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2012 年 （平成 24 年） 1 月 29 日（日）

NO 46 号

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・
■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

■千葉 支店■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■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・CSP 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 設置に至るまでのメンテナンス業務の取扱い

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 所 属 加 盟 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（RID2770）川口モーニングロータリークラブ

http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/

（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/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 協 賛 応 援 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（財団法人）アイメイト（盲導犬育成）協会

http://www.eyemate.org/

はやてレスリングプロダクション ＤＲＥＡＭＥＲＳ

http://blog.livedoor.jp/wdream1/

2012 年（平成 24 年） 2 月 11 日（土）
WRESTLING DREAMERS

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 11：30 試合開始 12:30

2012 FIRST CONTACT

アイメイト体験歩行あり

今年の干支は『壬辰』（みずのえ・たつ）（じんしん）に当たります。
「壬（みずのえ）」は、「水の兄」。海洋や大河の水を象徴します。また、草木の
内部に新しい種子が生まれた状態を表しています。
「辰（たつ）」は、「振るう」意味で、陽気が動き草木が伸長する状態を表してい
ます。振動（ゆれる）を表すという説もあります。
『壬辰』に女辺を加えると「妊娠」となり、この年に子供を授かると良いといわれる所以です。
こうしてみますと、巨大な地震・津波が発生し、人の温かさが再生した昨年がまさしく『壬辰』の年に当て
はまり、もしかすると日本の干支は 1 年遅れになっているのかも知れません・・・。
来年の干支は『葵巳』（みずのと・み）（きし）の年であり、癸は陰の水、巳は陰の火で、五行思想の相剋で
は「水剋火」。火を消し止めるという意味です。
ヨーロッパの金融不安が炎上し、日本国債の金利が高騰することなく、
どうか世界の混乱が収まる年でありますように・・・。
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Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

木戸

誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔

良樹

Ｋ－ＰＵＲＯ社是

お客様紹介

：

お客様の満足度

志津歯科医院

道徳経済一体型思想

院長

金森 誠二 様

志津歯科医院は、昨年の震災により自社ビルが崩壊し、
2F にあった医院も当然診療ができなくなりました。
12 月末に新築が完成し、ようやく再開。
インテリアデザイナーである奥様の紹介で機械警備の契約
をしていただきました。
院内空間は、デザイナーである奥様の演出もあり、目に優し
い照明や壁紙等、細部にわたりとても素敵な仕上がりになっ
ています。予防医学を重視し、室内の雑菌を除去する装置も
完備。また、高齢の方に配慮しバリアフリー構造となっています。診察室はマイルス・デイビスの JAZZ が
流れ、リラックスして受診することができ、とても居心地のいい空間となっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金森先生の治療方針は、治療におけるステップを跳ばすこと
なく、とにかく１つ１つ丁寧かつスピーディに行うこと。
私は再開第 1 号の患者として現在も通院しています。
実際に治療を受けて感じたことは、通常だと麻酔後の麻痺
が 3～4 時間続きますが、金森先生の処方は麻酔の量を最
小限に抑え、初めから麻痺を感じさせず、尚かつ全く痛みが
伴うことはありませんでした。まるで魔法にかかったような処
方です。患者さんの体に負担をかけないこと・・・。これも金森先生の治療方針の一つです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
歯は噛み合わせがとても大切で重要なポイント。
ただ治せば良いという考えではなく、その人に合った形状、ベストな状態を維持で
きるよう診察します。
インプラント治療で土台がボロボロになってしまった方の治療をはじめ、遠方から
も先生の腕を頼ってみえられる患者さんも多くいらっしゃいます。
また、難病の方々を数多く診察しています。
奥様とスタッフの方いわく、「歯科医になるために生まれてきた人」であり、報酬も
安価で「志津の赤髭先生」と呼ばれています。
「腕が良い」とは金森先生のためにある言葉だと感じました。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
志津歯科医院
千葉県佐倉市上志津 1827（京成本線志津駅 2 分）
電話 043-487-8275
診療科目 一般歯科・歯周／口腔外科・矯正歯科・小児歯科・訪問診療
診療曜日

月・火・水・金・土 休診は木・日・祝日

診療時間

10 時～13 時 15 時～19 時 （土のみ 18 時）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金森誠二院長

1979 年 10 月開業

日本大学大学院 歯学研究科修了 歯学博士・日本大学講師
日本歯周病学会会誌において論文発表
1975 年 Dextranase 含有チューインガム使用によるヒトの歯苔抑制効果について
1976 年 Chlorhexidine の洗口によるヒト混合唾液中 Sialic acid 量の変動について
1976 年 Chlorhexidine 水溶液を用いた洗口によるヒト混合唾液中シアル酸の経時的変動について
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（マタギは）一人前になるまでは時間がかかるんですよ。
五年、十年なんてものじゃないです。
先輩たちの後を付いて歩いて、山を歩く技術を見て習う。
長い時間がかかるのですが、そうやって身についたものは一
生離れません。
そうすると自然と一体となれるんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すると、何でも採り過ぎず、次の世代へまた次の世代にも残すよう
な採り方ができるようになります。
それは言い詰めれば自己規制であり、足るを知る生き方です。
そこには山の神様の信仰があるわけです。
白神の山にあるものはすべて山の神様からの授かり物だと。
ですから、たくさんある場所に行って、誰も見ていないからといっ
て、
それを採り尽くすようなまねをしても神は絶対に見ていると。
きっと罰が下るから、そういうことはするなと教えられてきました。
だから、白神山地の恵みはいまも尽きることなく山の宝となっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ハンターは獲れる時はいくらでも撃つわけです。
しかも、まずそうな肉はそのへんに捨てていったりする。
マタギは自分たちが担いで帰れるぐらいのものをいただいた
ら、そこでお終いなんです。
決して欲張ることはない。
私たちマタギに撃たれた熊は心臓一撃で一瞬で死ぬんです。
だからほとんど出血はない。
どういうことかといえば、ハンターの人たちは、もしかしたら
当たるかもしれないという生半可な思いで銃を撃ちますが、
我われは熊が憎いから撃つんじゃない。
生きていくために熊が必要だから撃つのです。
熊が苦しむことなく一瞬であの世にいけるよう、
必ず一発命中で即死させられる確信がなければ撃たないわ
けです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
憎くもない動物を殺すためには鬼のような心になって、一瞬で相手を殺す。
ですから、動物を殺すたびに鬼になる。
マタギとは「又鬼」なのだと教わりました。
（記事提供 到知出版社）
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事件ファイル NO46

道徳経済一体型思想

再度頻発する自転車盗

場 所

埼玉県熊谷市

日 時

平成 24 年 1 月 8 日（日）17 時 11 分ごろ

内 容

窃盗（自転車盗）
16～25 歳・身長 160cm 程とみられる若い男が携帯電話で話しながらマンション駐輪場に到着。
一列を検索した後、一番手前の自転車を窃取し乗って行ってしまう。
被害者の方に確認したところ、自転車の鍵は家にあり、錠は掛けていたという。
錠部分のネジがゆるんでおり、手で簡単に曲げられたものと見られる。

プロ太の小話集

NO46

『泥棒の仕返し』

ある農家では、畑に忍び込んでスイカを食べてしまう奴がいるのに手を焼いていた。
いい対策はないかと知恵を絞った末、最高のアイデアを思いつき、看板を作って畑に貼り出した。
「！！警告！！この畑に、青酸カリ入りのスイカ 1 個あり」
その翌日、農夫が畑に出てスイカを確認すると、はたして 1 つも盗られていなかった。
しかし、看板には次の文句が書き加えられていた。
「2 個になったぞ」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
先日、ご縁があって『三遊亭亜郎』（さんゆうていあろう）さんのミュージカル落語を拝見しました。
ミュージカルと落語を結びつけたのは世界初だそうで、劇団四季出
身の異色の落語家です。
当日は十八番の「一口弁当」を披露。
貧乏でいじめられていた少年がある老人の特訓を受けながら立派に
成長していく話ですが、少年と老人が実際にそこにいるような臨場感
を表現され、とても感動するお話でした。全国を日々飛び回る同年代
の亜郎師匠の命がけで頑張っている姿を見てこちらも元気をもらうこ
とができました。亜郎師匠、またお会いしましょう！
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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