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■社

名■

株式会社 ケイプロ

http://www.k-puro.co.jp

■屋

号■

都市防犯プランニング社

e-mail info@k-puro.co.jp

■本

社■

埼玉県川口市芝塚原 2－3－11 エステートミア

TEL 048－261－3412

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル

TEL 043－243－6110
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■機械警備事業

弊社独自のセキュリティプランニングにＳＥＣＯＭ・ＡＬＳＯＫのインフラを使用

■防犯カメラ事業

周辺環境・建物構造・人的要因・犯罪データを分析し有効かつ適正な位置へ設置

■総合メンテナンス事業

消防設備点検・工事から AED 設置に至るまで全てのメンテナンス業務の取扱い
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http://blog.goo.ne.jp/morning_2770

（NPO 法人）さいたま起業家協議会

http://www.saitama-kk.org/

（社団法人）千葉東法人会青年部

http://www.chibahojin.jp/

（社団法人）倫理研究所千葉市中央区倫理法人会

http://www.rinri-chiba.org/

（内閣府認証 NPO 法人）日本危機管理学総妍

http://www.kikikanri.jp/gathering.html/

（公益財団法人）モラロジー研究所

http://www.moralogy.jp/
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（財団法人）アイメイト（盲導犬育成）協会

http://www.eyemate.org/
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http://blog.livedoor.jp/wdream1/

2011 年（平成 23 年） 2 月 6 日（日）

WRESTLING

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 12：00 試合開始 12:30

ご

DREAMERS

6 人タッグトーナネント戦

VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映

挨

拶

この間正月だったのに、もう 1 年が過ぎようとしています。
年齢を重ねるほど月日が経つのが早く感じますが、皆さんはいかがでしょうか？
論語普及会の伊興田覚先生が日本陽明学者の中江藤樹先生が残された
『当下一念（とうかいちねん）』という言葉を紹介されていました。
先というのは分からないもので、夕べまで元気だった人が交通事故に遭い、今朝はもういないということも
あります。ですから人間は、一瞬、一瞬が終わりという自覚を持って真剣に生きることが大切です。
一瞬、一瞬をよき形で終わることができれば、次の一瞬がよき始まりになるのです。
自分のいまいる場で最後まで全力を尽くすことが、新しい道が開けてくる一番の大本になります。
いまの一念、これを続けることが大切です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
成功される方の共通点っていうのは、こういった心の持ち方を意識もせず、自然に実践されているように
思います。K-PURO の来年の年度目標は『当下一念』にします。
今年も本当にお世話になりありがとうございました。どうか良いお年をお迎え下さい。
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R’s Factory （鈑金塗装・整備）

代表

若梅 啓之 様

若梅は同じ中学校の同窓生で、現在は経営する自動車整備工場の
機械警備の契約をしています。
中学・高校当時は、町一番のイケ面で、羨ましいくらい女の子にもて
ていました。
いつも笑顔を絶やさず、さっぱりとした性格から男友達からの信頼も
大変厚く、誰もが彼のことに好意を持ち、また認める存在でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
千葉工業高校を卒業後に地元の草刈自動車に入社し、最後は工場長として 14 年間勤務。
その後、千葉市の光陽オートで 3 年間勤務した後に独立。
平成 14 年 6 月に「アールズファクトリー」を立ち上げます。
父親がタイル業を営む後ろ姿を見て育ち、小さいころからいつかは自分も独立すると決めてようです。
R’s Factory の社名の由来は、R がたくさん集まった Factory（工場）という意味です。
■Repeir（リペア）修理

■Reasonabie（リーズナブル）安い

■Remember（リメンバー）思い出す

■Repeat（リピート）戻る

この４つの R が複合された意味です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在はトヨタカローラやネッツトヨタの指定修理工場の認定を取得し、6 割くらいはそこからの依頼が占め
ています。
2007 年に飲酒運転の厳罰化による法改正が強化されてから、極端に鈑金の量が減ったそうです。
いかに飲酒運転で事故を起こしていたかがわかりますね。
27 年間、鈑金塗装・修理一筋できた腕前はプロとして確かなものであり、価格も非常に良心的で安心して
いただけます。皆さまも機会があれば是非アールズファクトリーをご利用下さい。 お勧め度★★★★★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
R‘s

Factory

〒290-0177

千葉県市原市荻作 590-46

今月の日本語講座

TEL・FAX

0436-75-3175

～腹が据わる～

～物事に動揺しなくなる。度胸が据わる～
～8 千メートル峰に酸素ボンベなしで挑戦を続ける登山家・小西浩文氏から抜粋～
絶対的な窮地に追い込まれても必ず生きて帰るんだ、という諦めない心の力（腹力・はらぢから）が鍵を
握ると思っています。
日本には古来『腹力』という概念がありました。日本では「腹」といえばへその下を指します。腹部にぐっと
力を入れても力の及ばない部分、女性では子宮周辺、ヨガや禅で丹田と呼ばれ、精神力の源とされる部
分です。日本人は帯を腹圧がかかるように締めることで、精神力、つまり「腹力」が高まることを知ってい
たのです。武士道で切腹とは、心の置場所である「腹」を断つことを以って侍の死と定義していました。
「腹」というのは、要は度胸、度量も含めた精神力のことです。
力を抜いて心を「腹」に静かに収めて気を出すことです。
現代人の呼吸は、非常に浅くなっています。
小刻みな浅い呼吸というのは、ちょっとしたことでも心が動揺しやすく、疲れやすいのです。
良い呼吸をするポイントは息を「吐き切る」ことにあります。
新しい酸素を取り入れるためには身体の中の古い空気、つまり「邪気」を出し切る必要があります。
普段から「腹力」を意識すれば、日常においても迷いやためらいが消え、気力が充実し、人生の困難にも
真正面から立ち向かえるようになります。
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大畑 誠也 （九州ルーテル学院大学客員教授

私が考える教育の究極の目的は「親に感謝、親を大切にする」です。
高校生の多くはいままで自分一人の力で生きてきたように思っている。
親が苦労して育ててくれたことを知らないんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これは天草東高時代から継続して行ったことですが、このことを教えるのに一番ふさわしい機会として、
私は卒業式の日を選びました。
式の後、三年生と保護者を全員視聴覚室に集めて、私が最後の授業をするんです。
そのためにはまず形から整えなくちゃいかんということで、後ろに立っている保護者を生徒の席に座ら
せ、生徒をその横に正座させる。そして全員に目を瞑らせてからこう話を切り出します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「いままで、お父さん、お母さんにいろんなことをしてもらったり、心配をかけたりしただろう。
それを思い出してみろ。
交通事故に遭って入院した者もいれば、親子喧嘩をしたり、
こんな飯は食えんとお母さんの弁当に文句を言った者もおる…」
そういう話をしているうちに涙を流す者が出てきます。
「おまえたちを高校へ行かせるために、ご両親は一所懸命働いて、その金ばたくさん使いなさったぞ。
そういうことを考えたことがあったか。
学校の先生にお世話になりましたと言う前に、まず親に感謝しろ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして
「心の底から親に迷惑を掛けた、苦労を掛けたと思う者は、
いま、お父さんお母さんが隣におられるから、その手ば握ってみろ」と言うわけです。
すると一人、二人と繋いでいって、最後には全員が手を繋ぐ。
私はそれを確認した上で、こう声を張り上げます。
「その手がねぇ！ 十八年間おまえたちを育ててきた手だ。分かるか。……親の手をね、
これまで握ったことがあったか？おまえたちが生まれた頃は、柔らかい手をしておられた。
いま、ゴツゴツとした手をしておられるのは、おまえたちを育てるために大変な苦労してこられたから
たい。それを忘れるな」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その上でさらに
「十八年間振り返って、親に本当にすまんかった、心から感謝すると
思う者は、いま一度強く手を握れ」
と言うと、あちこちから嗚咽が聞こえてくる。
私は
「よし、目を開けろ。分かったや？私が教えたかったのはここたい。
親に感謝、親を大切にする授業、終わり」
と言って部屋を出ていく。
振り返ると親と子が抱き合って涙を流しているんです。
【記事提供 到知出版社】
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強制わいせつ行為

■日時
■場所
■内容

平成 22 年 12 月 13 日（月）01 時 22 分ごろ
千葉県松戸市
マンション居住者の女性が深夜に帰宅したところ、マンション内に入ったエントランスホール付
近において後を着けてきた知らない男がいきなり下半身を露出させた疑い。
その 1 分後に階段通用口から逃走した。
犯人は 10 メートルほど後方を着けてきており、被害者女性がオートロックを開けた 2 秒後に
続けてすんなり建物内に侵入したもの。
被害者女性は携帯電話を見ながら帰宅しており、後を着けられているのを全く気がついていな
かった模様。
■対応策
深夜の場合は、タクシーを利用するか家の方に迎えに来てもらう。
徒歩の際は、必ず後方にも注意を払う。
五感を働かせるために携帯電話や音楽プレーヤーは使用しない。
■犯人逮捕にご協力下さい。
年齢 25～40 歳程度・身長 175cm 程度・やせ形・頭髪の長さ普通ややくせ毛あり
縁なしメガネ・黒ブルゾン・ブルージーンズ・白スポーツシューズ

プロ太の小話集

NO 33

老人が遊歩道のベンチに座っていると、ツンツンモヒカンヘアーの若者がやってきて老人の隣りに座った。
若者の髪は黄・緑・オレンジ・紫色に染められ、目の周りは黒く縁取られている。
老人は彼をじ～っと見つめた。
若者は言った。
「なんだよぉ、じーさん。
あんたはこれまでの人生でワイルドなことをやったことねーのかよ？」
老人は答えた。
「いんや、あるぞよ。前にわしは酔っ払った勢いでオウムとしちまったことがあるんじゃ。
それで、さっきから思うとるんじゃ、お前さんがわしの息子なんじゃなかろうかとのぉ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
痴漢等のわいせつ行為が毎日のように新聞の地域欄に掲載される今日このごろ。
仕事柄、自転車盗難に次ぐ被害事案としてわいせつ行為を目の当たりにします。
季節を問わず見受けられ、幼児を含む子どもから大人の女性にまで被害が及んでいます。
世知辛い世の中になりましたが、このような事案があちらこちらで頻繁に起きていることをご理解いただき、
K-PURO NEWS をご覧になられた方は、決してこのような事件に巻き込まれることなく、また自衛に繋がり
ますようお祈り申し上げます。
注：プロ太とは、写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗）
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