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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・ 

■社    名■    株式会社 ケイプロ 

■屋    号■    都市防犯プランニング社 

■本     社■    埼玉県川口市芝塚原 2－3－11 エステートミア     048－261－3412 

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■機械警備事業           ＡＬＳＯＫ・ＳＥＣＯＭを使用した弊社独自のセキュリティプランニング 

■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 

■建物総合メンテナンス事業   消防設備点検・工事から AED 設置に至るまで全てのメンテナンス業務の取扱い 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 加 盟 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■ 川口モーニングロータリークラブ（ＲＩ2770 地区）           http://blog.goo.ne.jp/morning_2770 

■ （ＮＰＯ）さいたま起業家協議会                      http://www.saitama-soho.com/ 

■ （社）千葉東法人会青年部                         http://www.chibahojin.jp/ 

■ （ＮＰＯ）日本危機管理学総妍                          http://www.kikikanri.jp/gathering.html/ 

■ （財）モラロジー研究所                                http://www.moralogy.jp/ 

■ 浦和北親会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 協 賛 応 援 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■ はやてレスリングプロダクション  ＤＲＥＡＭＥＲＳ   http://hayatewp.dip.jp 

□ 2009 年（平成 21 年）11 月 14 日（土）  GP トーナメント 2 回戦＋準決勝 

□ 2009 年（平成 21 年）12 月 19 日（土）  GP 決勝戦（サスケ＆マッチョ☆パンプ参戦） 

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00 

              ご  挨  拶                     

皆さん、こんにちは。 

政府は今月 17 日、来年度の概算予算要求額が史上最高の 95 兆円になる見込みと報告しました。 

12 月初めに景気や税収見通しを踏まえて歳出可能な予算の上限を設定し、90 兆円前後まで絞り込む方

針を固めていますが、速くも黄色信号の民主党？？？ 

しかし、予算に潜り込む税金の無駄遣いを洗い出す政府の行政刷新会議の議員に小沢幹事長と親交の

深い京セラの稲盛和夫名誉会長（７７）の起用が決定しました。 

日本を代表する名経営者の稲盛さんが加わればきっと何とかなるでしょう！？ 

今月は、皆さんも大好きな稲盛さんの 14 年前の逸話も掲載いたしました。 

日本をはじめ、世界が大きく変わろうとしている転換期の現代。 

人として何が正しいことなのかを享受してくれる現代の君主稲盛さんの言葉。 

しっかりと受け止め、人の役に立つ存在でありたいものです。 

代表取締役  木戸 良樹 

http://www.k-puro.co.jp/
mailto:info@k-puro.co.jp
http://www.moralogy.jp/
http://hayatewp.dip.jp/
http://www.iza.ne.jp/izaword/word/%25E7%25A8%25B2%25E7%259B%259B%25E5%2592%258C%25E5%25A4%25AB/


都市防犯プランニング社  社是：お客様の満足度       

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー   誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔 

株式会社  いづみや   代表取締役   高須 克己 様 

高須様は、親しい知人の紹介を得てお付合いが始まりました。 

現在は、自社ビルおよび自宅のセキュリティ、消防用設備点検でお世

話になっています。 

昨年、初孫がお産まれになり、お孫さんと会うのが何よりの楽しみ。 

いづみやビルの場所は、東武東上線ときわ台駅のロータリーに位置し

ます。 

自らの命を犠牲にして、飛び込み自殺を図った女性を助けた宮本警部

が勤務していた派出所の目の前です。 

 

いづみや様は平成１７年まで am/pm を経営されていました。 

酒屋とミニスーパーで蓄積されたノウハウを駆使し経営にあたってい

たため、お酒の品揃えを初め、ロス率の削減や人員配置等にも気を配り、また場所柄もよく、am/pm 内で

は常にトップクラスの店舗でした。 

am/pm は、大手コンビニのようにそれほど縛りが厳しくなく、店主の裁量による自由度が高く、やりがいが

高かったそうです。 

しかし、コンビニ事業と自身の先を見据えたご判断により、不動産経営に業態を絞り、結果、判断が正し

かったことが裏づけされています。 

 

高須社長は大の酒好き。温燗の日本酒が何よりの好物です。 

写真左は奥様の靖子さん。いつも素敵で、お会いするたびに年々若くなっている気がします。 

 

【高須克己様 プロフィール】 

昭和 21 年 9 月生まれ 東京都出身 

酒屋からミニスーパーへ転換し、am/pm を始める。 

現在は自社ビルを全て大手居酒屋にテナント貸しし、不動産賃貸経営を行っている。 

【株式会社 いづみや】 

東京都板橋区常盤台 2-6-3 

TEL 03-3960-0191  FAX 03-3960-0192 

            勇敢な警察官      故宮本邦彦警部           

２００７年２月６日、東武東上線ときわ台駅の踏切で、ひとりの警察官が、踏切自殺を図った女性を救うた

めに線路に飛び込み亡くなった。 

他人の命を助けるために自らの命を犠牲にした痛ましい事故は、その警察官が事故から 6 日間もの間、

死と戦い続けたこともあり、事故直後のショッキングな映像とともに繰り返し報道された。 

警察官の名は、宮本邦彦警部（事故当時・巡査部長）。享年５３才。宮本警

部は、ホーム下の避難スペースに女性を押し込み、自らはスペースの外に

残されたまま、電車にはねられた。 

事故現場となった踏切近くで、朝、夕、子供たちの安全を見届けた。 

駅近くの商店街の人たちからも「頼れるおまわりさん」と慕われた。 

自転車の鍵を失くして困っていれば、自ら錠をはずした。学校の行き帰りに

は、必ず声をかけてくれた。 

数限りないエピソード・・・ 

この交番での「宮本さん」の仕事ぶりが、どれほどのものだったかは、交番

の中には収まりきらないほどの千羽鶴が届けられたことが証明している。 

＊地域の方々のご尽力により、常盤台交番前に宮本警部の勇気ある行為をたたえる「誠の碑」が設置されています。 
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      名経営者の逸話  『逆境の越え方』   稲盛和夫氏                   

 

いまから十年前のこと、ちょうど第二電電を始めにかかっておりましたときに、 

京セラ人工骨問題が起こったんです。 

 

そのときに悩んで悩んで、妙心寺派の何代目かの管長になる資格を持った老師さんが円空寺というと

ころにおられて、大変親しくさせていただいておりますので、 

そこへ行って、 

「老師、こういうことが起きてきて……」 

と話しましたら、ケロッとして、 

 

「それはあなたが生きているからですよ。生きてているから、そういうことになる。いいじゃありませんか」 

という。 

 

生きているからって、そんな人ごとみたいにいわれたって、連日、新聞・雑誌で書かれて、身も心も置き

どころがないように思っているのに、老師はケロッとして、生きているからです、という。 

 

ただ、そのときのその次の言葉に救われました。 

 

「それはカルマがとける時なんですよ。 

だから喜ばなければいけません。 

あなたが背負っていたカルマ、業が、その程度のことで消えるなら、ありがたいことじゃありませんか。

人間、どんな災難があるかもしれない。 

その中で、その程度で終わるなら、ありがたいことです。 

だから、災難を、災難と思って苦しむのか、災難を、その災難によって 

自分がしょってきた業が消えるんだと思えば、 

赤飯炊いて喜ばなきゃならんことだ」 

 

と言われて、救われました。 

 

だから、私はそういう、本当に不幸に見舞われて、 

身も心もないという人には、そういってあげるんですよ。 

 

業が消えるんです、 

だから、 

その程度のことだったらいいじゃないですか、と。 

 

本当に偉い方っていうのは、 

一般に不幸と思うことをいい方へとっていらっしゃいますね。 

これは本当に大事なことですね。 

 

1995 年当時のお話 

2 年後の 1997 年に臨済宗妙心寺派円福寺にて得度を受ける 

                          【記事提供 致知出版社】 
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     事件ファイル    覚せい剤についての基礎知識                 
あぶりをやったノリピー。 

10 月 26 日（月）東京地方裁判所において酒井法子の初公判が開かれました。 

 

【覚せい剤】 その名のとおり、眠気を吹き飛ばし一時的に興奮作用をもたらす

薬である。 

中枢神経を興奮さしめ昂上状態におくもの。 

マオウという常緑樹の茎からしぼった液が原料で、もともとは漢方薬のひとつ

である。発汗 、解熱、鎮咳作用のある優れた薬で、しかしこの薬から抽出した覚醒アミン（アンフェタミン、

メタンフェタミン）という成分を乱用すると、恐ろしい覚せい剤中毒が始まる。覚せい剤の成分は中枢神経

や脳を侵し、幻聴や妄想をもたらす。身体への影響は、長期服用すると、歯が抜けたり、手足の震えなど

だが、一旦こういった症状がでればもう治療することもできない。使用を止め、完全に治ったと思われても、

ほんの小さなことがきっかけとなり、これらの症状が再発するフラッシュバックという現象が引き起こり、完

全な中毒にはまりこんでしまう。 

【使用時の症状】 覚せい剤は、心拍数、呼吸、血圧を上昇させ、瞳孔を散大させ、食欲を減退させる。加

えて乱用者は発汗、頭痛、かすみ目、めまい、不眠、不安などを経験する。非常に多い分量を使用すると

心拍数が急激に高まったり、拍動が不規則になったり、ふるえの発作や手足の筋肉の働きのアンバラン

スを生じたり、さらには身体的虚脱状態に陥ることもある。覚せい剤の注射をすると、脳溢血、非常な高

熱などのほか、時として心臓発作さえ誘発することがある。アンフェタミン系の覚せい剤を長期にわたり多

量を使用すると幻覚、妄想、パラノイア（偏執狂）などを含むアンフェタミンに起因する精神異常（サイコシ

ス）を生じることがある。 

【精神的症状】 覚せい剤を摂取すると、無限の力を得て、なんでも自分の思いのままに操れるような、と

ても高揚した気分になる。まるで超人になったような強烈なバイタリティーを感じるが、薬の効果が薄れる

につれ、徐所に気分がしぼんでくる。すると、かわりに不安と狼狽、混乱が一気に訪れる。乱用を続けると、

こうした強烈な高揚感と混乱を繰り返すことになるため、猛烈な疲労感とイライラに襲われ、また覚せい剤

に手を出すことになる。そのうち慢性的な精神症状として、幻覚や幻聴、幻視、幻臭など五感に異常が現

れる。続いて妄想、不安、不眠、鬱へと移行していく。また、この頃になると、覚せい剤を摂取していない

にも関わらず、その時と同様の感覚が蘇ったり、禁断症状のように突然不安感や幻覚に襲われるように

もなる。これを『フラッシュバック』といい、薬物を止めてすら、精神に異常を来たす原因となっている。 

                  プロ太の小話集  NO 19                          

昨日、おじいちゃんがボケ防止の本を買ってきた。 

・・・・今日も買ってきた。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？子どもが学校の授業で手話について発表するため、インター
ネットで検索しました。そこには『碧いうさぎ』のノリピーの動画を観ることができます。歌いながら手話を行
うノリピーは切なくもとても素敵でした。何がこうさせたのか・・・・・今月は覚せい剤について改めて調べて
みました。調べれば調べるほどとても恐怖です。マスコミはもっと覚せい剤使用後のすさんだ現実の状況
をお茶の間に伝えなければいけないと私は思いますが皆さんはいかがお考えでしょうか？ 

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） 


