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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・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

メンテナンス事業

消防設備点検工事から AED 斡旋に至るまでのメンテナンス業務の取扱い
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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

千葉市中央区倫理法人会

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

NPO 法人

日本危機管理学総妍
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3 月 23 日（土） 新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ

開場 18：00 試合開始 19：00

http://www.volvo-tohoauto.co.jp/
THE ALL-NEW VOLVO V40 DEBUT

川口モーニングロータリークラブでは、毎年近隣の小学校 2 校に訪問し、
福祉体験授業のお手伝いをしています。
授業の内容は、アイメイト（盲導犬）体験、車椅子体験、会員僧侶によ
る法話の 3 本立てです。
この活動は、子どもたちが体の不自由な方の体験を通じて、その手助
けや声掛けができるようになってもらえたらという趣旨で行っています。
昨今、いじめ問題が連日マスコミで報道されています。
子どもたちに、「この学年ではいじめはありませんか？」と問いかけてみたところ、「あります。」と答えた生
徒はさすがにいませんでしたが、いじめられている子の顔は瞬時に目が合いわかりました。
その子の顔が「助けて！」と訴えているようだったのです。（多分）
この福祉体験授業を通じて、体の不自由な方の気持ちを理解してもらうと同時に、友だちや相手の気持
ちを考えられる子になり、いじめのないクラスになってもらえれば幸いです。

代表取締役
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お客様紹介

：

お客様の満足度

プルデンシャル生命保険㈱

道徳経済一体型思想

部長

佐々木高冶 様

佐々木さんは、モラロジービジネスクラブで月 2 回、道徳経済一体型思想を学ぶ良き仲間です。
考え方や生き方に共感する部分が多々あり、なぜか馬が合い、人として尊敬できる兄のような存在です。
ご自身のお客様のセキュリティシステムのご紹介をして下さっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
佐々木さんは大阪で育ち、中学から大学までハンドボール部
に所属、いつも今一歩のところで優勝を逃してしまうようなチ
ームばかりでした。
京都産業大学を卒業後、医療機器メーカーのニプロに入社。
その時に、東関東支社（千葉市）に配属になり、以降、千葉に
住むようになりました。
その後、医療機器卸し会社に転職。1993 年 29 才の時、プル
デンシャル生命からリクルートされます。
大学生時代に父親が死去した際、母親は保険金を受け取る
ことができ、大変助けられた経験や人に役立つ仕事がしたいという思い、そして、一番の後押しは、日本
の生命保険業界を変えたいという日本法人創業者の坂口社長の熱い想いからプルデンシャル生命の門
を叩きました。
坂口社長は、米国留学中に日本人で初めてアクチュアリー（保険数理の専門家）という資格をとり、米国
でご活躍され、1987 年 43 才でプルデンシャル生命を創業。（2002 年 58 才逝去）
新人研修は坂口社長自らが 4 日間務められました。
その時の情熱は今でも鮮明に心と体に浸み込み、研修中は体の身震いを抑えられなかったそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
佐々木さんの営業スタイルは、自分の成績よりも、お客様、まず相手のために動くことです。
前職の経験や紹介からドクターや開業医の方の契約者が 6～7 割を占めますが、場所や機材、資金繰り
や人材募集、お客様が悩んでいることについて、相談に乗ったり、情報を提供しています。
ここまでくると開業コンサルタントとして一つの仕事が成り立ちますが、これは全く奉仕活動の一つ。
真似しようと思っても、知識と経験がないと決してできることではありません。
そのため、社会保険や所得税を始めとする税金関係、相続、不動産、金融といった幅広い分野を日々勉
強され、様々な知識を鎧のように身に付けています。
人としての在り方や心遣い、人間学の学習もその中の一つなのです。
決して保険の押し売りすることはありません。お客様の年齢や家族構成、仕事のスタイルに合わせ、一番
最適と思われるプランを提案し、心から納得してもらい、初めて契約に至ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
佐々木さんは現在 50 才。規定ではあと 10 年で定年を迎えます。（以後 1 年更新）
20 年もこの仕事をやっているとお客様も自分も成長してきます。
お客様のお子さんが新たに契約者になられたり、紹介を通じて人と人とが繋がっていくという醍醐味。
万が一の際はご家族に保険金をお届けするという責任、そして坂口社長に植付けられた情熱を今でも失
わず日々活動されています。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
プルデンシャル生命保険株式会社千葉支社
TEL 043-350-3121
mail

FAX 043-296-7501

佐々木 高冶 （ささき こうじ）
昭和 37 年 8 月生まれ 大阪府淀川区出身

koji.sasaki@prudential.co.jp
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今月の良い話
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小久保裕紀（元福岡ソフトバンクホークス選手）

現役を終えた僕がいまいろいろなお話をいただいているのは、
野球一筋にやってきたからだと思っているんです。
野球という道を極めようとしたことが自分の生きる道に繋がりました。
野球が野球道へと繋がったように一つを極めることは自分の財産になる、ということですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いま若い人は定職に就かず、いろいろなことを体験して自分に合うものを見
つけようとする傾向がありますが、それは違うと思います。
いま目の前にあることこそが天職で、そこに百％時間を使って取り組まない
限り、その先の人生で花を咲かせることはできないんです。
ちょっと囓ったくらいでは仕事の本質は絶対に分かりません。
どんな小さな仕事であっても、それを天職と自分で思って全身全霊をかけ
てぶつかり、目の前の課題を一個一個クリアする中で次の展開が見えてく
る。
僕の座右の銘である「この一瞬に生きる」は
そこに繋がってくると思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
王監督からは
「二度とないこの一球という意識を強く持て」と教わりました。
同じ一球でもなんとなく見逃すのと確信を持って見送るのは大変な違いです。
ただ、野球は勝負なのでこの言葉がピンと響くんですが、ユニホームを脱いだ後は、
よほど強く意識しない限り、一瞬一瞬の勝負がなくなってしまう。
だからこれからは、講演でも取材でも野球教室でも、すべての仕事を試合と考えて全身全霊で打ち込もう
と思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それに一つ加えるとしたら、プロ野球でもなんの世界でも「思い」の強さ
はとても大事だと思います。
プロに入ったことで夢を叶えたと考えるような選手はやはり育たないです
ね。僕の場合は「絶対にレギュラーになる。絶対に名を残してやる」とい
う思いが半端でないくらいありました。
だからこそプラスになると思うものはなんでも吸収してきました。
いまの若い選手には「僕は将来、絶対にホームラン王になる」と言い切
る者が少ないんですよ。逆に結果が出ていないのに謙虚な選手ばかり増えてきました。
僕はそんな選手に
「俺は天狗になって、その鼻を折られた。それでも折れた鼻を再び生やしたから成長したんだ。
伸びもしないうちから謙虚になるな」と言うんです。
特に若い頃は寝ても覚めても夢でも、常に願望を抱いていることが伝わってくる迫力が必要だと思いま
す。
記事提供 到知出版社
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
小久保裕紀
通算 18 年
タイトル
表彰

1971 年和歌山県生まれ / 青山学院大学出身
2057 試合 / 2041 安打 / 1304 打点 / 413 本塁打 / 1516 三振
本塁打王 1 回（1995 年） / 打点王 1 回（1997 年）
ベストナイン 3 回 / ゴールデングラブ賞 3 回
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事件ファイル NO59

道徳経済一体型思想

ストーカー行為

発生日時

平成 25 年 1 月 27 日（日）16 時 17 分ごろ

発生場所

埼玉県熊谷市

発生内容

ストーカー行為

マンション居住の女子高校生を駅から付けまわし、道路で声掛
けを行った後、10ｍ程後ろを付けている。
昨年末にも道路で声掛けおよび首に手を回されるなどの被害
を受けており、その時と同一犯と見られる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ストーカー行為（親告罪） 罰則 6 か月以下の懲役、または 50 万円以下の罰金。
警察は警告書による警告ができ、従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。
命令に従わない場合、1 年以下の懲役、または 100 万円以下の罰金。
◆規制内容

つきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ。監視している旨の告知行為
（行動調査など）。面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求。著しく粗野な言
動・著しく乱暴な言動。無言電話、連続した電話・FAX。汚物・動物の死体等の送付等。
名誉を害する事項の告知等。性的羞恥心を侵害する物品等の送付等。

プロ太の小話集

NO59

『フリーウェイの事故』

2 台の自動車がフリーウェイで正面衝突した。
2 台とも大破したが、どちらの運転手も無事だった。
先に車から這いだした老紳士が他方の車に駆け寄り、運転していた中年の男を助け出してから柔らかい
物腰で言った。
老紳士 「お怪我はありませんかな？」
男は、相手の意外なほどに紳士的な態度に驚き、丁寧に答えた。
男

「ええ。あなたは？」

老紳士 「私も無事です。こんな事故なのにお互いに怪我一つしないなんて、奇跡としか言えませんな。」
そう言うと老紳士は、内ポケットから小瓶を取り出して男に差し出した。
老紳士 「こんなときは気を落ち着けるのが一番ですぞ・・・。」
男

「おお、これはありがたい！」

男は小瓶を受け取り、中身のウイスキーを半分ほど飲み干した。
男

「さあ、あなたも・・・。」

男が返した小瓶を受け取ると、老紳士は小瓶の蓋を閉めて内ポケットにしまい、
しわだらけの顔に微笑みをたたえて言った。
老紳士 「私は警察の事故処理が終わってからゆっくりと・・・。」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
受験シーズン真っ盛りでしたが、真言宗薬林寺の清水秀隆住職から素敵な絵馬の話を伺いました。
大抵は、「○○大学合格！」や「第一志望○○、第二志望○○」といったものが一般的ですが、その中に
綺麗な字で、「私のクラスの全員が希望校へ合格できますように・・・。」と書かれた絵馬があったそうです。
自分のことで精一杯のはずなのに、周りの友人のためにこんな素敵な絵馬を・・。
自分だけでなく、周りの人にも良くなって欲しいという思い・・・。忘れないようにしたいです。
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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