
杖ことば。

ともすれば、

しゃがみ込みたくなるような時

深いため息をついて肩を落とす時

勇気をもって立ち上がる時

人生の苦難の旅路を共に歩き、その一歩一歩を杖と
なって支えてくれる言葉である。

私は、このような言葉を亡き父からたくさん教えられ
た。

この７８年９か月という長い人生の一歩一歩の歩みの
中で、「ああ、父はこの時こう言っていた」こうしな
ければならないと考え直し、また気を取り直し、励ま
されながら、自分の行動を確認しながら歩いてきた。

３歳の子に道を聞く

とよく言われた。

３歳の子と言うのは、自分より年下の者のことであり、
ずっと若い方の意味。

知らない場所に行って道に迷ったら、年齢を問わず
そこにいる子供にでも道を聞くだろう。

自分の知らないことを知ろうとするには勇気がいる。
こんなことも知らないのかと軽蔑されないか、など。

しかし、素直に教えを乞おう。教えていただいたら
全力で覚えることだ。

淡きこと君子の如し 君子の交わりを以って尊
しとなす

人の上に立つ者は、部下や周囲との付き合いは、べっ
たりしてはいけない。情に絡み、正しい判断を失わせ
るからだ。大きな権限を持っていればこそ、その交わ
りは深入りせず、物事を多面的に深く考え、そして
網羅的に考えなければならない。

情の深みに入り、どれだけ多くの会社が、組織が、
潰(つい)えたことか。

壺中(こちゅう)の天

長い人生、いろいろな苦難にあたる。

暗い壺に閉じ込められたような閉塞感にあっても、
ふと目を転じて上を見上げてみよう。

壺の中にあっても、ぽっかりと開いた口の先には明る
い空がどこまでも広がっているではないか。どんなに
行き詰っても、必ず自分の空がある。壺中にあっても
自分の天があることを信じよう。

先憂後楽(せんゆうこうらく)

人の上に立つ者は、まずは部下や社員の幸せを
考えよう。

物事の起こり得ることを予想し、いつも準備を怠たら
ぬこと。また起こってしまったならば、まずは先んじ
て行動し解決にあたること。まず憂いを取り除き、
自分が楽しむことは常に一番最後にしよう。

先憂後楽の実践こそ、上に立つ者の役目であろう。

人をただ遣いしてはいけない

人に何かをお願いし、動いていただいたなら、小さ
な心遣いをする。

例えそれが、業として対価の発生するようなことで
あったとしても、「ありがとう」という感謝の言葉と
共に、ちょっとした心遣いを表す。

暑い夏の日、荷物を届けてくれた配達の方に、冷えた
缶ジュースを渡す・・・。

小さな頼みごとこそ必要である。

人は皆、師を持っている。だれにも平等に師はある。

今、目の前にいる人、人生の中で通り過ぎていく人、
これが師だと思わない限り、師は訪れない。

“万象吾が師”と傾聴する。

それが道を歩く 杖ことば となるはずである。
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メビウスからのご案内

Wisdom Schoolメビウス校
ウィズダム スクール

女性のためのビジネススクール メビウスではビジネスサポートとして、

Eラーニングシステム「Wisdom School」をご提供させていただくことにな

りました。Wisdom Schoolとは「叡智の学校」です。

深遠な優れた知恵のスクールとして、各界をリードする一流の専門家が

生講義さながらの迫力でお話しいたします。

もちろん、受講料等の料金は一切かかりません。

NPO法人女性のためのビジネススクール メビウス

主宰 浅沼 公子

◆ウィズダムスクールとは!? ◆

中小零細企業の経営者や企業家、働く人を対象にした最新の経営技術や知識ノウハウ、世界経済や

日本の市場動向などを学べる実践経営塾。各界をリードする一流の専門家が、インターネットを

通じて生講義さながらの迫力でわかりやすく解説。Eラーニング形式の講義なので、好きな講義を

好きな時に無料で受講できます。ぜひご活用ください!!

あなたのビジネスが輝きながら成長するため、あなたの学ぶことの充実感、さらにビジネス

課題解決のカギが得られます。

未来への階段を昇るために『Wisdom School』をあなたへ贈ります。

ウィズダム・スクール メビウス校へようこそ。
さあ、学びのスタートです。

特長1：各業界をリードする一流講師陣

◆◇◆ スクールの特長 ◆◇◆

当スクールでは、各業界で活躍している超一流の講師を厳選しています。

各業界には業界全体を引っ張る仕掛け人がいますが、当スクールの講師陣はまさに仕掛け人

といわれる人ばかりです。当スクールの講師陣は、他のスクールではまず揃うことのない

経営指導のドリームチームです。更に、講師陣は、自らも会社を経営するとともに各分野で

プロフェッショナルとしてコンサルティグやアドバイスをされている方ばかりです。

ですから、経営者や起業家の心情をよく理解したうえで即効性のある実践的な内容のみを講

義しています。



特長２：好きな時間に低負担で学べる

講演やセミナーに参加しようと思っても、

・時間の都合がつかない。

・会場が遠すぎる。

・費用の負担が大きい。

などで参加できないことがあります。当スクールでは、Eラーニングシステムを採用してい

るのでいつでも、どこでも、好きなときに学ぶことができます。

特長３：机上の空論を廃した実践的な講義内容

大学や他のスクールで教えているような複雑でわかりにくい理論中心のお話をするつもりは

ありません。経営者や起業家が明日から現場ですぐに使える実践的で役に立つ知識や技術の

みを講義で解説しています。ですから、当スクールの講義に関して、「学んだけど全然現場

で役に立たなかった」ということは100％ありません。実践から生み出された知識や技術＝

叡智を教える問題解決型のスクール。それがウィズダム・スクールです。

Wisdom School メビウス校ホームページアドレス
http://0920201-mebius.wisdom-school.net/

ご覧になるには、IDとパスワードが必要です

ご興味のある方は、メビウス事務局までお問い合わせくださいませ。

■お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局
〒326-0808 足利市本城2-1901-8

TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340 (担当：吉澤）
WEB：http://www.bs-mebius.net

◆閲覧手順◆
① Wisdom Schoolメビウス校ホームページへアクセス

② ご覧になりたい講座の をクリック

③ 講座の詳しい内容が表示されます。内容をご覧いただき、

をクリック

④ ユーザー名とパスワードを入力し ＯＫ をクリック

⑤ 動画再生ボタンをクリック

⑥ 講座動画開始まで少々お時間がかかります。お待ちください。
音声等の設定は、各パソコンのマニュアルをご参照ください。



今月のニュース＆データコンパクト

高校から大学880万円 教育費、調査

高級ブランド強気の値上げ訪日客の購買意欲

金沢の土産、和菓子トップ加賀友禅、20代は2位 2015.1.26 日本経済新聞

2015.2.21 日本経済新聞

2015.2.20 日本経済新聞

北陸新幹線で訪れたい地域の上位3か所で買いたい土産を複数回答で聞いたところ、

金沢は和菓子、能登・加賀は地酒、長野は信州そばだった。金沢での和菓子の人気

は圧倒的だ。加賀百万石の文化が根付く金沢では、金つばやらく

がんなど豊富な種類の和菓子が楽しめる。年代で好みが分かれた

のが加賀友禅。全体のランキングでは5位だったが、20代では和菓

子に続く2位になった。能登・加賀の地酒では石川県珠洲市の蔵元

が造る｢宗玄」が有名だ。輪島塗や九谷焼が続くが、20代では輪島

塗が地酒を抑えてトップに立つ。20代の購買意欲を刺激するには、

異なる視点のマーケティングが必要かもしれない。

が発生してきた。ブランド企業は巧みな戦略で需要を喚起する狙いもあるようだ。

欧米の高級ブランド各社が円安を受けて日本で値上げに動く。

米宝飾品大手のハリー・ウィンストンは主力商品を10%値上

げし、文具・時計の独モンブランも3月に計画する。歴史的

な株高が資産効果となり富裕層の購買意欲が強まっている。

訪日客による高額消費も勢いを増していることから、ブラン

ド各社が強気の価格設定に乗り出している。ブランド企業に

とっては、日本市場はまだ値上げの余地があると映っている

ため、品ぞろえも全体として高価格帯へシフトしている。富

裕層の間ではブランド品の価格上昇を見越した駆け込み需要

たところ、年収200万円以上400万円未満の家庭が114万7千円

となり、収入に占める割合は38.8%で最も大きかった。年収

800万円以上の世帯は169万1千円と金額が多くなるが、収入

に占める比率は14.6%だった。収入を問わず教育費の負担感

は大きく、早めに準備することが重要だ。

子ども一人が高校に入って大学を卒業するまでに必要な教育費が、平均879万4千円に

上ることが日本金融公庫の、高校生以上の子供を持つ保護者4700人を対象に実施した

調査でわかった。教育費には、入学金や授業料のほか、塾代なども含んでいる。自宅

外から大学に4年間通う場合は、これに加えて生活費や家賃などの仕送りが約560万円

必要になってくるという。1世帯の子供全員にかかる年間教育費を世帯収入別に調べ



本業は変わってもいい 革新力 異端になる

創業支援、経営者の輪 目指せ「起業なら群馬」

2015.2.22日本経済新聞

2015.2.16 日本経済新聞

2015.2.22 日本経済新聞

｢事業を起こす人が相次ぎ『日本のシリコンバレー』になれば・・」。群馬県で革新

的な起業家を生み出そうという輪が広がっている。眼鏡チェーンのジェイアイエヌの

ろうそく製造から出発した米プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)、コーヒーミル

メーカーだった仏プジョー。欧米の老舗企業は社会の変化を見据えて変身してきた。

取引先と日々の仕事のやりとりを電子メールで済ませる人は多いだろう。書類も添付

ファイルにして送信すれば早く届けられる。しかし意外に見逃せないのが封書の役割。

上手に使えばビジネスが円滑に進んだり、相手に良い印象を与えられたりする場合も

少ない。商談などでここが正念場という場面では封書という伝統的なコミュニケーショ

ンツールの価値を見直したい。

神戸大学の三品和弘氏は｢成長には既存事業に固執せず新事業をつ

くる『転地』が必要｣と指摘する。日本にもそんな企業がある。福

井で明治22年創業の、繊維会社のセーレン。この老舗企業が絹の

成分を医療・医薬の分野に応用するため研究を続け化粧品を開発。

今では小型ロケットの防音材など防衛・宇宙にまで用途を広げて

いる。医療機器のテルモは、再生医療という異次元のビジネスに

踏み出した。トヨタは、産業そのものを転地させる壮大な実験を

開始。形は同じ中身は劇的に変化。常識を乗り越え飛躍を目指す。

田中仁社長が提唱。若手経営者が同調し、地元金融機関や行政も

呼応する。政府は地方創生の一つに創業支援を掲げている。民間

主導でいち早く始まった活動が、全国のモデルになるか注目を集

めそうだ。日本の開業率は欧米と比べると低く、周囲の起業家と

の接点が少なく、事業機会や知識・能力・経験も乏しい。行政は

補助金やセミナーだけで終わりということが多く、企業経験者が

自らの体験から継続的に支援することが大きいと指摘される。数

年後の独立を前提に、給料を支払い、創業の準備の後押しをする。

群馬県の連絡会議は開業率を欧米並みにする目標を掲げた。

どんなときに封書？

①ビジネス上、重要な連絡をしたい

②重要度はやや下がるが、ぜひ読んでもらいたい

③相手に自分を印象付けたい

（契約者やおわび、クレームなどを送る）

（ダイレクトメールでも自筆でひと言添えると効果的）

和封筒と洋封筒
の違いを知ろう！

重要な文書は
書留で！

（新製品の案内、内覧会、発表会の招待などメールと併用）
文書は書き出し
が上にくるように
配慮して！

封書のマナーを知りましょう！



経営者のためのインフォメーション経営者のためのインフォメーション

ご不明な点は、事務局にお尋ねください！
◆お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局◆

（栃木県足利市本城2-1901-8 アサヌマビジネスサポート内）
TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340 

通勤手当の非課税限度額

《マイカー・自動車通勤者の通勤手当》

通勤手当の支給について法律義務はありませんが、多くの企業では賃金規程等でその支給内容

が定められています。通勤手当については、通勤方法と通勤距離により、一定額まで、所得税を

非課税として取り扱うことができます。

このうち、今回、通勤のため自動車等の交通用具を使用している従業員(マイカー・自転車通勤

者）に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

マイカー等で通勤している従業員に対し、所得税を非課税として取扱うことができる

額は、片道の通勤距離に応じて、1ヶ月当りの限度額が決められています。今回、この

1ヶ月当りの限度額が引き上げられ、かつ片道55㎞以上という区分が追加されました。

通勤距離は直線距離ではなく、通勤経路に沿った長さで判断します。通勤経路は、労

災保険における通勤災害の判断基準にもなりますので、｢マイカー通勤許可願」を提出

させるなど的確な対応が必要です。

この改正は、平成26年10月20日に施行されていますが、平成26年4月1日以後に支給する
通勤手当について適用されています。



経営には確かな

アドバイザーが必要です。

ビジネスのあらゆる課題に、

豊富な知識と経験で

あなたの身近な強い味方。

ご相談をお伺いするのは…

主宰：浅沼 公子

顧問：関田 恭裕

又は

です。

＜ご相談のお申込み＞

<相談日>
ＡＭ10時
～ＰＭ５時

生命保険のご相談…管理台帳を作りましょう

マネー・ライフ プランのご相談

女性のライフステージの変化…

マネープラン見直しのタイミングです。

ご相談をお伺いするのは…

主幹：三上 洋子です。
3月17日（火）

<場 所>㈱浅沼経営センター足利本社

ＡＭ10時
～ＰＭ５時

㈱浅沼経営センター足利本社
<料 金> 無 料無 料

締切り 3/16

<相談日>

<場 所>
<料 金>

お電話：０２８４－４１－１３２４ M a i l： o f f i c e @ b s - m e b i u s . n e t

締切り3/12

世 界 遺 産
「富岡製糸場」にみる

裏と表
昨年、世界遺産に登録された群馬の「富岡製糸場」に行って参りました。

観光客で昨年は連日賑わっていたようですが、一段落した感じでした。
富岡製糸場といえば、工場を支えた女性従業員の活躍が歴史的に大きな役割を果したところで

もあります。映画「ああ野麦峠」などで、過酷な労働環境で働く悲惨な女性のイメージを持って
いる方も多いかも知れません。

ところが明治5年に創業を開始したこの「富岡製糸場」は、今の企業経営に通じる福祉厚生を
整えた「模範工場」でした。ソフト面では高い評価をされていますが、実際には人材確保に大変
苦労されていたそうです。
創業時には世界一の規模が売り物にもかかわらず、工場の半分の稼動しかできず、又その後入

社しても1年未満で辞める者が多く大変苦労され、人材が育たない事が製品の質に繋がり、製糸
工場の赤字の大きな原因の一つで、人材不足は慢性的に続いたそうです。

2014年労働局の調査によると、従業員が「働きやすさ、働き甲斐」を感じている会社では従業
員の定着率が高い傾向がある。さらに、そうした会社では「業績が上がっている」との回答され
ているとのことです。富岡製糸場でも表面上の福祉厚生が整っていても「働きがい」とはならな
かったようです。高い品質を生み出す最新設備、ノウハウはあってもそこで働く従業員の満足が
なければ顧客に評価はされないモデルだったのかも知れません。
こんな思いをしながら「富岡製糸場」へ観光に行かれてはいかがでしょう。

3月23日（月）

画像提供 富岡市・富岡製糸場

メビウス顧問 関田恭裕



〒326-0328 
栃木県足利市県町1236

薪ストーブ[IMON-01]

サイズ：横800 縦650（足高さ含む）奥行500㎜ 定価 250,000円（工場引渡し価格） 設置・施工はお問い合わせください

有限会社小川鋳造所は、創業40年の歴史ある鋳造所。
機械部品製造などが本業ですが、このたび長年培った鋳造技術
を活かし、小川社長が薪ストーブ「IMON-1」を開発いたしました。

TEL : 0284-71-2418

←下野新聞
「ものづくり探訪」
２０１５年１月21日に
ご紹介されて
います

小川 尚作さん

製造業有限会社小川鋳造所

「鉄」がお贈りする温かさ･・・小川鋳造所の薪ストーブ

小川 由美子さん
代表取締役社長

「鉄」と「ひと」とを繋いできた我々だから出来る事は無いか･･･。
環境に配慮しつつ、人々の生活を豊かにする物を作れないか？
「ものづくり」とは一体何か？さぁもう一度、原点に立ち返ろうじゃないか。

鋳物屋さんが造った本格的薪ストーブを、あなたのライフスタイル
の一部としてぜひお楽しみください。

東日本大震災では、ガスや電気が止まり、家電製品が突然使えなく
なり、「ハイテク」の弱点を気付かされました。

省エネ効率、環境にも配慮し、真の「温かさ」を
伝える物、薪ストーブ[IMON-01]はこうして誕生
いたしました。

千有余年の歴史を持つ佐野天明鋳物、培われた貴重な鋳造技術を
後世に伝え、常にお客様の顔が見える距離で商品をお届けしたい。

監査役

おかねの教育プログラム

大学卒業後、大手生命保険会社に就職、結婚を機に退職、妊娠、双子を出産、6年間専業主婦。
その後、近所のスーパーでパートに入る。3年後、ご主人と離婚、知り合いの会計事務所に正社
員として勤め始める。40歳になった時、突然、夜の仕事に転身、2年後、自分の店を持ち、今は
3名の人を使う事業主である。

私の友人の仕事の歴史である。

彼女から時たまのメールが来るたびに仕事が変わっていて、前の職業を思い出せず、話につ
いていくのがやっとである。「子供がいるからねえ」と本人は至って冷静で、淡々と報告をし
てくる。彼女の立ち上がる強さ、決断の速さには圧倒される。そして全く別のことを私はふと
頭の隅で考える。「今何号だ？」

ご存知の通り年金制度には被保険者の種類があり、彼女の場合、1号から3号まで行ったり来
たりしている。都度手続など日常の忙しさにまぎれてしまうのが現実だ。しかし、手続きを
怠っていたら将来「足りません」となってしまう。

学生時代も税金や社会保険などの教育は受けないため、自分が制度の直中にいる実感はない。
子供～若い世代への教育の必要性が言われるが、誰がどう教えるのか定まらず延び延びになっ
ている。年齢に合わせた広い意味での「お金」教育をしないと、長い人生、生き抜けないし、
選択肢も広がらない。家庭での雑談では埋められない。件の友人、この話をしたら、「確かに
日本の制度の中で生きてはいるけど、考えたこともない」とバッサリ。金繰りや将来不安を思
う私とは、どうやらその苦労と悲しみに裏付けされた肝のすわりようがちがうらしい。

主幹：三上 洋子


