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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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 エステートミア     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           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://blog.livedoor.jp/wdream1/  

2010 年（平成 22 年） 3 月 27日（土）   WRESTLING DREAMERS  TAG  GP 

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00 リングマット赤コーナーへ K-PURO広告掲載！ 

              ご  挨  拶                     

木戸家の家紋は丸に牧野柏。１月は落着いた時間が取れたので、大叔父が記載した

１８４４年以降の木戸家一族の生立ちの書物を初めてじっくりと閲覧しました。 

それによると高祖（祖父の祖父）は秋田で生まれ、明治の初期に岩手から北海道の小

樽の銭函に移り、海上運送航路業を営んでおりました。高祖の奥さんは宿屋を営み繁

盛していたそうです。しかし、高祖が海運の途中、時化に遭い遭難してしまいます。 

それから一家は当時人が住まない紋別の志撫子（シブシ）に移り住みます。 

ものすごく景色のいいところであったと記載があります。（サロマ湖近辺で冬は流氷が来るところ） 

政府から委託された屯田兵であったようです。 

その後、林業や漁業、ハッカ栽培を中心に測量、教師、馬育成などさまざまな仕事をしています。 

木戸という名は駅の木戸番をしていたことから「木戸」と名乗るようになったようです。 

今、私がこうしてこの世に存在しているのも先祖の方々が頑張ってきたおかげです。 

毎朝線香をあげ供養が日課になりました。見守られているという安心感から心がすごく穏やか

になります。自分の考えが正しいかどうか、このことで皆が幸せになるかどうかを常に問いかけ、  

ご先祖様に恥じぬよう堂々と胸を張って生きていきたいと思います。 

 代表取締役  木戸 良樹 

http://www.k-puro.co.jp/
http://www.moralogy.jp/
http://blog.livedoor.jp/wdream1/
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お客様紹介  ﾗｲﾌｱﾝﾄﾞﾏﾈｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱  蒲島 竜也 様 

蒲島さんは、現在事務所の機械警備の契約をしていただいています。私と同じ昭和３９年生まれ。 

会社設立も平成１７年４０歳で起業と全く同じです。 

 

今回、取材させていただき、大手銀行を辞め起業したきかっけ

を聞き、なおビックリ・・・ 

起業された動機は、業務内容こそ違いますが、私が起業した

第一の理由と全く一緒でした！ 

それは、サラリーマンでは役職を上げるためにはどうしても転

勤が付いてまわり、せっかく親しくなったお客様と離れ悲しい思

いをしてしまいます。 

信頼していただいたお客様と一生お付き合いができ、お客様

のためになる仕事がしたい！ 

そんな思いから銀行時代に取得した社会保険労務士という職業を選択されました。 

 

社会保険労務士や CFP として活躍されている蒲島さんですが、銀行時代のお客様は引きつかず、奥様

の実家である千葉で全くゼロからのスタート。スタート当初はただガムシャラに走っていたそうです。 

 

私がお会いした当初は３名で実務を行っていましたが、現在は所長を含め８名体制に拡大しています。 

中期計画では支店を設け、社員の待遇改善を含め、規模拡大を図ることを目標に頑張っています。 

また、７月には５周年を向かえ、５周年記念に合わせ本の出版の執筆に現在力を入れています。 

お客様と社員のために・・・こんな人柄からか、さまざまな団体の要職に就き、週間ポストやベイエフエム

でのコメンテーターとしてのオファーもたびたび・・・ 

誠実で真直ぐな蒲島さん。とても信頼できる人間ですので、ご相談は下記へお気軽にお願いいたします。 

 

それでは LMCの業務内容を紹介します。 

■金融（資金調達・経営計画の策定・資産運用・事業承継）相談部門 

■労働保険・社会保険（人事労務管理、賃金・退職金制度、労使間トラブル、労働災害等）部門  

上記２部門から、経営者の皆様に総合的なコンサルティングを行います。 

銀行時代のノウハウを生かした企業年金相談業務・退職金制度の見直しも行います。 

 

【蒲島竜也様 プロフィール】 写真中央 

1964 年 7 月生まれ  岐阜県出身 中央大学商学部卒業後、大和銀行（現りそな銀行）入行 

2004 年 LMC社労士事務所開業。2006 年法人化現在に至る。 

趣味は子どもたち（あやかちゃん８才とゆきのちゃん６才）と遊ぶこと。次にお城めぐり。 

http://blogs.yahoo.co.jp/srkabachan/ 

 

【ライフアンドマネーコンサルティング㈱】  

■ 社会保険労務士業務       ■  金融コンサルティング業務      ■ 執筆・セミナー講師業務 

■ 経営理念 「みなさまのゆめの水先案内人になります」 

■ 活動方針 「より中立的な立場で、法人に対して“人”と“資金”の面からの事業支援、コンサルティン

グを行い、個人に対して人生設計、ライフプランの作成やライフプランコンサルティングを行ったりしていく

ことにより社会に貢献していきます」 

http://www.lmcom.com          千葉県千葉市中央区千葉寺町 85    TEL 043-308-9371     

http://blogs.yahoo.co.jp/srkabachan/
http://www.lmcom.com/
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          今月の良い話        溌溂颯爽               

 

近所に、それほど大きくはないが、手入れの行き届いた庭を持つ家があった。 

 

植木もきれいに手を加えられ、季節の花がいつも、彩りあざやかに咲き、道行く人の目を楽しませ、

心を和ませていた。 

 

ある日突然、その家の主人であった人が亡くなり、若い夫婦が二人、その家に住むようになった。 

 

それから数か月後、道行く人の目を楽しませていた庭は、みるみるうちに荒れ果て、無残な姿にな

った。 

 

同じ庭がこうも変わってしまうのか、一種悲しいような思いで、その庭を道すがら、眺めている。 

 

これは一つの例である。 

 

心の時代、といわれている。 

しかし、人間の心とはそれほどきれいなものではない。 

人間の心は宇宙、自然と似ていると、いえなくもない。 

 

雑草は放っておいてもまたたく間に繁茂する。 

 

しかし、美しい花は、水を与え、肥料をやり、虫を除け、丹精込めて育てなければ花開かない。 

 

人間の心も、それと同じである。 

放っておくと、雑草が生える。 

 

心の花を咲かせるためには、絶えず心を見張り、雑草を抜きとらなければならない。 

 

二宮尊徳は「あらゆる荒廃は人間の心の荒蕪（こうぶ）から起こる」といった。 

 

そして、心を荒れ放題にしないためには絶えず、心の田んぼ、つまり心田を耕さなければならない

と説いた。 

 

 

溌溂颯爽 （はつらつさっそう） 

 

いつも気持ちをさわやかにしておく。 

いつも、さっそうとした気分でいる。 

 

溌溂颯爽こそ、心の雑草をとり、心の花を咲かせるために、欠かせない必須の条件である。 

 

 

【記事提供 致知出版社】  
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     事件ファイル    多発する住宅火災死亡事故                 
 

乾燥する日が続くこの季節になるとニュースでも多くなる住宅火災による死亡事故。 

1 月 10 日には、元巨人軍の桑田真澄さんのお父さんも住宅火災で亡くなっています。 

また、幼い子どもたちが亡くなったニュースなどは見ていて心が痛みます。 

 

2008 年度の総出火件数は、５万２３９４件。 

このうち、住宅火災による死者数は１１２３人に上ります。（２．１％） 

 

焼け跡から遺体が見つかるケースでは、ほとんどが火災の際に発生する煙を吸ってしまうためです。 

寝ながらにして煙による二酸化炭素中毒となり、そのまま意識を失うため焼け死んでしまうのです。 

もし煙センサーが設置してあり、ブザーや音声で火災を知らせることができれば・・・・ 

 

消防法および市町村条例により、全ての住宅に火災報知器の設置が義務付けられました。 

価格もここ 1 年で大分安くなっています。 

設置しなければならない箇所は、寝室・階段・（台所）になります。台所は市町村条例により異なります。 

壁面から６０ｃｍ離す等の若干の注意事項はありますが、ドライバーがあれば誰でも簡単に設置できます

ので、小さなお子さんや老人の方のお宅へは率先して設置されることをお勧めいたします。 

１つ数千円ですむ火災センサー。このような出費は決して渋ってはいけません！ 

                  プロ太の小話集  NO 23                         

シャーロック・ホームズがワトソン博士とキャンプに出かけた。 

２人は星空の下、テントを張って眠りについた。 

真夜中近く、ホームズがワトソンを起こした。 

「ワトソン君、上を見て君の推理を聞かせてくれたまえ」 

ワトソンはちょっと考えてから答えた。「無数の星が見える」 

「そのことから何が分かるね、ワトソン君？」ホームズがまた尋ねた。ワトソンは答えた。 

「天文学的に言えば、宇宙には何百万もの銀河と、おそらくは何十億もの惑星がある。 

占星学的に言えば、土星は獅子座にある。測時法で言えば、今はだいたい三時十五分だ。 

神学的には、神は全能で、ぼくたちは小さく取るに足らない存在だ。 

気象学的には、たぶん、明日はよい天気だろう。……他に何かわかるのかい？」 

ホームズ：「ああ。僕たちは寝ている間にテントを盗まれたということがわかる」 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・ 

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？ 

バンクーバーオリンピックも今日で終わりです。浅田真央ちゃんの銀メダルでの悔し涙は観ている者をよ
けい感動させました。世界で 1 位になることしか考えていない目標値の高さとそれに伴う極限なまでの練
習量。すでに 4 年後のソチで金メダルを目指すことを明言しました。がんばれ真央ちゃん！ 

イチロー選手をはじめ、究極のアスリートたちはメンタル面と集中力がものすごく高いですね。これは想像
を超えた豊富な練習量に裏づけされる自信からくるものでしょう。みなさんも日々メンタル面の強化を図り、
この不況を必ず乗り越えましょう！安易に逃げてしまうことのないように・・・ 

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） 


