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ケイプロの社是は、「お客様の満足度」と「道徳経済一体型思想」
です。
会社経営を初めて 10 年経過しましたが、
「お客様の満足度」は「お客様の心」。
「道徳経済一体型思想」は「自分自身の心」を表しています。
この二つが重なり合うことで、「ありがとうの心と感謝の心」という
言葉が自然に質問の回答のように湧き出てきました。
これをケイプロの 3 つ目の社是に追加したいと思います。
ケイプロは、俗に言うニッチ産業です。
信頼できるお客様と末永くお付き合いが出来る最高の喜び・・・。
少しずつですが、設立当初の理念の形が出来てきたと感じていま
す。本業の基本は決して崩さず、関連した新しい事業の拡大も今後
試みと考えています。
代表取締役 木戸 良樹
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「お釈迦様と悪口男」

あるところに、お釈迦様が多くの人たちから尊敬される姿を見て、ひがんでいる男がいました。
「どうして、あんな男がみんなの尊敬を集めるのだ。いまいましい。」
男はそう言いながら、お釈迦様をギャフンと言わせるための作戦を練っていました。
ある日その男は、お釈迦様が毎日、同じ道のりを散歩に出かけていることを知りました。
そこで、男は散歩のルートで待ち伏せして、群集の中で口汚くお釈迦さまをののしってやることにしました。
「お釈迦の野郎、きっと、おれに悪口を言われたら、汚い言葉で言い返してくるだろう。その様子を人々が
見たら、あいつの人気なんて、アッという間に崩れるに違いない」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、その日が来ました。男は、お釈迦さまの前に立ちはだかって、酷い言葉を投げかけます。
お釈迦さまは、ただ黙って、その男の言葉を聞いておられました。
弟子たちは悔しい気持ちで、
「あんな酷いことを言わせておいていいのですか？」とお釈迦さまにたずねました。
それでも、お釈迦さまは一言も言い返すことなく、黙ってその男の悪態を聞いていました。
男は、一方的にお釈迦さまの悪口を言い続けて疲れたのか、しばらく後その場にへたりこんでしまいまし
た。どんな悪口を言ってもお釈迦さまは一言も言い返さないので、なんだか虚しくなってしまったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その様子を見て、お釈迦さまは、静かにその男にたずねました。
「もし他人に贈り物をしようとして、その相手が受け取らなかった時、その贈り物は一体誰のものだろうか」
こう聞かれた男は、突っぱねるように言いました。
「そりゃ、言うまでもない。相手が受け取らなかったら贈ろうとした者のものだろう。
わかりきったことを聞くな」 男はそう答えてからすぐに、
「あっ」 と気づきました。お釈迦さまは静かにこう続けられました。
「そうだよ。今、あなたは私のことを酷くののしった。でも、私はその ののしりを少し
も受け取らなかった。だから、あなたが言ったことはすべて、あなたが受け取ること
になるんだよ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人の口は恐ろしく無責任なものです。
ウワサとか陰口というものは、事実と違って、ずいぶんとデタラメなことがよくあります。
ウワサや陰口だけではありません。
図太い神経の持ち主で、目の前にいる相手に向かって、直接ひどいことを言う人もいます。
「それ、私の上司です」と苦笑いしたくなる人もいるかもしれません。
自分を非難されるようなことを言われたら、たいていの人が、ダメージを受けます。
傷ついて落ち込んでしまったり、腹が立ってイライラしたりすることも、あるでしょう。
でも、お釈迦さまは、違いました。人前で恥をかかされることを言われても、ちっとも動じません。
その場を立ち去ることもせず、じっと相手の話を聞いているのに、口応えもしません。
それでいて、まったく傷ついたり怒ったりしないのです。
お釈迦さまは、相手の言葉を耳に入れても、心までは入れず、鏡のように跳ね返しました。
ですから、まったくダメージを受けないのです。言葉は時として、人の心を傷つけることのできるナイフにな
ります。しかし、心がナイフより固くて強ければ、痛くもかゆくもないのです。
酷いことを言う相手を責めても、仕方ありません。それより自分の心を強くする方が、簡単で効果的です。
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「人生を花咲かせるヒント」

仕事は人のためにするのではありません。
普通はそんなふうに思いますが、それは誠に平面的
な考えです。
仕事は自らの魂を生かすためにするものだと、私も
固く信じております。
ちょっと見たところつまらんような仕事をしておっても、
その仕事に本気になってやっておること、
それが立派な人生ではないかと思うのであります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
運というものは仕事なりすべての面でやるだけのこと
をやった人、徳を積んだ人、そういうところに来るもん
だと思うのであります。
よりよき将来に向かって建設的なものならば、
我われは忍ぶべきものは忍ばねばならんと思います。
これはあらゆる面でそうであります。
しかし、忍ぶということはただやせ我慢をするだけではなくして、
将来のよりよきものを目指しながら忍ぶのであります。
そういう意味では、いくつになっても人間には最後まで仕事があると思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人生はどこかに一つの夢を持つということ、そしてそれを本当に誠
実に、いかなる場合にも自己をだまさないでしかも負けないで不屈
性を持ってやりとおすということであります。
私は思います。
人生というものは、きょうと明日が我われの手の中にある。
過去のことはいかなる失敗も成功も、手を離れておるのであります。
人生というものは希望を持って生きたらいい。
一番つまらんのは、愚痴をこぼすことだろうと思います。
愚痴は全く自分自身を弱め、希望を失い、全く何にもならんですね。
どうも世の中を広く見ておりますと、結局愚痴をこぼしたり自分に
文句を言ったりという人は人生の最後を見ますとやっぱり哀れであ
ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
若い時に人に「何というお人好しだなあ」というふうに
笑われながらも、なおかつその笑いの中で平然として
耐え忍んできた人は、
確かに晩年はよいのが多いのであります・・・
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
平澤 興 （京都大学第 16 代総長）
1900 年 10 月 5 日～1989 年 6 月 17 日
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玄関用ドアモニターの紹介

「ドアモニ」は、チャイムの音に連動
して、自動で来訪者を画面表示。
チャイム音に連動した自動録画機能。
留守中の来客者の画像を後から確
認可能。
外出先でも、スマホで来訪者の画像
をメールで受信可能。
配線工事が不要の簡単設置。
アパートやマンションや女性の一人
暮らしに防犯用としてお勧めします。
Panasonic から出ている良い商品です。
価格も安いところでは、2 万円弱で発
売されています。
ただし、設置不可の扉が結構あります
ので、購入を検討される際は良くお確
かめ下さい。
・扉天面や室内側がフラットでない
・内開き扉や引き戸
・扉と枠に隙間が少ない、厚み制限

プロ太の小話集
外人

NO87

『 築地市場にて 』

「How much？」

おっさん 「ハマチじゃねえよ、これはマグロだよ！」
外人

（ニホンゴジャナイト、ツウジナインダナ・・・）

外人

「コレ、イクラデスカ？」

おっさん 「イクラじゃねえよ、マグロだって言ってんだろ！」

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
今月は住居の引越し、警備業更新、本社移転登記、国際ロータリー第 2770
地区の部門セミナー開催と仕事以外で多忙な日々でした。
この中で一番のメインは、ロータリーの担当する部門セミナーでした。
180 名の方々をクラブの会員数別に 20 グループに分けたセッションは活気に
溢れとても圧巻でした。
お陰さまで成功裏に終了することができ、ご参加頂いた皆さまおよび関係役
員、委員の皆さまに書面を借りて感謝申し上げます。
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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