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2012 年 （平成 24 年） 4 月 28 日（土）

NO 49 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） 5 月 26 日（土）

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19：00

WRESTLING DREAMERS

2012 ～THE 3ｒｄ MISSION～

マヤ歴では 2012 年 12 月 21 日は「終末論」であり、人類滅亡や地球滅亡等、映画
をはじめ不安をあおるメディアが多く見受けられます。
太陽フレアの異常な働きにより地球に害を与えるという説もありますが、地球は太
陽という偉大な物体（神）によって生かし生かされているのであり、生命の源であ
る太陽自体がおかしくなれば人類はもうどうすることもできません。
自然の恵みのありがたさを忘れ、あるのが当たり前のようになっていた昨今です
が、日本人は昨年の東日本大震災により被災者の方々には大変申し訳ありませんが、当たり前のありが
たさを世界一確信できた民族です。
今は消費税の法案に時間をかける時期ではなく、復旧復興に全力を尽くせる性格がものすごくセッカチな
総理大臣が今の時代に求められています。
しがらみや既得権者たちに左右されない新たなリーダーが生まれる予感がします。
「終末論」と悲観的に考えるのではなく、これから新しく始まる「新生論」の時代となることに期待します。

代表取締役
Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

木戸
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良樹

Ｋ－ＰＵＲＯ社是

：

お客様の満足度

道徳経済一体型思想

お客様紹介 医療法人社団庚辰会 西内クリニック 西内 徹 様
西内先生は、モラロジー学習を共に勉強し、人生をより良く生きようと日々研鑚する仲間です。
医院の機械警備をはじめ待合室へ防犯カメラを導入していただいています。
大切なお客様であり、また良き兄のような存在です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西内先生が医師になろうと思われたのは小学校 4 年生のころ。
祖父母が続いて逝去されたことで医師になるという将来の目標が
明確になります。大学時代に形成外科を第一選択され、その後、
皮膚科を選択し、皮膚ガンの研究をされました。
千葉大学を卒業後、数々の病院で研修医として経験を積まれ、
平成 10 年 5 月に西内クリニックを開業。
その後、平成 12 年に法人化します。
庚辰会（かのえたつかい）の由来は、その年の干支から命名。
庚（かのえ）は、更（あらた）まる・今までのものを継続し、新しいものを生み出すという意味。
また辰（たつ）は、理想に向けて一歩一歩進んでいくさまを表します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法人化した時に実妹の藤倉さんを事務長として呼び、西内先生は診察
に専念、事務長は院内の管理体制を受持ち役割分担を明確にします。
藤倉事務長は、院長の指針に沿った医院づくりを率先垂範され、危機
管理対応マニュアルの徹底や自主改良したモップでのこまめな清掃を
はじめ、さまざまな年齢層の患者さんへの目配り、気配りに常に注意を
はらいます。事務スペースに椅子はなく、職員の方は立ちながらの仕
事をテキパキとこなし、身だしなみや立ち振る舞いも凛としています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西内先生に他院との差別化は？という質問に対し、『差別化ということは特に考えになく、困った患者さん
の手助けを行うのが医師の務めであり、かゆいところに手が届くよう 1 人 1 人の患者さんと真剣に向き合
うことを心掛けています。最善の治療を提供することによりお互いに信頼関係が生まれ、また完治した際
の感謝の言葉が一番の喜びであり、それによりこの仕事を天職と感じることができます。』と言われます。
患者さんのため、常に真摯に前向きに取組まれている西内先生に出会えたことが私の大切な財産です。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
医療法人社団庚辰会

西内クリニック

千葉県船橋市高根台 1-2 プラザ街 2F

電話 047-490-3115
新京成電鉄高根公団駅前

『診察科目』

皮膚科・形成外科

『診察日』

月・水～土 10 時～13 時：15 時～19 時

『人間尊重』

心のかよった医療サービスの提供を通じて自他の幸福実現を図る

『指

明るく、楽しく

針』

1 真心をこめて対応する

2 安全かつ効率的に行動する

4 常に考え、すすんで学ぶ

5 快適な医療空間を提供する

『休診日』 火・日・祝

3 自分の仕事に責任を持つ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西内 徹 院長

昭和 37 年 11 月 30 日生

東京都港区出身

昭和 63 年 3 月

千葉大学医学部卒業

昭和 63 年 5 月

平成 2 年 4 月

成田赤十字病院皮膚科

平成 3 年 4 月

昭和大学藤が丘病院形成外科

平成 4 年 4 月

千葉大学附属病院皮膚科

平成 6 年 4 月

国保旭中央病院皮膚科

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

千葉大学附属病院皮膚科
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「鳴かぬならそれもまたよしほととぎす」

「鳴かぬなら」の第一句に、天下取りを果たした戦国時代の三人の武将が三様の第二句をつけ
た有名な「ほととぎす」の句がある。
信長は 「殺してしまえ」
といった。
秀吉は 「鳴かせてみよう」 といった。
家康は 「鳴くまで待とう」 といった。
もちろん史実ではない。
だが、三者三様の個性、やり方、
歴史的役割などをあますところなく表現して見事である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前、ある人が八百人ほどの経営者に
この「ほととぎす」の句を示し、
「あなたはどのタイプか」と質問した。
ほとんどの経営者がそれぞれ信長、秀吉、家康になぞらえて、
「自分は何々型である」と回答した。
その中でたった二人だけ、自分はどのタイプでもない、
と答えた経営者がいた。
「では、あなたならどう詠むか」とさらに質問すると、
一人はこう答えた。
「鳴かぬならそれもまたよしほととぎす」
もう一人はこう答えた。
「私は俳人ではないのでうまく詠むことはできないが、その三つのタイプには入らない」
前者が松下幸之助氏であり、後者が本田宗一郎氏である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人間は選択肢を与えられると、その枠の中に閉じこもってものごとを考えてしまいがちである。
与えられた枠、既成概念を踏み越えて発想を飛翔させることが難しい。
松下氏も本田氏もそれができたからこそ、新しい流れをつくり得たのだろう。
さて、時代はいま、いよいよ混迷の度を加え、閉塞感が色濃い。
これを突き抜け、新しい流れをつくるには何が必要か・・・。
歴史の中に、企業経営の中に、新しい流れをつくってきた人たちがいる。
そこから流れをつくり出す条件を探り、学ばなければならない。
流れをつくる。
そのためにわれわれ日本人がどのような発想に立ち、何をなすかを見定めるのは、
焦眉の急なのである。
記事提供 到知出版社
Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー
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道徳経済一体型思想

ポストへの嫌がらせ行為

■発生日時

平成 24 年 3 月末～4 月中旬

■発生場所

埼玉県さいたま市

■事案内容

同じマンションに居住するＡさん（被疑者）とＢさん（被害者）。

2 人の子供も同じ学校で同じ学年同志。3 月末から何か気に障ったのか、Ｂさんのポストへ再三の嫌
がらせを行う。犯行の全ては防犯カメラに一部始終映し出されている。
写真は投函する様子のＡさん（一部編集）
■嫌がらせの内容
①郵便物多数破損

②郵便物 1 枚破損

③吸い殻 1 本入タバコ空箱投函

④菓子パン袋投函

⑤ポスト内チラシ破損

⑥雑草の投函

⑦陶器破片および子供の文字による手紙の投函
今回のケースは「様々な刑事罰」に該当する恐れがあります。
Ａさんは、子供たちのためにも事実を認め、Ｂさんや周囲の方々に対して心から詫びを行い心を改め
てくれることを切に望みます。このような行為は誰も幸せになることはできませんよ。

プロ太の小話集

NO49

『通訳』

日本人のナカガワはニューヨークでも有数のやり手の税理士だったが、顧客の中にマフィアのボスがいた。
ある時、このボスが彼にこんな依頼をしてきた。
「日本のヤクザの男が５０万ドルを持ち逃げした。なんとかこのヤクザを捕らえたのだが、
金の隠し場所が分からず、言葉も通じないので通訳として来てくれないか」
税理士のナカガワは了承し、マフィアのアジトまで赴いた。
そこではヤクザの男が椅子に縛られていた。マフィアのボスがヤクザに怒鳴った。
「金はどこだ！ 早く言わないか！」 ナカガワはすぐに通訳した。
「そんなこと、言うわけないだろう！」 ヤクザが日本語で言った。
ナカガワはそれを英語に訳してボスに伝えた。
それを聞いたボスは拳銃を手にしてヤクザの右足を撃った。
「もう一度聞く！金はどこだ！」
「絶対に教えないぜ」 ナカガワは言葉のまま通訳した。
ボスが今度はヤクザの左足を撃った。
「これが最後のチャンスだ。これで言わないと次はお前の頭に撃ち込むからな！」
ナカガワがその言葉を訳して伝えると、さすがのヤクザも顔を歪めてこう叫んだ。
「わかった・・・。すべて話すから助けてくれ。いいか、オレの家のガレージに停めてあるクルマの中だ。
助手席の下に隠してある」 それを聞いたナカガワはこう通訳した。
「ボス、彼は今こう言いました。『死ぬのはまったく恐くない。お前など地獄に堕ちろ、さあ殺しやがれ』と。」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
ここのところ夜中にたびたびの寝返りで目が覚めてしまい、枕を換えたり高さを変えたりと色々試してみま
したがぐっすり眠れない日々が悶々と続きました。そこで枕の位置を南から北へ変えてみたところ、不思
議なくらいぐっすりと眠れるようになりました。どうやら地球の磁力線と関係があるようです。
頭寒足熱効果もあり、快眠が出来ていない方はどうぞ一度お試しあれ。
小沢さんも「無罪」判決となり、今はぐっすりと眠れていることでしょう。
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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