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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        ＳＥＣＯＭ・ＡＬＳＯＫ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 

■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 所 属 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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

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

■ 浦和北親会 

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

■ （社団法人）倫理研究所千葉市中央区倫理法人会     http://www.rinri-chiba.org/ 

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

■ （公益財団法人）モラロジー研究所                    http://www.moralogy.jp/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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） 9月 4日（土）   WRESTLING DREAMERS  初代タイガーマスク参戦！ 

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00    VOLVO東邦オート様 CMビデオ上映！  

バドミントンのオグシオこと小椋久美子さん特別ゲスト出演！ 

              ご  挨  拶                      

民主党が党内で内輪もめしている間、日本経済は円高株安でどんどん悪くなっています。 

一刻も早く日本経済を立て直す政策を打ち出して欲しいものです。 

 

さて、100歳以上の高齢者の行方不明が次々と表面化している昨今。 

また、高齢者の孤独死もすぐ身近で発生しています。 

私の母親も 1人暮らしをしているため、安否確認と振込め詐欺の予防を兼ね、毎朝携帯に電話をしてもら

うようにしました。 

見知らぬ人との気薄なつながりを求めるよりも、身近な親や兄弟、親類そして本当の友人たちとの繋がり

を強固にするべく時期が今来ているように感じますが皆さんはどうお考えでしょうか？ 

表面上の付き合いだけでなく、1人 1人との信頼のもと、深く末永くお付合いができるよう『ケイプロ』を設

立した趣旨は、私は決して間違っていないと思っています。こんな会社ですが、宜しくお願いいたします。                            

代表取締役  木戸 良樹 

http://www.k-puro.co.jp/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.moralogy.jp/
http://blog.livedoor.jp/wdream1/
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WRESTLING  DREAMERS     代表  はやて  様 

はやては高校の同級生で同じ柔道部で共に汗を流した仲間です。

ご自宅のホームセキュリティのお客様でもあり親友でもあります。 

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

中学校当時、ケンカは苦手だけれど格闘技が大好きな少年は、

当時小さい体ながら連戦連勝を続ける具志堅用高選手の雄姿を

観てから心に火が付きました。 

高校時代にボクシング・柔道を習い、大学で関東学生プロレス連

盟に加盟しライトヘビー級チャンピオンになります。 

奥様とは、大学のプロレス研究会で運命の出会い、熱愛の末、26歳のサラリーマンの時に結婚。 

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

しかし、『どうしてもプロレスラーになりたい』という夢をどうしても捨て切れず、2年後の 28歳のとき会社を

退社し、みちのくプロレスの門を叩きます。 

そこで圧倒的にプロのレベルの差を見せつけられ、心機一転、単身で本場メキシコに修業の旅にでます。

日本で試合のオファーがとれれば、トンボ帰りで帰国。メキシコと日本の往復が 6年間続きます。 

帰国後は、「モンキーマジック」や「ザ・オコノミマン」として活躍し、マスコミにも取り上げられるようになり、

みちのくプロレスへ復帰。 

2002年東北新幹線開通と同時に現在のリングネーム「はやて」が誕生。 

このころはほとんど家に帰れず、年間 150～200 試合をメインイベンターとしてこなし、連日が巡業の旅。

当然怪我もしますが、休む日もなく、じん帯を損傷しながら試合を行い、食事の面も全て自己調整の日々。

この時代が心も体も一番厳しいころでしたが、一番充実していた時期でもありました。 

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

プロレス養成所の教官をしていた時期、資金難で養成所が閉鎖。 

練習生たちのプロレスを続けたいという強い意志を組みとり、2007年1月にドリーマーズを旗揚げします。 

ドリーマーズの試合は、おふざけも流血もなく、正統派の試合。 

レスラー1人 1人にがむしゃらに真剣に戦うことを教え込んでいます。 

一生懸命戦う態度は決して無駄なものはなく、これが生きるかたちとなり、必ずお客様へ伝わっていく・・・ 

若いレスラーたちには、『苦労することの大切さ、人に生かされていることへの感謝の気持ち』を忘れては

いけないと常に教えています。 

お客様には、試合を観てもらって『勇気と元気と感動』を与えられればと、若いレスラーたちと日々精進し

て行く日がまだまだ当分続きそうです。 

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

座右の銘 『成せばなる』 

 

【WRESTLING  DREAMERS】  

由来：夢を追おう。夢（目標）があれば前に進むことができる。 

東京都板橋区前野町 3-23-5-108 はやてレスリングジム 

http://blog.livedoor.jp/wdream1/  

 

【はやて プロフィール】  

1964年 12月生まれ  千葉県市原市出身。 瞬間最高速度 275km/h.。 

城西大学卒業後、6年間一般企業へ勤めるも、レスラーの夢をあきらめられず（中略）現在に至る。 

現在、プロレスを通じた地域社会貢献活動の取り組みを開始。 

親子のふれあいを主体にした「取っ組み愛隊」のスポーツ振興活動も今後取り組んでいく予定。 

http://blog.livedoor.jp/wdream1/
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    今月の良い話   ～穴は深く掘れ 直径は自ずから広がる～                  

松尾新吾氏（九州電力会長） 

九州電力会長を務める傍ら、 

昨年、九州経済連合会長に就任した松尾新吾氏。 

 

自社の発展のみならず、九州全体、さらには日本の再生を心に期し、 

広範な活動をする松尾氏ですが、 

若い頃は、意外にも人付き合いが苦手だったそうです。 

 

同僚たちに溶け込めるかすら不安に感じていた社員時代、松尾氏がある書物で出合ったのが 

 「穴は深く掘れ。直径は自ずから広がる」  

という言葉でした。 

 

この言葉を、松尾氏はこう解釈したといいます。 

 「穴を深く掘れとは、仕事を一所懸命深掘りすることだ。 

        深くなればなるほど直径は広がっていく。 この直径は人の輪、交流だな」 

 

自分は、交流を先にやるのは苦手なものだから、とにかく仕事を懸命にやろう。 

それなら俺にだってできる。 

 

そう心懸けて仕事をしていくうちに、不思議と人脈もでき、人付き合いも上手になっていったそうです。 

 

そのような経験上、松尾氏は、人を見る一つの物差しとして、この人は自分の仕事を深く掘り下げようと

しているのか、直径だけを広げようとしているのかを判断の基準に置いている、といいます。 

 

「深く掘る」とは、換言すれば、仕事に精通し、プロになること。 

その過程で、人との固い絆が生まれます。 

そうした本当の絆を持たない人は、いくら知り合いが多くても、人間的深みに欠け、 

人間関係も希薄であるということなのかもしれません。 

 

   【記事提供 到知出版社】 

 

      今月の日本語講座        ～宜しく（よろしく）～                

相手に便宜を図ってもらう時などに用いる。また、そういう気持ちをこめて使う挨拶語。  

「よろしくやってる」など、「適当に」「うまい具合に」などの意味としても用いる。  

よろしくは、形容詞「宜し（よろし）」の連用形である。  

 

「よろし」は「良し（よし）」よりもやや低い評価を表し、「まあ良い方だ」「悪くない」という意味で使わ

れていた。 

そこから承諾の意味として「宜しい」、承諾してもらう時には「宜しく」と使われるようになった。  

 

今回は、あいさつや文書で必ずと言っていいほど使用している「宜しく（よろしく）」を取り上げまし

た。よろしくの漢字、皆さん知ってましたか？  

http://spysee.jp/imgcache/35237/%E6%9D%BE%E5%B0%BE%E6%96%B0%E5%90%BE
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     事件ファイル        部品盗（自転車ブレーキレバー）                 
 

■ 日 時  平成 22年 7 月 30日（土）21時 10分    ■ 場 所  東京都葛飾区 
■ 内 容  部品盗（自転車ブレーキレバー） 

■ 詳 細   

自転車で現れた容疑者は、被害自転車の前で停止。 

他の自転車を見まわすことなく、自転車に書かれた被害者名前を確認すると 

持っていたドライバーのような工具を使用してブレーキレバーを 1分で窃取して行ったもの。 

 

■ 所 感 

容疑者は、他の自転車には全く目もくれず、被害自転車のみを狙ったものと見られます。 

  左の写真は、4Fの被害者宅バルコニー方向を見上げています。 

  ブレーキレバーを窃取した犯行ではなく、怨恨によるいやがらせの犯行のように思います。 

 

              プロ太の小話集     NO 29                    

ある腹話術師は、「胸の大きな女性は頭が悪い」というジョークを連発する。 

ある日、ある劇場でおなじネタをやっていると、前の方に座っている胸の大きな女性がいきなり立ち上が
って文句を言い出した。 

「もうそういう冗談はやめてください。胸が大きい女性は頭が悪いっていうのは、偏見だわ！不愉快よ！」 

 

腹話術師は恐縮し、ショーを中断して謝った。 

女性の怒りはおさまらず、さらに続けた。 

「あなたに言っているんじゃないの。私はそのヒザの上の小さな人に言ってるの！」 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PUROニュースいかがでしたか？                                      

今月のお客様紹介は、プロレスラーの「はやて」に登場してもらいました。 

彼は体が資本のため、体調管理には相当気を使っています。彼が一番お勧めする食材は『豆類』。      
豆は体の切れをよくし、持久力や耐久力の継続に繋がるそうです。                       
肉は一瞬のパワーはでますが、持久力が続かないそうです。                          
日本人はやはり豆が一番合うようです。夏バテ防止に豆類の食事を是非どうぞ！ 

弊社がドリーマーズを応援するのは、はやてを筆頭に選手たちが常に真剣で一生懸命に取り組んでいる
ところです。                                                         
まじめに真摯な態度で臨む姿勢は、必ず万人に支持されると思います。がんばれドリーマーズ！！ 

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） 


