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天明塾長講話 

「人間力の基本～凡事徹底」 

 

今日のテーマは「人間力の基本～凡事徹底」。凡事

って何ですか。凡、当たり前のことだよね。私は経営

コンサルタントとして、薄衣左吉先生のもとで、30 数

年ずっと学んで、会社の再建をしてきた。その改善の

仕方は「上が変われば下が変わる」「自分が変われば

相手が変わる」「家庭が変われば職場が変わる」この

３つが会社の再建の基本的な考え方なんです。 

 

■挨拶は自分を変える 

 私は学校を卒業してコンサルタント会社で営業マ

ンをやったんです。だけど、１年半経った時に上司が

売掛金を着服していた。ここにいたらロクな事がない。

辞めて、経営にはごまかしがあるけれど会計はないだ

ろうといって会計士の勉強をするわけです。 

 それで試験を受けたけれど受からなかったと思っ

ていたから、どこかに就職をしなくちゃいけない。大

学で紹介された公認会計士事務所に藁をも掴む思い

で電話をして、面接日を決めてくれた。 

 そうしたら面接日の直前になって試験の発表があ

った。受かっていたんですよね。だけど面接をすっぽ

かすわけにはいかないので、一応冷やかしで面接に行

ったら、のっけから先生が、「天明君、君は両親に挨

拶をしているか」「はっ？」 

 私は東京大田区の魚屋の息子ですから「お父さん、

おはようございます」なんてするはずない。「いいえ」

と言ったら、先生がバーンと机を叩いて叱る。「親に

頭を下げれない子が、どうして人に頭が下がる。人に

頭が下がらないのが、どうして人の指導者たり得よう。

うちは専門家はいらん。専門家たる前に人間たれとい

うのがわが事務所の所訓である」と、ものすごく叱ら

れた。 

 とにかく、それで３０分、４０分。足は痺れてきて、

「やっぱり来るんじゃなかった」と。でも、そのうち

に、「何かありそうだ、この先生は。ここに入ろう」

と思ったね。それは、この先生の影響力だったね。 

 それで話がちょっと切れた時、私はパッと手をつい

て、「申し訳ありません。来年出直してくるので、ま

た面接をしてください」と言ったわけよ。健気だね、

今から考えると。そうしたら先生が、「よし、分かっ

た。両親に挨拶をするな」「いたします」「じゃあ、来

週、お父さんとお母さんを連れて、もう１回面接に来

なさい」びっくりしたね、これは。「えー？」と。 

 無口で陰険、強情な父親だからお母さんに、「お母

さん、実はこうこうで、お父さんとお母さんに行って

もらわなくちゃいけない」、お母さんはびっくりして、

「お母さんは何とかなるけど、お父さんはね」「お母

さん、話してよ」「分かった。」 

 もう１つは、お母さん・お父さんにどうやって挨拶

をするか。これが困った。毎日、檻の中の虎みたいに、

どこでしようかと思って、８畳間、私がこっちから襖

を開けて入る。すれ違いざまに「お母さん、おはよう」

と言ったら、「茂、おはよう、どうしたの、お前」と

か言って、それが挨拶の始まりなんですよ。 

 あと、父とは本当に会話がなかったから。免許を取

って中古車のコロナを買って、そして日曜日に両親を

後にドライブしながら、「お父さん、多摩川だね」と

か「雨かね」「雪かね」これが会話でしたね。 

 ３年間、薄衣左吉先生から挨拶、挨拶、挨拶。３年

間。本当にそれで自分が変わった。だから、自信を持

って挨拶は経営指導の中でやってきた。これをやって

いくと人が変わる。挨拶というのは、自分を変えてい

くんです。 

 

■ハガキ道 

今、メールの時代です。メールはメールでいいけれ

ど、ハガキってすごいなということで、すごく有名な

人に坂田道信さんという人がいます。坂田先生は教育

者なのね、学校の先生。 

①坂田先生が複写ハガキを始めたのは昭和４６年、
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２９歳の時のこと。森信三先生の講演を聞いた。その

先生が講演の最中でこう言われた。「義務教育を終え

たものなら、最低３つのことは実践しなさい。１つは

挨拶、もう１つはお辞儀、３つ目はハガキを書くこと」 

そして講演の会場で複写ハガキの元祖である徳永

康起先生に出逢えて複写ハガキをプレゼントされた

そうです。 

 この坂田先生のお話。②病弱で学校にもろくに行け

なかった私（坂田先生）は漢字も知らず、ひらがなし

か書けませんでした。辞書を引きながら書いた１枚の

ハガキに漢字が２～３個という有様でしたが、徳永先

生は誉めに誉めてくださり、私が差し上げる以上にた

くさんのハガキをくださいました。 

 ③ただ書けと言われて、言われるままに書いて出し

たら、友達が増えました。広島の田舎に住んで、百姓

や大工をして暮らしているこんな無骨な男のもとに、

県外からも毎日ハガキが来ました。これは嬉しかった。

ただ嬉しかった。 

 ④ハガキが来たら元気になります。活性感が湧きま

した。人間には「つながる」という喜びがあります。

森先生の手紙には難しい漢字が書いてあって意味が

分からず、寺田清一先生、この寺田清一先生というの

も教育者、に読んでもらいました。何が書いてあるか

分からなくても、いただくだけで嬉しいハガキでした。 

 ご返事が来るからまた出す、そうすると来る。だか

ら、１日にこの人達は何十枚もハガキを書いているわ

けだ。私なんか、とても追いつかない。 

 ⑤教育というのはハガキを書くことです。春４月、

受け持ちの子どもが決まったら、先生は子ども達一人

一人にハガキを書くのです。嬉しくて皆わくわくして

学校に来ます。家庭訪問をしたら、親と子にそれぞれ

またハガキを書きます。それで人と人がつながってい

くのがハガキの世界です。 

 ⑥中小企業の経営者は業績を上げたいと思うなら

ハガキを書けばいいのです。本気で相手に語りかける

ことをせず、モノだけ売ろうとしても売れません。組

織のリーダーはハガキを書いて、メンバーに語りかけ

ればいいのです。 

 ⑦ハガキはネットワークなのです。私は「ハガキ道」

講演のために全国各地を行脚していますが、組織はあ

りませんし、広めようと思ったこともありません。 

本当にそうなんです、この人は組織も創らず。だけ

ど、この坂田先生の教えというかやっていることを実

践している人は、どんどん広がっている。 

 ⑧１枚のハガキに生命を込めて書きます。ハガキは

自分が書いているものですが、相手のおかげで書かせ

てもらっているのです。このことを教えられてから、

「ハガキ道」が見えてきました。ハガキを書くために

私はこの世に送り出されたのだと思っています。 

 森信三先生をして、１００年一出の巨人、百年に一

人、出るか出ないかの人だ。「超凡破格の教育者」と

言わしめた人。 

 ぜひ習慣のあった人もなかった人も、徹底してみま

しょうよ。徹底が文化を創る。何でも徹底してやる。 

■セールスの極意はハガキにあり 

株式会社タニサケ。本社岐阜県。商品はゴキブリキ

ャップと言って、ごきぶりだんごを作っているんです。

ホウ酸と玉ねぎを使ったごきぶりだんご。３０個入り

で 2,500 円。創業以来値崩れなし。特許はすべて公開。 

 ここは月１件の提案を全社員に義務付ける。月１件、

１人当たりの改善提案件数は全国２位。年平均 2,000

件。３６人の会社で毎年 2,000 件の提案が上がってく

る。入賞者には 1,800 円から２万円の褒賞金が出て、

１人当たりの年間褒賞額１６万円というのは１１年

連続日本一。ちょっとすごいよね。１人、毎月１件提

案しようよと、たったそれだけをやり続けている。徹

底。凡事徹底だと思う。 

 セールスの極意は何か。この社長は月に 400 枚、平

の人でもとにかくハガキを書く、１日３枚のハガキを

社員に義務付ける。400 枚は社長が書く。１日に３枚

のハガキを社員にというのは、どこまでの社員か、営

業だけじゃなくてどこまでやっているかはちょっと

確認できなかったけれど、１日３枚ということは月に

９０枚ですからね。月に９０枚書くというのは、やは

りなかなか大変なことですよ。書かない社員は首。要

するに勤まらなくなるわけだよね。そこを徹底してい

るから売り上げ目標はなし、利益目標も何もなし。た

だ目標があるのはハガキを書くだけ。 

 どうか一人ひとりが実践をする。知ということが行

いと一致していく。これで人間力を高めていく。そう

すると、余が変わると世直しにつながると、こんなこ

とでいきましょう。  
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講師 大嶋 啓介 氏 [株式会社てっぺん代表取締役] 

「どうすれば人が輝くのか」 

 

■志と野望の違いとは 

 皆さん、こんにちは。てっぺんという居酒屋をやら

せていただいております大嶋啓介と申します。創業は

11 年前ですけれども、29 歳の最後の日に店をオープ

ンさせていただきました。この 11 年間、とにかく志

だけはすごく大きいです。 

ちょうど創業するときに、大尊敬する一風堂の河原

社長に、「お前の志は何だ。お前は何のために会社を

やるんだ。どうなりたいんだ」と言われました。とに

かく人が輝いている、そんなお店を創りたいという思

いはあったんですけれども、河原社長に志のことを聞

かれて、僕の中で答えられなかったんですね。 

 僕は河原社長から「夢には志と野望の２つある」と

言われました。「野望というのは自分のことだけの夢

で、志というのは自分以外の人のためだったり、何か

のために、誰かのためにという夢が志だ」と教えてい

ただきました。 

創業をするときに、すごくいろんな雑誌で採り上げ

ていただいたので、かなり調子に乗っていました。「大

嶋は自分のことしか考えてない、自分達のことしか考

えてない」ということを言われた時に、河原さんから、

調子に乗るんじゃないぞということを教えていただ

いた気がします。 

 

 

 

■居酒屋が修学旅行のコースに 

 11 年前に創業させていただき、すごく嬉しいこと

に、たくさんの人達が朝礼の見学に来てくれました。

たくさんメディアで採り上げていただいたおかげで、

年間で約 15,000 人くらいの方達が朝礼の見学に来る

ような感じですから、５時から満席という、とてもあ

りがたい店でございます。 

 特に嬉しかったのは、７年前から中学生の修学旅行

のコースになりました。すごく熱い校長先生がたくさ

んおられまして、「今、子ども達は大人になりたいと

思っていない。仕事をしたいと思っている子ども達が

あまりにも少ない。だから、今、子どもたちに一番見

せなきゃいけないことは、生き生きと仕事をしている

大人の姿、元気に働いている大人の姿だ。だからお酒

を扱っているかどうかではなくて、大人の元気な姿を

見るために修学旅行に行きたいんだ」と言っていただ

いて、中学生が来てくれるようになりました。 

 

 

 

■大人が輝けば子どもが輝く 

子どもが夢を失ってしまう、夢も希望も無くなって

しまう最も大きな原因はお父さんの姿だそうです。お

父さんのいつの姿だと思います？ 

仕事から帰ってきた時を子どもはすごく記憶する

みたいです。すごく生き生きと楽しそうに仕事から帰

ってきて、「今日の仕事は最高だったぞ」という姿で

帰られるのか、それとも「今日も疲れた」と帰るのか。 

 僕達が本当に元気な姿で仕事をして、明るく家に帰

ることが、子ども達に、早く大人になりたいという、

夢と希望を与えます。僕達のちょっとした意識で日本

の未来が変わっていくんです。 

僕が、てっぺんが、「人が輝くお店の日本一」にこ

だわっているというのは、そこにあります。子ども達

に夢や希望を与えたいからです。これからの日本に未

来をつないでいきたいからです。 

何をつなぐのか？夢や希望をつなぎたいです。 
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どうやって？働いている姿です。輝いている姿です。

僕達が生き生きと働いている姿で、子ども達にバトン

タッチしていきたいです。大人って最高だぞって。仕

事を大好きな人ってこんなにいっぱいいるよって。そ

して生き生きと働いている人達をたくさん増やして

いきたいです。 

大人が輝けば子どもが輝く、そして未来が輝く、こ

れが僕の志、使命感です。 

 

 

 

■欠点は「欠けている点」ではなく「欠かせない点」 

僕は 18 年前、鬱病だったんです。人間関係で鬱に

なりました。僕は営業マンだったんですけれど、すご

く人が怖くなってしまって営業ができなくなりまし

た。１年で会社を首になりました。 

 その後、首になった会社で８年前に講演させていた

だき、新人研修もさせてもらっています。本当にそれ

ぐらい人生が変わったんですけれど、コンプレックス

の塊だったので劣等感があって、人前でうまく話がで

きない。今でも劣等感を持っています。 

でも、このままで行こうと思ったきっかけがありま

す。有名な作家さんが人物を魅力的に描く時に、一番

大切にしていることは、欠点をさらけ出すということ

です。これが人物を魅力的にします。 

 このことを、ひすいこたろうさんという作家さんに

教えられました。「大嶋さんの魅力は不器用なところ

だよ」って。「本当に不器用なままでいい。その不器

用なところが共感を生んだり、人間味になったりする

から、うまく話そうとする必要はないよ」と言ってい

ただいてから、僕のスタンスはこのままで行こうと。

ひすいさんに言われました。「欠点は欠けているので

欠点ではなく、欠かせない点、その人の魅力を引き出

すのに欠かせない点で欠点だよ」と教えていただきま

した。 

■心の状態を決めるものとは 

僕は 18 年前にＴＡ（トランザクショナル・アナリ

シス）という心理学で、心のメカニズムを勉強しまし

た。壺みたいな絵を描いて、プラスマイナスをぎゅう

ぎゅう詰めに書いてください。これは常に一定量しか

入りません。これは心の壺と言います。 

 嬉しい事があったりすると心の中にプラスが入っ

て来てマイナスが出ます。「お前、今日は頑張ってい

るな」と言われたら嬉しくて、心の状態の中でプラス

とマイナスが動き回ります。 

 心の状態のプラスマイナスの最も大きな原因とな

るものは人間関係です。お金があるかとか、そういう

ことでは全くなくて、実は人間関係が心の状態の９

０％を決めてしまうと言われます。 

 

 

 

■ものの見方 

 プラスが入るとマイナスが出る。このプラスには

「ストローク」という名前がついています。ストロー

クは、別名「心の栄養」とも呼ばれていまして、自分

や相手を認める働きのことを言います。マイナスのこ

とを「ディスカウント」と呼びます。ストローク・デ

ィスカウントの関係というのは、こっちがどれだけス

トロークだと思っても、相手がディスカウントと受け

取ったらディスカウントになってしまいます。与える

側は決められない。受け取る側が決めるというルール

があります。 

 これからいろんな出来事が起きてきた時に、マイナ

スにとるかプラスにとるかで全然その人の成長が変

わってきます。 
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■明るい雰囲気づくりを体験する 

もう１つ心のメカニズムで大事なこととして、17

年間組織づくり、チームづくりを学んできた中で、組

織の力を最高に引き出す方法、最も大切なことがあり

ます。それは、とにかく明るい雰囲気づくりです。 

ということで、今から、ここの会場の空気がどれだ

け明るい空気になるか、皆さんで挑戦していただきた

いと思います。今から「本気のジャンケン」というの

をやっていただきます。 

 それでは「せーの」でいきます。「最初はグー、ジ

ャンケンポン」。勝っても負けても「よっしゃー」で

すよ。「よっしゃー」のエネルギーが重要です。エネ

ルギー、これに人生がかかっていると思ってください。

「よっしゃー」のエネルギーが低かった場合は２０１

５年は諦めてください。本当に高いエネルギーで、「よ

っしゃー」と出た方は、これからの人生は最高の人生

になると、しかも自分だけでなくて大切な人の人生ま

で最高になるということをかけて、本気のジャンケン

に臨んでいただきたいと思います。 

 それでは、「よろしくお願いします」の握手をお願

いします。 

 それでは青森、行くぞー！それではいきます。「せ

ーの、最初はグー、ジャンケンポン！よっしゃー！」 

 

 お互いに向き合って「ありがとうございました。」 

 座ってください。すごいですね、倒れないでくださ

いね。ここの皆さんのエネルギー、本当にこれも朝や

っていただきたいんですね。職場の朝礼はジャンケン

で絶対いいと思います。ジャンケンをやるだけで職場

の空気はがらっと変わります。 

 

■無限の潜在能力にフタをするもの 

潜在能力、可能性がどのくらい眠っているかご存じ

ですか。無限の可能性を数値化すると、今の力の約３

万倍眠っていると言われています。自分では無理とか

できないというのは勘違いです。 

 人間はどうやって勘違い、思い込みを作るのか。ピ

ョンピョン飛び跳ねるノミを箱の中に閉じ込める実

験があります。ノミは 30 センチぐらい跳ぶ力を持っ

ています。ピョンピョン飛び跳ねるノミを３日間 10

センチの箱の中に閉じ込めます。そうすると、３日後

に全てのノミは 10 センチ以上の高さを飛ばなくなっ

てしまいます。なぜか。何回も何回も頭をぶつけます。

でも、ノミはそれでも何回も何回も跳び続けます。さ

すがのノミも３日間、頭を打ち続けると、フタに当た

らない高さを覚えます。そうすると、フタが外れても

ノミはここまでしか跳べないと思い込んで、それ以上

跳ばなくなってしまいます。30 センチ跳ぶ力を持っ

ているのに、たった３日間の過去の経験、体験で跳ば

なくなってしまう。 

 

■どうすれば人は輝くのか 

 自分でフタをしているんだということに気づくこ

とが人生で一番大事なことです。どうすれば人は輝く

のか。自分の価値に気づいた時に人は輝きます。 

もう１つ、自分の仕事の価値に気づいた時に、人は

仕事に誇りを持って輝いてきます。 

 子ども達は、大人の姿を見て夢を描いていきます。

僕は本当に大人が輝けば子どもが輝く、そして未来が

輝くと、そんな思いを忘れずに、これを大切にして、

一生、まずは自分が輝く姿を見てもらえるような、そ

んな大人になっていきたいなと思います。 

 

 

第２部 

グループディスカッション 

テーマ「善い生き方とはどんな生き方か。」 
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■第２回の様子 

 

 

 

 

 


