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NO 53 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

TEL 048－261－3412

■千葉 支店■

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル TEL 043－243－6110

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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/

（公益社団法人）

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）

http://www.moralogy.jp/

モラロジー研究所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 協 賛 応 援 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（公益財団法人）

アイメイト協会（盲導犬育成）

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

はやてレスリングプロダクション ＤＲＥＡＭＥＲＳ
2012 年（平成 24 年） 9 月 22 日（土）
WRESTLING DREAMERS

～SEPTEMBER

http://www.eyemate.org/

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 12：00 試合開始 12：30
STORM～

皆さまは埼玉県深谷市が生んだ実業家、日本資本主義の父と呼ば
れている『渋澤栄一翁』をご存じでしょうか？
第一国立銀行の設立を初め、東京ガスや東京海上保険、帝国ホテ
ル、東京証券取引所、キリンビールほか病院や大学など 500 以上の
設立や経営に関わり、現代日本の発展に大変尽力された方です。
先日、その玄孫に当たる『渋澤健』さんとお会いしました。
お話の中で経済は、30 年周期で繁栄と破壊を繰り返すとおしゃって
いました。1870-1900 年は破壊の周期（明治維新）、1900-1930 年は繁栄（大戦景気）、1930-1960 年は破
壊（敗戦）、1960-1990 は繁栄（高度成長）、そして 1990-2020 年は破壊（バブル崩壊・リーマンショック）の
周期であり、繁栄まではあと 8 年程あります。破壊の周期は人間が睡眠をとっている時と同じ状態であり、
英気を養う大切な時期であるということです。不況だ不景気だと悲観することなく、繁栄の周期に向けしっ
かりと体力を温存し力を蓄える時期ですので、しっかりとした土台を誠実な経営で造っておきましょう。
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㈱スポットライフ

鎌形 俊裕

様

鎌ちゃんは、千葉東法人会青年部会で知り合い、現在はモラロジー学習を共に行う仲間です。
顔つきが怖く、始めはなるべく近寄らないようにしていましたが、やたら懐いてくるので現在は子分として
可愛がっています。資材置場倉庫へ防犯カメラを導入してもらっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高校中退後は川鉄電設（現在の JFE）の下請協力会社に勤めて
いましたが、28 歳の時にその会社が倒産。その後は 1 人親方とし
て色々な電気工事を来るものを拒まず何となく請負っていました。
そのうちに大型商業施設内テナントの電気工事を請負うようにな
り、忙しさから社員も 3～4 名と増えていきます。忙しさと引き換え
にお金は溜まり、金を稼ぐことが成功者であるものと勘違いし、
どんどん拝金主義に陥っていきました。
『調子に乗っていた。』と本人は語ります。
しかし、リーマンショックを皮切りに、引合いは来るけれど単価がどんどん安くなり、めちゃくちゃな金額に
なっていきます。1 月からゴールデンウイークまでの間、1 日も休まず昼も夜も工事を行ったこともあります。
家に帰れず、空調機械室に段ボールをひいて仮眠したこと・・・。仕事をこなしてもこなしても利益に繋がら
ない日々・・・。これでもかという取引先からの執拗なパワハラ・・・。
仕事のためと我慢しながら取引先と付き合ってきましたが、とうとう体の限界と精神的不安定から『うつ病』
になってしまいます。
現場に出れば仕事のやり方がわからなくなり、家に帰ってくれば「自分はダメな奴」という気持ちから涙が
溢れて止まらなくなり、焦り、不眠、自分を責める日が続きました。
社員たちに、『オレ、おかしくなっちゃって会社をたたむかも知れないから辞めても良いよ』と話しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それから 2 年ほどは現場に出ることができず、病院にも通いましたが一向に上向く様子がありません。
藁をもすがる思いで御嶽山のお寺に行った際、先祖や親を大切にする道徳心を教わりスーッと心が落ち
着いたそうです。また、奥様から「会社を畳んだら勤めに出なければならないから高校卒業の資格ぐらい
は取なさい」と促され、通信制の学校へ行き高卒の資格を無事取得することができました。
以前は、うつ病になる奴なんて精神力が弱いからとか甘えているからと思っていたそうですが、実際に自
分がなり、また通信制の子たちもそういう子が多く、今ではその人たちの気持ちが十二分に理解できます。
現在はすっかり完治し、当時の社員たちは 1 人も辞めずに付いてきてくれています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社名の由来は、スポットライトと人生のライフをかけています。「人生の一隅を照らす」という意味。
現在は、LED 化やエアコン工事、地デジアンテナ工事等さまざまな
業務を請負っています。これからはお客様の顔が直接見える一般
家庭にも力を入れ、町の電気工事屋として地域に貢献できる企業
でありたいと願っています。
自分が育った地域への恩返し、一緒に頑張ってくれた社員たち、
温かく見守ってくれた家族の幸せのために頑張って行く所存です。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
株式会社スポットライフ

鎌形俊裕様

千葉県千葉市若葉区桜木北 3-16-10

昭和 44 年 4 月 千葉市生まれ

電話 043-234-0400

趣味

FAX 043-234-0411

http://spotlife.co.jp
Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

読書・以前はサーフィン（プロ級）

第 1 種電気工事士・1 級電気工事施工管理技士
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「エジソンの思考」

１９１４年１２月、エジソンが６７歳のときのことです。災難が彼を襲います。
ウエスト・オレンジにあった研究施設が火事になってしまったのです。
連絡を聞いて駆けつけ、実験道具や資料など重要な物を持ち出そうと陣頭指揮を執りましたが、
時すでに遅し。施設はすべて焼け落ち、当時の金額で５００万ドル近い損害を被ってしまいました。
目の前で、いままで自分が築いてきたものがすべて燃える光景を眺めながら、エジソンがしたこと。
それは家族を呼び、こう告げることでした。
「こんなに大きな花火大会はまず見られない。とにかく楽しめ」
そして集まった記者たちに、
「自分はまだ６７歳でしかない。明日からさっそくゼロからやり直すつもりだ。いままで以上に立派な研究
施設をつくればいいのだ。意気消沈している暇はない」と、平然と言ってのけたのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エジソンは、常識だけでなく、時間という概念に縛られることもたいへん嫌っていました。
普通、我々は「１日２４時間」という時間の中で生活しています。
しかしエジソンに言わせれば、１日が２４時間であるというのは、人間が人工的につくったもの。
自分が時間の主人公になれば、１日を３６時間でも４８時間でも、自分の好きなように使えるはずだ、
というのです。
エジソンの工場の壁には、長針も短針もない大きな時計が掛けられていました。
ある日、友人の自動車王フォードが
「針がなければ、時計の意味がないのでは？」と訊ねると、
「そうじやない。時間というものは、自分でコントロールすべきもの。時計のような出来合いのバロメーター
に左右されているようでは何もできない。疲れたと思えば、その場で休めばいい。仕事が完成するまでが
昼間だ。自分の体にあったリズム、これを自分でコントロールすることが大切だ」
と答えたといいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
驚異的なひらめきをつかんで形にし、「天才」と賞されることの多いエジソンです
が、決して努力を軽んじていたわけではなく、むしろその逆でした。
世界中から寄せられる「どうすれば成功できるか？」という問いに、エジソンは、
「野心、常識にとらわれない創造力、昼夜を問わず働く意志」
の３要素を挙げています。
１日１８時間は働くことにしていたといいますから、人の２、３倍は濃密な仕事人
生を歩んできた自負があったのでしょう。
ですから、エジソンにとっては「まだ６７歳」。
まだまだ大きな仕事をするのには十分な時間がある、という発想だったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それどころか、
「肉体は魂の仮の宿り木。滅びれば次の宿り先に移動する」
という死生観を持ち、それを証明するための実験を重ねていたくらいですから、
「死」という概念すら超え、次なる成功に野心を燃やしていたのです。
すべての常識を超えて自分で新しい未来を見据え、創造力を発揮して目の前の「壁」を超える。
天才とはいえ、その裏に、常に前向きに歩みつづけようとする強い意志とひたむきな努力があったことは、
言うまでもないのです。
記事提供 到知出版社
トーマス・アルバ・エジソン（１８４７年～１９３１年：アメリカの発明家・実業家）
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ゴミの不法投棄

■発生日時

平成 23 年 7 月 19 日（水） 04 時 14 分ごろ

■発生場所

埼玉県熊谷市

■事案内容
道路に面したマンションゴミ置場へ外部の者が勝手にゴミを投棄したもの。
ゴミの内容は、鉢植え 4 鉢。開店祝いのような鉢植えであった。
シルバー色のワゴン車で現れた 2 名は男女 1 名ずつで、店舗用ユニフォームと見られる同じような白地
の入った黒色のＴシャッツを着ていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■対応策
道路側が全くのオープン構造のため、チェーンを 1 本張るだけで若干の威嚇効果が期待できます。
また、自治体によっては証明写真等があれば自治体の費用で処分をしてくれるところが多いので同被
害があった場合はまず相談なさって下さい。

プロ太の小話集

NO53

『捕虜』

ついに日本と中国の戦争が勃発した。
開始一週間で、日本は圧倒的な戦力で中国人の兵士 20 万人を捕虜とした。
それから一週間後、さらに 50 万人の兵士を捕虜とした。
日本は中国に通告した。「降伏せよ！」
中国から返答があった
「降伏せよ！さもなくば来週中に少なくとも 1000 万人の捕虜を送り込む・・・。」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？これは指名手配の写真ではありません。
今回、辛い経験を包み隠さず話してくれた鎌ちゃん。
普段はこんな顔で筋者のようにとても威圧感があります。
まだまだ暑い日が続きますが、このページを表に置いておくと魔除け・厄除けになり
ますので是非お試し下さい。実際は優しく、正直者でとても信頼ができる男です。
どうか不器用ですが、仕事は確実なスポットライフの応援を宜しくお願いいたします。
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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