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面の皮が人一番厚いことを発揮した菅総理大臣。
この分野では歴代総理大臣の中でトップクラスかも・・・。
鳩山由紀夫氏との約束をまんまと反故し、不信任案を無事否決させました。
ここまで来ると逆にある意味凄さを感じさせます。
さて、近年の政治家を始めとした公の方々は『公』が始まりでなく、『個』が先に来ている
ようです。
自分さえ良ければ、自分の会社さえ良ければそれで良い・・・。これってみんなだれでも・・・？
いいえ、何かおかしくないですか？違和感を感じないでしょうか？やりがいがあるのでしょうか？
人様のお役に立ってこその働きがいって、とても充実感や満足感がありますよね！
今回の震災は、多大な数の方々へ非痛で悲しい思いをさせています。
しかし、今こそ昔、日本人が持っていた素晴らしい精神を取り戻す時に来ていると思います。
美しい日本、素晴らしい日本を今こそ私たち年代の者たちが率先して行動しなければなりません。
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お客様紹介

カヲル興業㈱
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代表取締役

秋元 浩 様

秋元浩さんは、千葉東法人会青年部会でお世話になり、
ご自宅のホームセキュリティのお客様です。
2005 年から 2 年間部会長を務められ、一本気で曲がった
ことが大嫌いな性格から会員からの信頼度は絶大です。
私の兄と同学年であることからもいつも『アニキ、アニキ』
と親しく呼ばせてもらっています。
この 3 月で 50 歳となり、青年部会は無事卒業されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カヲル興業㈱は昭和 28 年 8 月に今は亡き父カヲルさんが㈲カヲル塗装店として創業され、
翌 11 月には現在の社名に組織変更されます。
カヲルさんは昭和 32 年に『秋元建設』を立上げ、カヲル興業は奥さんに会社を任せます。
その後、秋元建設は業績をもの凄い勢いで上げて行き、昭和 48 年にはカヲルビルを新築。
とうとう県内で 4 本の指に入るまで拡大しましたが、バブルの到来で秋元建設は倒産。
浩さんがカヲル興業の代表取締役になる際、銀行から秋元建設の抵当権が設定されているカヲルビルを
競売にかけるか、1 億数千万円の借金を引継ぐかの 2 者選択を迫られ後者を選択します。
父親を悪者にはしたくないという一心からの選択でした。以後は、マイナスからのスタートとなります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カヲル興業は、建設工事・塗装販売・ペイントショップの 3 つが事業の柱となります。
塗料と一口に言っても、自動車用・木工建築用・工業建築用とさまざまな種類があり、それぞれに専門知
識が必要となり、通常の塗装店は専門分野のみで事業を行っており、カヲル興業の幅の広さが伺えま
す。
リフォーム等で現在と同じ色の塗料の配合（専門用語で調色という）は熟練の腕のいい職人にしかできま
せんでしたが、平成 15 年には数百万円をかけ CCM 自動調色設備を導入し効率化も図っています。
塗装で一番時間をかけるところは、女性の化粧と同じで下地の仕上げだそうです。
仕上げをしっかりしておかないと、数年で塗装がだめになり、年数が経ち初めて仕事の差が出てくると言
います。
仕上げの手間を省いて金額を安くするところは、結局は早く塗料がダメになり、早期の塗り直しにより結
局高くついてしまうそうですのでご注意を・・・。
今後は、60 歳までの 10 年で借金を完済し、それぞれの事業部を独立させ、若い社員たちが安心して仕
事ができる体制作りを目指しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【秋元 浩 様】
1961 年 3 月生まれ
千葉経済短期大学卒
1997 年 36 歳の時、カヲル興業㈱代表取締役就任し現在に至る
2005-07 年千葉東法人会青年部会部会長
千葉経済大学附属高等学校同窓会副会長
千葉神社祭礼保存会会長
【カヲル興業株式会社】

http://paint-k.co.jp

千葉市中央区院内 2-14-1（千葉神社前）

電話 043-222-4060

建築工事事業部

（新築・増改築・リフォーム、建築塗装工事・防水工事）

塗装販売事業部

（自動車補修用塗料業販、建築用塗料業販、塗装用副資材・用品・工具）

ペイントショップ事業部

（各種塗料調色小売、塗料塗装用品小売、塗料・塗装相談）
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私はこうして時間を使う

渡部昇一 上智大学名誉教授

（一つのことを長くやり続ける秘訣とは）
結局、意志力です。意志は使えば使うほど強くなります。
でね、続け難くなったらね、つらいから二、三日休もうかと、あらかじめ、
ちゃんと認めて休んだらいいですね。
毎日五時に起きるのが三か月も続いた。つらい。
ちょっとこの辺で休みたいなと思ったら意識的にここから三日間は朝寝する
ぞ、と自分に宣する。
そういうのをもうけてもいいと思う。
しかし、ここで大事なのは三日後には必ず、また始めることです。
一回やめたとたんに、二度と戻らない人がいる。
これではだめです。何度も戻らなくては。
そうすると、そのうち、それがだんだん、自分のライフスタイルになっていく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それから、ひとつのことをやり続けるのに、小さな時間を生かすことも考えよ、といいたいですね。
ぼく自身の話をすると、四十代になって、ものすごく肩がこるようになった。
それに心臓が痛くなったりね。
で、これはいかんと思って、毎朝、五分から十分ほどヨガもどきの体操を始めたら、そのうち、肩凝りは
ウソのように消えたのみならず、ここ数年、風邪一つひかない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時間の話をしたついでにいえば、ぼくは時間というのを大きい時間と小さい時間に分けています。
小さい時間でできることは、いまの体操とか、単語を勉強するとか、週刊誌を読むとかです。
こういうのは長い時間があると、逆にできない。
三時間単語を読む。
三時間週刊誌を読むなんてのはバカな話ですよ。
小さい五分とか十分をそういうものに当てればいいんです。
逆にものを書くとか、まとまったことをやる場合には、やはり、エンドレスにしておくことです。
例えば夜の十時から書き始めるでしょう。
それで、まぁ、朝の五時までやって八時間、誰にも邪魔されない時間があるわけです。
疲れて途中でコーヒー飲んでもいいし、参考書をめくっているうちに、それを多少、読みふけったりする
時間がある。
そういうエンドレスの時間を持つと、意外に長い原稿もまとまる。
これをやらないで小刻みの時間で原稿を書こうというのは、
書ける人もいるだろうが、ぼくはとらないです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、きょうみたいに出かけてくるときにも、一応時間の配分を考える。
三十分くらい座れる電車の中では原書の小説を読むわけです。
小説は机に向かって読むのは惜しい。
しかし、おもしろいし、勉強になるし、読んで栄養になるから、これを読むのはそういう時間に当てる。
それから、これは古英語の詩集です。
これは立っているときとか、二十分も座れない短時間のときにね、これを五行でも六行でも読む。
まあ、カバンの中に、いろいろな仕掛けを持っているわけです。
そういう五分、十分の蓄積がね、けっこう大きな実りをもたらすのです。
（記事提供 到知出版社）
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事件ファイル

強

盗

近年強盗が増加していると何かしらの新聞に載っていましたが、発生数のピークは平成 15 年の 7,664 件
であり、当時と比較すると平成 21 年は 4,512 件と約 41％も減少しています。
四大凶悪事件は、殺人・強盗・放火・強姦になりますが、気になるのは平成 20 年の 4,278 件より 5%程度
ですが強盗のみが上昇した点です。これから一層の増加が懸念されますので特に注視していきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、大手牛丼店の深夜体制とレジの特徴により強盗被害が大きく偏っているようです。
【S 家】
深夜は一人体制。カウンター内部に出入自由。出入り口近くにレジを設置し一箇所のみ。
多額の現金をレジに溜め込む。（一度の被害額は数十万円単位に及ぶ）
【Y 家】
深夜は２人体制。カウンターを飛び越えないと内部に入れない。
分散レジで強盗にとっては回収がやや困難。
【M 屋】
券売機による鉄壁の防御。強盗が来たらすぐ逃げる指導。

今 月 の 日 本 語 講 座

～ 『 合 せ る と 併 せ る 』 ～

問題：下記の【 】は、どちらが正しいでしょうか？
Ａ：新年のお慶びを申し上げ、【合わせて】皆様のご健勝をお祈りいたします。
Ｂ：新年のお慶びを申し上げ、【併せて 】皆様のご健勝をお祈りいたします。
答え：B
違いを分かり易く覚えるために、それぞれの意味を理解しましょう。
『合せる』＝『一致』
『併せる』＝『一緒』

２つのものを一致させる、同じに揃える意味。
２つ以上のものを一緒にする意味。付け加える時にも用いる。

例：
手と手を合わせる。調子を合せる。力を合せる。スーツを体に合せる。時計の針を合せる。
A 社と B 社を併せて C 社をつくる。２つの問題を併せて考える。併せて健康を祈る。

プロ太の小話集

NO 39

サーカスの目玉であるライオンショーが始まった。
ライオン使いは、豊かな金髪にまっ白い肌、大きな目がキラキラと輝くものすごい美人。
彼女がムチを打つと獰猛なライオンも子羊のようにおとなしくなって、
彼女のかわいらしい舌の上にのった角砂糖をなめる。
観客はみな感心して眺めていたが、ただ一人、叫んだ男がいる。
「あんなこと、オレだってできらぁ」
ざわめく会場。するとサーカス支配人が怒って、
「じゃあ、旦那！ここへ来てひとつ試しにやってもらおうじゃないですか！！」
するとその男。
「よし来た。それじゃライオンを檻にしまってくれ。そしたらオレがライオンと同じことをやって見せるから。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
弊社ホームページですが、若干リニューアルしましたので良かったらご覧になって下さい。
さて、牛丼では 1 人勝ちの S 家。余分な費用を掛けない割りきりからも高い収益を上げています。
従業員は、現時点では怪我人はでていないけれど、常に強盗の危険にさらされ大丈夫なのかな？
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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