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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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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/

一般社団法人

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

http://www.kikikanri.jp/

公益財団法人

モラロジー研究所

http://www.moralogy.jp/
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普段、何げなく歌っている国歌「君が代」。このうたの意味を調べました。
「成長した男女が、時代を超えて、千年も万年も、生まれ変わってもなお、結束し、協力
し合い、団結し、固い絆と信頼で結び合って行こう」
国歌として制定したのが平成 11 年と最近であったことに驚きましたが、国と国民が永き
に渡って繁栄する礎が記されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2700 年以上も君主制を引き、一国を保ち続けているのは世界でも日本しかありません。
ギネスにも認定されているそうです。あの英国王室ですら 900 年ほど。
このことは、島国である地理的優位性や天皇陛下が日々国民の幸せを真摯に想われるお姿、そし
て日本人の勤勉性からくるものだと考えます。
敗戦後、マッカーサーが裕仁天皇を戦犯に仕立て、国家を併合したら今の日本はありませんでした。
そうさせない目に見えない強い力が働いたのかも知れません。あらためて国家伝統に感謝です。
代表取締役 木戸良樹
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荒井 直樹氏 （前橋育英高校 野球部監督）

2013 年、夏の甲子園初出場にして初優勝という快挙を成し遂げた前橋育英高等学校。
全国屈指の強豪校が鎬を削る中、3957 校の頂点に立ちましたが、かつては暴力事件が発生するなど、
非常に荒れていたといいます。「そんな指導をしているから勝てないんだ」
当初、周囲から批判、非難されながらも凡事徹底の一点に焦点を定め信念を貫き通してきた荒井監督。
対談のお相手は、掃除道を実践し続けてきたイエローハット創業者・鍵山秀三郎氏です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鍵山 私は荒井監督が実践されたことの中で絶対によかったと思うのは、
やはり掃除ですね。新入生が入ってきた時、最初はもの凄いばらつきがあ
りますが、ゴミ拾いをすることである一定のレベルまで揃ってくると思いま
す。ところが、それをしないでテクニックだけを教えると、選手間のばらつき
がそのまま残ってしまう。そうすると試合でも、さっきまで調子よかったのに
ちょっとしたことがきっかけでガタガタと崩れていくことがよくあります。
荒井 本当にそのとおりです。昨年甲子園に行った時も、泊まっていたホ
テル周辺のゴミ拾いを毎朝させていただきました。22 泊したのですが、最初は 15 分で大きなゴミ袋３袋く
らいになるんです。それが毎日やっているとだんだん減ってくるんですね。
ホテルの部屋も「ここに人が泊まっていたのかな」と思われるくらい綺麗にしようと。
大会が終わって帰る時に、「本当に部屋が綺麗だった」とホテルの人に言っていただいて、そういうものも
勝つことに繋がったのかなと思います。
それから、いま鍵山先生がおっしゃっていたように、ベースがあると、最後のここっていうところで崩れなく
なると思うんです。私が監督になった年、県予選の準決勝で 9 回裏ツーアウトまで 1 点差で勝っている試
合があったんですね。その時、あとワンアウトってところから逆転サヨナラ負けをくらってしまいました。
戦力は結構あったんです。ただやっぱり、普段の生活面に問題がある選手もいたので、そういうところが
出てしまったのだと思います。
時々、高校野球の暴力事件がニュースに出ますけど、グラウンドや私たちがいる前では絶対に暴力事件
って起きないんです。やはり部室や寮で問題が起きるので、まずそこを綺麗にしようと。
汚れているところにいると心も荒んでいくと思うので、部室にゴミは一つも落とすなと言っています。
鍵山 先ほど掃除をすると気づく人になるという話が出ましたが、気づく人になるためには私は二つのこと
が大事だと思うんです。一つは微差、僅差をいつも追求し続けること。普通の人は僅かな差を疎かにして
しまいます。しかし、ほんのちょっとでもいいことならば取り組んでいく。それを積み重ねると大変大きな力
を持ってくるんです。もう一つは、人を喜ばすということです。
ただゴミを拾えばいいってものではありません。地域の人に貢献する。仲間のために尽くす。
泊まっているホテルの人に喜んでもらう。そういう気持ちで絶えず物事を行っていくと、気づく人に変わっ
ていく。それが人間関係や練習などにも連鎖していくのでしょうね。
荒井 そうですね。どんどん好循環が生まれるような気がします。練習内容ってどこの高校もそんなには
変わりません。じゃあ、どこに差が出るかと言ったら、やはり人としてのベース、中身をどれだけ追求する
かにあると思うんです。それが掃除だったり相手の身になって考えることで養われていくのかなと思いま
す。私は技術というのはほんのちょっとの部分だと思うので、選手がエラーをしても怒らないんです。
でも、全力で走らなかったり、手を抜いたりする選手には思いっ切り叱ります。
そういう身近な、些細なところにヒントは転がっているので、それを拾い上げて、選手に少しでもいい形で
伝えていきたいですね。成長するための刺激をどう与えていくか。それが指導者の役割だと思います。
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君が代の意味

1991 年（平成 11 年）国歌として制定
1888 年（明治 21 年）対外正式交付
1880 年（明治 13 年）林広守作曲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
千年前、平安期、古今和歌集の中の賀歌
祝いの歌として千年の間歌われてきた
君が代の「君」とは口編に尹（イン）と書く
尹は、手に杖を持っている状態 尹は、聖職者をさす
君とは君主、高貴な人のことをいう
さらに「君」の「きみ」とは
古事記に登場する神様 男神イザナキノミコト、女神イザナミノミコト
「き」とは男、「み」とは女をさす
いざなう男、いざなう女 イザナキとイザナミの話は、
誘い合う男女の物話である
イザナキ、成り余るとこあり イザナミ、成り足らざるとこあり
二人は重なり子を授かることで完全になる
その「子」こそが私たち日本人である
「千代に八千代に」
神々は完全に成長した二人を敬い喜んだ
人は生まれ変わり何度でも繋がりを持って結ばれる
そして愛尊敬し合う代が千年、八千年と続くようにと
「さざれ石の巌となりて」
小さな石が結束して一つになり巌となる
「きみ＝男女」の結束 生まれてくる子供たち、親戚となるもの達
固く固く団結しあい、協力しあうことの象徴である
「苔の蒸すまで」
「苔」は濡れたものと、固いものがしっかり結びついたとこ
ろに生える、子孫繁栄
男女が一つになり、一緒に汗を流し、涙を流し、互いにし
っかり協力し合い、
永い年月をかけて育成する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「きみ」＝完璧に成長した男女が
「代」＝時代を超えて
「千代に八千代に」＝永遠に千年も万年も 生まれ変わってもなお
「さざれ石の巌となりて」＝結束し協力しあい団結して
「苔のむすまで」＝固い絆と信頼で結び合っていこう
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ダンプによるフェンス損壊事案

平成 26 年 4 月 24 日（木）15 時 49 分
千葉県船橋市
10ｔダンプがＵターンをするため切替し操作を行った際、マンション隣接境界のフェンスに
車両左前部側面に接触し、フェンスを損壊させたもの。
運転手はそのまま行ってしまったが、防犯カメラが一部始終状況を捉えていた。
デジタルフルハイビジョン 200 万画素仕様

プロ太の小話集

NO73

『 レジにて 』

「

マックに居たら女子高生たちがたくさん入ってきて、レジ前が混雑していた。
1 人が、「注文して行くから先に座ってて！」と言い、
「アイコ 16」と、アイスコーヒー16 個を注文し席へ。
その後ろにいた普段マックとか利用しなさそうなお婆さん。
何を思ったのか「ヤスコ 78」と自己紹介をしていた。
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今月の K-PURO ニュースいかがでした
か？
日本列島が世界の縮図というちょっと変
わったトリビアが載っていました。
インドに相当するのは伊豆半島で、
イギリスは佐渡島、エベレストは富士山、
カスピ海が琵琶湖で、聖地イスラエルは
伊勢だそうです。沖縄はどこに行ったか
わかりませんが、話のネタにどうぞ。
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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