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８月例会ご案内

日時  ： ８月１３日  木曜日

      18：30 ～ 21：00
場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000 円

テーマ ： 小冊子「月刊脳力 61-4 最終号」

      当時の情勢判断学会を偲ぼう。

司会  ： 古川 彰久

「月刊脳力」（脳力開発の理論と実践）は城野

経済研究所が昭和４４年以来発行してきた月刊

誌ですが、昭和６０年１２月に城野先生がご永

眠されたことから６１年４月号が最終号となり

ました。

その最終号を参加者にお配りして、当時の情勢

判断学会の活動状況を偲んでみましょう。

「月刊脳力 61-4 最終号」の概要

〇風光画シリーズ

－光と影の世界― ノサップ岬 夕日は海に

〇情勢判断の方法

経済摩擦と日本経済発展の秘密

1. ちがいがわからねば協調はできない

2. 日本経済の解明は、欧米の「経済学」で

はできない

城野宏遺稿

〇城野宏著書紹介

〇情勢判断学会・脳力開発研究会及び

各種ゼミ一覧表

・事務所

・研究会

・ゼミナール

・一般公開講座

・関係会社

・各地における情勢判断学会

〇情勢判断の方法 バックナンバー

〇脳力開発実践シリーズ

脳力開発で救われた私の人生

1. 人生戦略の大切さ

2. 脳力開発との出会い

3. 昨年の反省―戦略戦術の混同―

4. 脳力開発による再出発

5. チェーン専門店の活性化―毛皮本部のピ

ンチ―

6. 確定的要素からの出発―立場の整理－

7. 問題の本質（情勢分析）

8. 楽しみの人生を目指して―脳力開発の実

践―

            種本 武司

〇脳力開発サロン

台湾に於ける脳力開発

―豊姿美容院の例―  清水 英雄

〇情報ネットワーク

〇編集レポート
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６月例会報告

日時  ： ６月１１日  木曜日

      18：30 ～ 21：00
場所  ： 港区立商工会館

テーマ： 一連のコロナ騒動にみる情報の

「甲乙丙」について

演者  ： 松本 友

「一連のコロナ騒動にみる情報の「甲乙丙」

について」

2020年、世界中がパニック状態になってい

るコロナウィルス騒動ですが、騒動に巻き込

まれていない人たちはごく普通の生活をして

います。

TVや新聞で知る情報と実際目にしている

状況との違いは何なのか、そしてどう行動を

すればよいのかを事実や報道、そして陰謀

論まで混ぜて考え、情勢判断を皆さんと考

えてみました。

～欧米に比べ、アジア、特に日本は重症

者、死亡者が少ない～

ウィルスの変異により欧米と日本ではそもそ

もが違うから死亡者が少ないのか、アジア

人には耐性がそもそもあったのか、それとも

単に日本人の清潔好きが功を奏したのか。

僕自身は、日本人はあまり大声で話さない

こと、日本語の発生方法と普段ハグしたりし

ない習慣があまり感染しなかった理由だと

思っています。これについては専門家の冷

静な分析が必要だとは思いますが、出回っ

ている情報では不安を煽るような数字の切

り取り方がされていることが多いと思いま

す。

数字としての事実

死亡者数

アメリカ 8万 7000人

イギリス 3万 4000人

イタリア 3万 1000人

スペイン 2万 70000人

フランス 2万 7000人

日本 713人（5月 18日現在）

～ワクチンができればよいのか～

インフルエンザで亡くなる人も毎年多くいま

す。でも、ワクチンがあること、タミフルなど

の薬があることを安心材料と捉えている人

は多いと思います。でも、ワクチンや薬があ

っても毎年結局多くの人が亡くなります。感

染症が発生するたびにパニックに陥ってい

たら世界は成り立たなくなって来ると思いま

す。

インフルエンザの日本死亡者数

2017年：2569人

2018年：3325人（肺炎は 94,654人 肺炎

死の 97％は 65歳以上） インフルエンザ感

染者 1200万人

日本で喉にものをつまらせて亡くなる方が

年間 8000人。そのうちお餅が原因の人が

4000人います。

数字だけで考えるのであれば、冬に気をつ

けなければいけないのはコロナ感染ではな

く、「お餅を食べること」ということになりま

す。交通事故でもそうですが、現代社会に

生きている以上は、なにかを得ることで、な

にか犠牲にしてしまうということです。

毎日のニュースで「餅を喉につまらせた」と

いう報道ばかりしていたら、国民がみんなお

餅も饅頭も食べなくなります。

毎日報道しないということは、それが日常で

あって情報の真ん中だから。ニュースで報

道するのは端っこの情報で普段はあり得な

いことが起きているのでニュースにわざわざ

しているのだと思います。

～若い人の感染が増えてきている～

いわゆる「夜の街」での若者の感染が話題

になっています。若い人が多いので重症化

したりなくなる人は少ないですが、感染者の

みが取り上げられます。今回の人数は、関

係者を PCR検査することによって出てきて

いる数字ですが、3月、4月は発熱して病院

に来た人にしか検査をしていませんでした。

よって、実際に感染していた人数は今の比

ではなかったことは容易に推察できます。メ
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ディアの数字の取り上げ方に恣意的なもの

を感じます。

～第二波が来たらどうするのか～

また寒くなってくれば 10月頃から第二波は

来るでしょう。そして、同時にインフルエンザ

もやってきます。今年のインフルエンザは弱

かったようなので、来年はインフルエンザの

違う型で強いものが流行るかもしれません。

また緊急事態宣言を出すにはもう財源があ

りません。補償すれば済むのか、お金を刷

れば済むのか。現在コロナウィルスの特徴

はわかってきています。高齢の方、持病が

ある方はリスクが高いのでなるべく不用意

に大勢が集まる場所に行かない等の対策

は必要です。でも、健康で免疫をしっかり上

げていれば多少の感染はあってもしっかり

経済を支えて行く必要があるのではないで

しょうか。

城野さん的に言えば「死ななければいいん

です、風邪を引いたら布団で寝て汗かいて

熱が下がったらお粥食べて元気出す。ただ

それだけ。熱が出るということは身体が戦っ

ているということなんです」

～結局変化に対応したものだけが生き延び

る～

自然界で変化しないものはありえないという

ことを考えてみれば、コロナウィルスで世界

が滅びるわけでもなく、また逆に世界が滅び

てしまえばコロナウィルスも生き延びられな

いので彼らも変異すると思います。世界は

かんたんに終わらない、正しく情報を自分の

目で、自分の頭で、自分の体感で理解して、

判断して、対応していくことが大前提だと思

います。その際に、城野さんのシンプルな教

え、甲乙丙の情報を分類して考えること、無

用に恐れることなく自分のできることを手を

使い、足を使い、口を使い、一口ずつ着実

に行うこと。それが大事だと思っています。

何より、人類の戦略は生き延びて、より良い

世界を作ること。戦術は「ただ恐れ、守るこ

と」ではない
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例会予定

2020 年

９月１０日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

１０月８日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

港区商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸 1-4-28  TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口
からおよそ徒歩10分

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。

※ 年会費はありません。

※ 「じょうはん」発送のお申込は、

E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。

※ 興味のありそうな方にも積極的に転送

してあげて下さい。

※ ホームページもご確認下さい。

   http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

編集後記

今回は「月刊脳力 61-4 最終号」を参加者

に配布し、城野先生がお元気にご活動されて

いた当時の情勢判断学会の活動状況を偲び、

今度の活動の参考に出来ればと思います。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。

(古川)


