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発行人 古川 彰久
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１０月例会ご案内

日時  ： １０月８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 ： 「情況判断の行動学」第 3章か

ら学ぶ

演者  ： 松本 友

今回から、城野さんの著書を一緒に読んで学ん

で行くという方法を取りたいと思います。何度

読んでも学ぶところが多く、また、読んだ人そ

れぞれの経験を踏まえた受け止め方から学べる

ことも多くあると思います。そのため、例会で

は著書からの学びを半分、参加者同士の学びを

半分というような配分で進めたいと思います。

当日読む部分は人数分コピーして用意します。

よろしくお願いいたします。

まず選んだのは「情況判断の行動学」です。

第三章「情況判断の行動学」の前半部分を

を一緒に読みたいと思います。

この章では状況判断について、戦略決定、情報

収集、立場の検査、の 3 つの項目に分けての説

明、そしてたとえ話があります。

普段生活していて「戦略」と「戦術」について

の定義を理解していない発言、混同した発言に

出会うことがほとんどです。自分に関しても

「戦略」に即した「戦術」ではなく目の前に出

てきた良さそうな「戦術」に飛びついてうまく

行かないことも多々あります。戦略の決定、そ

して戦略を常に意識して戦術を選んで行くこと

はとてもシンプルでわかりやすい考え方ながら、

現実は本当に難しい。この部分だけでも繰り返

し読んで意識をしっかり変容させることが必要

だと常々思っています。

情報収集に関しては、2 つの過程があることが

述べられます。1 つめは日常的に得られるもの

を脳中の保存して行く作業。2 つめは、一定の

戦略目的にしたがって必要なものを集めて行く

作業。日常的に情報には多く触れている方では

ありますが、それを保存できているかに関して

はあまり自信がありません。このあたりの脳の

使い方も学んで行きたいところです。2 つめの

戦略目的にしたがっての情報収集に関しては、

より多面的に集めるということを意識しなくて

はならないのだろうなと感じます。つい、自分

の仮説にぴったり来るものが出てくると検証せ

ずに選択しがちですから。

最後の立場の検査、これは前回の例会でも出て

きた主題です。情報を入手した方、出した方。

買う人、売る人。ここも普段から意識する癖を

つけないと、自分の立場でつい判断してしまう

ことがほとんどです。この部分を意識すると、

法的に良い悪いということはあっても、何が良

くて何が悪いのかというのは一概に言えないな

とつくづく思います。

以上、この第三章を皆さんと一緒に考えて学び

あえたらと思います。よろしくお願いいたしま

す。
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８月例会報告
日時  ： ８月１３日  木曜日

      18：30 ～ 21：00
場所  ： 港区立商工会館

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。

Ⅰ．「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

Ⅱ．参加者の意見交換

１．城野先生の活動の多様性

情勢判断学、脳力開発にとどまらず、

風光画や護身道等も実践されていた。

２． 情勢判断学会・脳力開発研究会等

城野先生が育成指導された方々を活用

されて各地で普及活動をされてこられ

たが分かる。

これらの方が現在どのような活動をさ

れておられるのか気になる。

また、ここには名前が挙がってこない

が、城野先生の著書「城野宏の戦略三

国志」を編集された西順一郎氏はマネ

ージングゲームの中に脳力開発を取り

込み普及活動をされており、それを受

け継いで板東光秀氏も活動されておら

れる。

３．城野先生著書について

城野利江夫人のご了解を経て、情勢判

断学会として販売させていただいてお

りますのは、情勢判断学会のホームペ

ージの書籍案内

https://www.jouhan.com/book/index.h

tml に掲載されています。

多くの書籍が売り切れてますが、まだ

残っている書籍の中で、城野先生の活

動の原点ともいえるものに以下の２書

があります。

「祖国復興に戦った男たち（終戦後、

四年間も中国で戦った日本人の記録）」

その他以下の書籍の在庫があります。

「情況判断の行動学」

「中国の発想」

「三国志の人間学」

「謀略の人間学」

「第三の経済学」

「諸葛孔明の戦略と戦術」

ＤＶＤ「東西古今人間学」
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４．城野先生と古川彰久との関わり

（質問に応えて）

（1）城野先生との出会い

  城野先生は昭和３９年に帰国されました。

  小生が城野先生をお会いしたのは昭和４

０年の１月に東大の七徳堂の柔道場でし

た。小生は在学中柔道部に所属し、当時

は卒業してましたが、寒稽古に参加致し

ました。城野先生は柔道部の先輩で後輩

に寝技を教えにお越しになりました。

それが縁で城野先生の活動に興味を持ち、

情勢判断学を学ぶことになりました。

（2）情勢判断学の活用

  小生は住友金属工業に勤務し、勤務地も

小倉、大阪、東京と移動しておりました

が、城野先生は各地でご講演されており

ましたので、都合の合う時には参加させ

ていただきました。また、情勢判断学や

脳力開発について書物等でも学び、これ

を日常の行動に活用していくことにしま

した。

  私が小倉で勤務している時に城野先生が

小倉でご講演されて、その時に知り合っ

た増田寿男氏には、住金退職後、波動の

世界で大変お世話になりました。

  輸出の業務に携わっている時に、米国の

ノースウェスタン大学の大学院に１年間

留学させて貰いました。

  住友金属工業は鉄鋼業ですが、名前の示

すように鉄以外の金属工業にも関心を持

っておりました。小生は市場開発の仕事

に携わったこともあり、一時半導体の事

業にも関心を持ち、半導体の会社に出向

したこともありましたが、結果的にはう

まく行きませんでした。

（3）自主独立への道

  小生としては、住金退職後にどのような

生活を目指すのかを考えると自立して使

える資格を取っておこうと考え、平成２

年に中小企業診断士の資格を取り、会社

として株式会社エイエムシイ（Active 

Managing Consult）を設立しました。

  平成３年には医業経営コンサルタントの

資格を取得しました。

  この頃は、東京情勢判断学会に参加させ

ていただいておりました。

  また、会社が休みの間に医業経営コンサ

ルタントの資格を活用し、病院の経営相

談をいたしました。その結果今の医療体

制が利権構造で、小生が実践している自

然治癒力活性化増進とは相容れないもの

だと分かりました。

  以前小倉で知り合った増田寿男氏が東京

で波動の機器を製造販売していることを

知り、波動の仕事に興味を持ちました。

  平成７年３月に住友金属工業を円満退職

し、独立するとともに増田氏の会社（当

時会社名（株）二ホンパンナ―、後に

（株）ライフフィールド総合研究所へ改

名）の専務取締役に就任した。

  その後、専務取締役を辞任し、一次代理

店として（株）エイエムシイが波動機器

の販売を行う。

  更に、増田氏の了解を得て、独自の波動

機器の製造販売を行うことになる。

  

（4）情勢判断学会との関わり

  城野先生は昭和 60 年 12 月にご永眠され

るが、その後の情勢判断学会は城野利江

夫人が取り仕切ることになった。

  東京情勢判断学会は、川手誠氏が事務局

長として運営されてこられたが、諸般の

事情で継続できないとのことで、城野利

江夫人から小生に引き継ぐように要請が

あったので、平成 14 年 2 月以降小生が

事務局長を引き継ぐことになりました。
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例会予定

2020 年

１１月１２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

１２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

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

今後の展開について、松本氏から提案があ

り、城野先生の著書の中から、適当な論題を

選び、改めて学びなおすとともに、それをど

のように活用するのかを論議することとなり、

今回は松本氏からスタートすることとなりま

した。

皆様の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)


