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株式会社 ケイプロ

http://www.k-puro.co.jp
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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

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル

TEL 043－243－6110
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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

■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
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（RID2770）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/

（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/
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（財団法人）アイメイト（盲導犬育成）協会

http://www.eyemate.org/

はやてレスリングプロダクション ＤＲＥＡＭＥＲＳ

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

2011 年（平成 23 年） 2 月 6 日（日）

DREAMERS

WRESTLING

6 人タッグトーナネント戦

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 12：00 試合開始 12:30
VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中

ご

挨

拶

今年の干支は辛卯（かのと・う）に当たります。
「辛（かのと）」は、鋭い刃物を描いた象形文字で、刃物で刺すことを表します。
刺されると激痛が走る。だから新しい 1 年は「激しい痛みをともなう年」になりそうです。
「卯（う）」は、門を開けて中に入り込む姿を表した象形文字ですが、ただ門を開けるのではなく、硬く重た
い門を力を尽くして押し開けるという意味が含まれています。
つまり、「辛卯」の今年は、激しい痛みをこらえて、2010 年に確立した信念に裏付けられた使命感を持って、
硬く重たい開かずの扉を力づくでこじ開ける、そういう 1 年になりそうです。
うさぎ年は景気が跳ねると言われていますが、まだまだそうあまくはなさそうです。
重たい扉をこじ開ける体力・気力・知力を身に付けた企業が生き残り、他はふるいにかけられる年となる
でしょう。
社会から必要とされる会社となるべく、誠実に日々邁進していく次第ですので本年もどうかよろしくお願い
申し上げます。
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代表取締役社長

秋葉 邦男 様

秋葉邦男社長は、千葉東法人会および千葉市中央倫理法人会の良き先輩であり、またご自宅のホーム
セキュリティの契約をはじめ、各支店へ防犯カメラを導入していだだいております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
実家は大正時代からデンプン屋をやっていましたが、故父の佑夫氏
が「これからは自動車屋だ。」と邦男社長が生まれた昭和 34 年に
自動車修理工場へ業態転換します。
佑夫氏は、平成 3 年に知人の手形を引き受ける形で VOLVO ディ
ーラーの権利を手に入れますが、会社は不良債権のオンパレード
で在庫もボロボロ。翌年は債務超過が 8 億円まで膨らみました。
立て直しに外部から人を呼んだがうまくいかず、平成 5 年に邦男氏
が入社します。
ディーラー経験のない邦男氏がまず始めたのが、修理と販売部門の責任者を呼び、どこが良くないか、
何をすれば良いかを聞き、レポートにしてもらいました。2 人の協力を得ながら、会社革命を実行します。
販売プロセス、お金の流れ、組織変更等々・・・。47 名いた社員は半年で 20 名になりました。
VOLVO８５０というヒット車の追い風もあり、社員の考え方も徐々に変わり、全店舗での職場の教養朝礼
も実施。8 億円あった債務も 7 年で消し込むことができました。
『ボルボ販売では日本一になる！』と朝礼で宣言し、2000 年からは現在も全国でトップを堅持しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東邦オート㈱様の経営理念は、『お客様の満足を追求し、全従業員を幸福にする』。
邦男社長が一番重視しているのが、『人の育成』です。
社員への評価は、個人個人が自分の目標に対して、結果がどうであったかを問う絶対評価制をとってい
ます。最初に数字ありきではなく、営業マンはマーケットを注意深くながめ、お客様に色々なアプローチを
した結果が販売実績に現れるのです。
能力よりも、ものの考え方、捉え方を重視し、プラスの発想、誠実であること、約束を守ることが第一。
正しい考え方や行動が成果に繋がり、お客様の信頼と満足を深めて行くことに繋がるのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
VOLVO 車は宣伝に派手さはありませんが、目に見えない部分にお金をかけ安全性を最優先しています。
もし VOLVO に乗っていたならば、新聞等で報じられる悲惨な事故に繋がらなかったと思うことがあります。
3 点式シートベルトの開発にはじまり、万が一人をはねてもボンネットは特殊素材のアルミ製で衝撃を和ら
げ怪我を最小限に抑えようという各所に安全性を徹底的に追及しています。
安全を追求した VOLVO 車を各ショールームで人を大切にする社員たちがお迎えしますの
で、是非お気軽にお立ち寄り下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
秋葉邦男様

昭和 34 年 9 月生まれ

昭和 52 年 第 59 回全国高校野球選手権千葉県代表に県立千葉商業高校から捕手として甲子園出場。
平成 5 年

東邦オート㈱へ入社。

平成 19 年 代表取締役社長へ就任～現在に至る。
日本ボルボ会会長・千葉県倫理法人会幹事長・盛和塾千葉県世話人・千葉県自動車整備商工組合理
事・千葉県自動車販売店協会理事・千葉中金ユース会会長・千葉東法人会理事 他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東邦オート㈱本社

〒261-0026 千葉県千葉市美浜区幕張西 2-3-1
TEL

VOLVO-CARS

043-272-1190

http://www.volvo-tohoauto.co.jp/

幕張・千葉中央・柏・松戸・市川・新港 SS
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今月の日本語講座

～協調と同調の違い～

『君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず』。
孔子はこの一節で『和』と『同』が似て非なるものであることを示すとともに、『和する』か『同じる』かの差は、
いわばその人間の器量や徳の差に起因することを明らかにしています。
『和』と『同』の違い・・・。
それは『協調』と『同調』の違いに置き換えられます。
『協調』が意見の異なった者同士が協力し合って調和をはかることであるのに対し、
『同調』は定見もなく安易に調子を合せて他人の意見に追随することをさします。
ただ単に同調するだけでは何も生まれません。
組織や団体において流されることなく、きちんと他人の考えを協調できる態度を貫きたいものです。
（モラロジー学習資料抜粋）

今月の良い話

道場 六三郎 （料理の鉄人）

神戸観光ホテルで修業したときは、往生しましたよ。板長にいじめられたんです。
僕、仲居さんとのチームワークをよくしようと思って、彼女たちに気を使っていたから、けっこうかわいが
られていたんです。
だから「ろくさんお願いね」って、何かと声をかけられる。それは本来、板長とか上の人を通してもらわな
いといけないことだったから、板長はおもしろくないわけです。
僕は当時２０代前半。向板（むこういた）という魚をおろす係をしていました。
それ以外に板場の進行役でもあったから、１日１５、６時間は働きましたよ。
忙しいからなるべく早く調理場で準備したいのに、板長が意地悪をして開店の１時間前でないと調理場
に入れてくれない。
準備にはどんなに急いでやっても、たっぷり２時間は必要でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
僕は調理場を動き回り、いつも以上に「早く、きれいに」仕事をする工夫をするわけです。
そんな様子を見た先輩は、僕のことを「駆逐艦」と呼んでいました。
それでも板長は「このボケ、遅いぞ」と罵声を浴びせてくる。
せっかく作った料理も気に入らないとひっくり返される。
それが毎日毎日続くものだから、「もうこの商売をやめようか」と思うようになった。
僕は子どもの頃から辛いからといって、途中で投げ出したことはない。
それがこのときばかりは、真剣にやめようかと考えました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
でも、考え直したんです。
せっかくここまで修業してきたのに、やめてしまったらまた一から出直しでしょう。
ここが踏ん張りどころだと思いました。
そして「どうやっても、もうこれ以上はできん」というぐらいまでやってみることにしたんです。
「早く、きれいに。早く、きれいに」と唱えながら、死に物狂いで仕事をこなしました。
どんなにいびられてもへこたれない僕を見て、板長のいじめも徐々におさまっていったのです。
あのとき頑張れたからいまの僕がある。
もし、苦しいことから逃げ出すことを選択していたら、ズルズルと落ちるところまで落ちていたと思う。
人生には「ここ一番」という踏ん張りどころが何度かある。
どんな分野でも一流と呼ばれるのは、そういう「ここ一番」の局面で踏ん張ることのできる人だよね。
二流は踏ん張れないから、いままで築き上げてきたものまでガラガラと崩してしまうんだ。
人間、一度でも崩れることを許したら崩れグセがついて、次の「ここ一番」も頑張れない。
（記事提供 到知出版社）
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部品盗（ナンバープレート）

■日時
■場所
■内容

平成 23 年 1 月 12 日（水）04 時 20 分ごろ
埼玉県さいたま市桜区
2 台のスクーターで現れた犯人 2 名は、マンション敷地内のバイク置場へ行き、
居住者オートバイのナンバープレートを窃取したもの。犯行時間は 7 分半であった。
■対応策 窃取したナンバープレートは、盗難車への設置、
またはひったくり用バイクへ設置し使用するものと見られる。
■犯人逮捕にご協力下さい。
1 名は若者風。やや長髪・上下白っぽいスポーツウエアー。

プロ太の小話集

NO 34

ある男が高速道路を北に向かって走っていると、急にトイレ行きたくなりサービスエリアに立ち寄った。
手前の個室は使用中だったので、その隣に入った。
便器に腰を下ろそうとしたその時、隣から
「やあ、元気？」と声がした。
男性は皆そうだが、トイレで見知らぬ人と話をすることはまずない。
男はどうしていいかわからなかったので、ためらいがちに
「まあまあだよ」と答えた。
すると隣人は
「そうか……それで、今何してるの？」と言ってくる。
妙だなと思ったが、男はバカみたいにこう答えた。
「君と同じだよ。ウンコしようとしてるんだ。」
やがて隣の男は、声をひそめてこう言った。
「おい、あとでかけ直すよ。隣の個室に、俺の話にいちいち答えるアホがいるんだ！」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
今月は新春第一段として、尊敬する経営者のお一人である東邦オート㈱の秋葉邦男社長に登場してい
ただきました。
東邦オート様の各支店にお邪魔すると、社員 1 人 1 人が自信を持ってきびきびと働いている姿を目にしま
す。また秋葉社長のことを本当に信頼していることが話の中から伺えます。
秋葉社長の信条は、『思い続けたことは必ず実現する。簡単に諦めない。』
中長期的な視点で捉え、今現在の損得は考えない。
枝葉末節にとらわれず大所高所から物事を考える。
社会的に良いか、悪いのかさえはっきりしていれば、あまり細かいことまで考えないで行動する・・・。
ここまで練習するのかというほど練習した甲子園球児の自信、尊大な父佑夫氏の後ろ姿を追う姿勢が秋
葉さんの現在の根底を支えている気がしました。
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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