、ナチス治世下
ではたとえようもない辛酸をなめ、祖父はアウシュ
ヴィッツにほど近い土地で靴工場を経営していたの
だと語っていた。
手にしていた村上春樹は、兄から勧められたもの

で、スウェーデン語版を読んでいるという。現在はベ
ルリンの広告会社に勤めているけれど、その前はス
ウェーデンのテレビ局にいたのだと。
　「ポーランド人という自覚はない。ただのヨーロッ
パ人」と彼女は笑った。数日後、Facebookで友達
申請がきた。

P・F・ドラッカー 著　風間 禎三郎 訳
『最後の四重奏』

たとえるなら、『最後の四重奏』は隠し扉
から地下水道に通じる細い一本の回廊を
思わせる。滅びた欧州への狂おしいほど
の哀切の情が地底湖のように蓄えられて
いる。

マネジメントを語った。イノベーションを
語った。マーケティングを語った。戦略を語った。技
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明日を創る人々
今年の夏、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のドラッカー・フォーラムは、総会・大会報告「ネクスト・

ソサエティ・フォーラム2017」、野田一夫先生のバースデイパーティのレポート、大阪スタディグループの活動
紹介をはじめ、会員エッセイに至るまでとても華やかで、それぞれ個性豊かな誌面を飾ることができました。
知識社会は社会生態の中で、自律的な専門化した個 が々相互依存し、成果と貢献を果たす多元化の社会で
ある、とドラッカーが、もうずいぶん前に予見していたわけですが、本誌に登場の方 も々それぞれ一人ひとり
がユニークなナレッジワーカーであり、さまざまな分野で活躍されている存在であることをあらためて確認しま
した。そして今号、冒頭の藤島理事ご挨拶に重なりますが、世界はあらゆる面で新たな局面を迎え、極端な
イズムが招く国家間対立の加熱、国家内における非寛容な社会の空気といったものがもたらす分断の懸念
が増大しつつあります、同時にIoTやAI、バイオテクノロジーなどの面でよく見られるようになった、会社や非
営利組織など、異なる組織同士の協創や協動によって、社会的課題の解決に貢献しうるようなイノベーショ
ンも芽生えて、それも現実のものとなり始めています。どちらにしても時代の変わり目の新しい現実として受け
止めたとき、学会の活動や私たち自身の活動も、ひとつは日本のこれまで長く続いた成長を支えたものを土
台にして、あるいは勇気を持って体系的に廃棄して、組織や立場を超えて知恵を出し合って、いかに多様性
を包摂する新しいコミュニティを創っていけるかが問われましょう。私たち自身は有名な存在というより「普通
の人々」です。それでもドラッカーはこういいました。「明日がどのような種類のものになるかは、普通の人たち
の知識、洞察、先見、能力にかかっている」と。

（ドラッカー学会理事　花松甲貴）

E-mail: dws-info@drucker-ws.jp
URL: http://drucker-ws.org/Drucker Workshop c/o. Service Innovating lab., Meiji University.
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