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タイムライン

松村寧雄先生（左）とベルテンポ・高萩徳宗社長（右） 松村寧雄先生と斉藤優美子さん

小塚さんじから今年もシーピーシー社の大きいカレンダーを

Amazon Dash Buttonは、ワンプッシュでお気に入りの商品
を簡単に注文できるボタンです。

木原正勝さん（左）と小塚恵一さん（右）

高野山ツアーのロケハンにお付き合いいただいた岩橋さん 12/20-21 高野山ツアーのロケハンに行きました。

西順一郎先生の愛用の６弦のウクレレ。



贅沢なセミナー
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２日間のマネジメントゲーム（ＭＧ）研修の最後
は、開発者の西順一郎先生の講義だった。私たちは
慣れない計算の後でクタクタになりながら、戦いが
終わって散らかった机の上と机の真ん中に置いてあ
る中華料理店にある料理をのせる丸いターンテーブ
ルのようなゲーム盤を片付け、それまでは島形式
だった机を学校形式に配置換えをして先生の講義を
待った。西先生は、難しいことを易しく教えること
でも定評があった。西先生の講義のスタイルはホワ
イトボードにマーカーペンとたまに出る長崎弁が特
徴だった。その日の先生は、ホワイトボードいっぱ
いに大きな正方形を書き、そこに縦に２本、横に２
本線を書き加え、３×３のマトリックス表にした。
そして、真中のマスに「企業革命」と書き、その下
のマスに「ＭＧ」と書いた。「企業革命を成功させ
るにはまず、ＭＧをやらんとダメ〜」と言った。

この３×３のマトリックス表をマンダラといいＭ
Ｙ法（エムワイホウ）と言った。真ん中に目標を書
き、この場合は真ん中の下が目標を達成するための
シナリオの起承転結の「起」にあたるのだ。私は何
故かこの３×３のマンダラに一目惚れだった。当時
は今のようにインターネットはなく、知りたいこと
を直ぐに検索して探し当てることなど出来なかった。
私が持っている人脈ではこれ以上マンダラのことを
知ることは出来なかった。

しばらくしてから西研のＭＧ研修で成功事例の講
義によく出てくる広島で食品メーカーの井辻食産・
井辻栄輔社長（当時、現在は会長）に会うことが出
来た。私は恐る恐る名刺交換をさせていただくと、
間髪入れずに私の元に複写はがきとマンダラ通信と
いう一人新聞が送られて来た。マンダラ通信は、井
辻さんが記事を書き写真を載せ毎月発行しているＡ
４横サイズ・５枚からなる情報誌で、その表紙に３
×３のマンダラが目次として使われていた。私は井
辻さんならマンダラの情報を持っているに違いない
と思い、厚かましくも井辻さんにマンダラのことを
尋ねると、今度はマンダラ手帳とマンダラの使い方
の説明が送られて来た。

私は念願のマンダラ手帳を手に入れた。黄緑色の
ポケットサイズのマンダラ手帳の表紙は「ＭＹ法」
と書いてあり、中は３×３のマトリックス表が30
ページあり、明らかに普通の手帳とは違っていた。
手帳の裏に製造元が書いてあり、クローバ経営研究
所の存在を知り、松村寧雄先生を知った。なるほど、
マツムラ・ヤスオだからＭＹ法かと思った。ＫＪ法
の考案者が川喜田二郎というのと同じなんだなと
思ったりもした。

私は手帳の裏に書いてある所に電話をしてみた。
電話に出た方の滑舌と声のトーンと言葉遣いが良す
ぎて間違ったところにかけてしまったと思ったが、
そうではなかった。マンダラ手帳のことを尋ねると、
「毎月、東京の虎ノ門パストラルで経営者向けのセ
ミナーがあるので一度お越し下さい」と言われた。
もちろん、私はその場で直ぐに申し込んだ。

虎ノ門パストラルは、ＪＲ新橋から山手線の内側
に歩いて20分くらいのところにある大きなホテル
だった。セミナー会場のバンケットルームをみつけ
て入ると、大きなサイズの机に白い布がかけられ、
ホテルの結婚式のときに座るような椅子が余裕を
持って並べられていた。席に座ると、ホテルの人が
水を持って来てくれた。周りを見るとみんなどこか
のお偉いさんばかりで、私が一番年下だった。

テキストが配られた。なんと厚さが２cmくらい
あった。これを１年間かけて使うという。松村寧雄
先生が現れた。背が高く、仕立てのいいスーツ姿で、
少し長髪のオールバックで声が大きかった。「いい
ですね〜」が口癖だった。セミナーがはじまった。
分厚いテキストの表紙をめくり１ページからはじ
まった、が、次は７５ページを見て下さい、次は１
２２ページを見て下さい、これについては３４ペー
ジに書いてあります。というように、話が進む度に
見るページが違った。初めてのセミナーは、テキス
トをめくるだけで一苦労だった。

私はこれではセミナー料金の元が取れないと考え、
参加者の中で年齢の近い人を見つけて一緒に帰るこ
とに成功した。杉並から来ていた菊池硝子の菊池さ
んだった。虎ノ門パストラルから新橋駅に向かう途
中でスターバックスを見つけて、分厚いテキストを
広げ復習をしてもらった。菊池さんは、松村先生の
セミナーは２年めの受講だった。菊池さんは、この
展開を分かっていて、小さな付箋でページを丁寧に
マークしていた。私は更に一人ではとても理解でき
ないと判断し、仲のいい経営者の方に声をかけると、
飯田橋に会社ある小林さんが一緒に受講してくれた。
それから３人で毎回、行きはスターバックスで予習、
帰りは居酒屋で復習をした。

まさか松村先生と先生の半生を語る手記のお手伝
いが出来るとは思ってもみなかった。先生と原稿の
打ち合わせの後は毎回、駿河台下の交差点にある三
省堂の下のレストランでビールを飲んだ。私の会社
の近くで昼からビールを飲めるお店はここしかな
かった。それはとても贅沢なセミナーだった。

（文責：中島正雄）



やさしくデジタル 年 月号2016 12

2014年10月24日、晴天、竣工したばかりの虎ノ門ヒルズの最上階の様子

2017年マンダラ手帳 発売中！＜楽天・アマゾン・Yahoo!ショッピング店でどうぞ＞

2014年10月24日虎ノ門ヒルズの最上階から見た空 アンダーズ 東京のホテル52階のバンケットルーム

太田総合法律事務所・弁護士の太田勝久先生 長男 剛志・筆者・妻 昌子

私が会長になった報告と新社長のお披露目するパーティーにお集まりいただいた方々と記念撮影
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⑫

松
村
寧
雄

松村寧雄（まつむら やすお）
1939年東京上野生まれ、早稲田大学法学部を卒業後、日本オリベッティに入社。1979年に経営コンサルタント
として独立し、株式会社クローバ経営研究所を千葉に設立、同年「中心核を持つ３×３の９マス」マトリックス
「マンダラチャート」 、30年のロングセラー商品「マンダラ手帳」を開発。（題字は筆者）

毎月、東京駅前・丸ビルでマンダラシリーズセミナー開催中です。（詳細は→http://www.myhou.co.jp/ )

一

切

は

空

この連載をはじめてから、中学生のころに覚えた与謝野鉄幹の「人を恋うる歌」を思
い出すことがよくあります。

妻を めとらば 才たけて みめ美わしく情けある友をえらばば書を読みて 六分の侠気 四分の熱

この詩を現代風に言いかえると、妻にするなら才能があって、賢くって、美人で、
見かけがよくって、人情に厚いタイプがいい。友達を作るとしたら、読書が好きで、
６割くらいは義理人情を重んじ、あとの４割は情熱があるような、そんなタイプがい
いという具合でしょうか。

私の人生は、この詩のように人に恵まれていました。私が４０歳までお世話になっ
た日本オリベッティ社にコンサルタントに来ていた西順一郎氏と出会ったおかげで、
独立後、ＭＹ法が誕生し、ソーテック社から書籍を出版することも出来ました。

その本を見て「経営に活きる仏教システム」を自社の経営に活用してくれたＴＤＫ
の素野福次郎氏との出会いが、その後の大きな発展につながりました。馬里邑（マリ
ムラ）・武道社長は、マンダラ手帳を開発するきっかけをくれました。デイリーフー
ズコーポレーション・高見澤正氏は、日本経営合理化協会のセミナーで私に興味を持
ち、経営者のメンバー方々が発展に協力してくれました。このことは、私にとってす
ごい自信になりました。

札幌の太田総合法律事務所・弁護士の太田勝久先生は、私のセミナーに東京まで、
何回も奥様と一緒に熱心に受講してくれました。そして、北海道地区にマンダラ手帳
を広め、マンダラチャート学会の設立と発展に現在も尽力いただきました。

他にも全国各地の勉強熱心な経営者の方々に私は恵まれました。みなさまに共通し
て言えることは、本物の経営者は名前やタイトルに左右されることなく本質を見抜く
力があるということです。

これからのクローバ経営研究所は、これまで通りの勉強熱心な経営者に加えて「マ
ンダラチャート認定講師制度」で生まれる認定講師のみなさまが発展していってくれ
ると思います。

私が現在住んでいる東京都港区の虎ノ門周辺は、２回目の東京オリンピックに向け
再開発が進んでいます。わが社の成長期にセミナー会場として利用していた虎ノ門パ
ストラルのビルは取り壊され、代わりに地上52階の虎ノ門ヒルズがそびえ立ちました。

2014年10月24日、雲ひとつない晴天の日、竣工したばかりの虎ノ門ヒルズの最上
階にあるバンケットルームで、私を支えてくれた全国の経営者の方やお世話になった
方々にお集まりいただき、私は会長になった報告と新社長のお披露目するパーティー
を行いました。

私は、今まで前に進むことしか考えていなかったように思います。おかげさまで、
この連載を通じて、自分の人生を振り返る時間を持つことができました。最後に明確
に言えることは、この世の全てのものは実態がありません。自分の関わり合いで全て
が出現するようになっています。一切は空なのです。（終わり）
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西研マイツール経営教室セミナーの様子

西順一郎先生から直接指導を受けます。

みんなで見て人気投票、そして西先生の解説。

集合写真です。

居酒屋でＰＣを広げる金子さん。

受講生は壁に向かって座るのが西式です。

１日目は名簿作成。課題を印刷して貼り出します。

講義、スケジュールは公私混同で入れるのがいい。

セミナー会場のエレベータホールで早くもＰＣを広げだす。
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西研マイツール経営教室セミナーの感想文

ソート
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編集後記 クリスマスイブの夜、毎週土曜日だけ開いている地元のバーに行きカウンターに座ると「ダイ
ハードはクリスマスに観る映画だよ!」という会話が聞こえてきました。私は知らなかったので
300円払ってiPadにダウンロードしてその映画を見ました。内容も楽しめたけど最後のエンド
ロールがよかった。なるほどバックに流れる音楽がお洒落なクリスマスでした。小澤さんのア
イディアではじまった一年がかりの「私の履歴書」コーナー、私の尊敬する井辻栄輔氏からは
じまって、２人目のマンダラ手帳開発者の松村寧雄先生が終わり感動しています。エエンド
ロールは、後藤さんから届いた大好物の八街の落花生と豊福さんから届いた山口県の五橋、Ｂ
ＧＭはアコースティック・ギターのゴンチチかな。ありがとうございました。先日、高野山に
ロケハンに行ってきました。外国人が多かったな〜。2020年までになんかしたいね〜。
さてこの新聞、来月から少しリニューアルをします。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
やさしくデジタル！（中島正雄）

LINEスタンプ好評発売中！

ゆっくり、ゆったり

空海を訪ねる高野山の旅
2017年 3/12(日)～14(火) 現地発着の２泊３日 旅行費98,000円（税込）

企画・手配：有限会社ベルテンポ・トラベル・アンドコンサルタンツ
http://beltempo-travel.biz/

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１６－２０ 小西ビル２階 東京都知事登録旅行業 第3-4744号 総合旅行業務取扱管理者 高萩徳宗・大類由紀子

空海が開いた気の高い高野山に行って、静かに、ゆっくり、そして、ゆったりと色んなことを考えてみるのはいかがでしょう
か？今回は高野山でしか経験できないメニューを用意いたしました。宿坊に宿泊して精進料理をいただき、瞑想、朝の勤行、写
経、そして、人生とビジネスを豊かにするお話しを高野山でマンダラ手帳の開発者・松村寧雄先生にお越しいただき講話してい
ただきます。このツアーでは、人生のこと仕事のことをゆっくり考える時間をご提供いたします。

TEL . 03-3556-1477
[ HP ] http://www.computerlib.jp/kukai/ 

コンピュータリブ
中島まで

宿泊は宿坊です 食事の様子 おいしい朝食 伝統精進料理

根本大塔

金剛峯寺

奥の院ナイトツアー写経

松村寧雄先生の講話

毘沙門天・護摩炊き朝の勤行 阿字観・瞑想

ご相談
お申し込み
お問い合わせ

＜ このツアー（セミナー）で学べること＞
１．なぜ、高野山に外国人観光客が多いのか？（現地の外国人への対応）
２．仏教・マンダラの知恵を経営に活かす方法（松村寧雄先生講義）
３．般若心経の解説（瞑想・写経体験）
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