都市防犯プランニング社

社是：お客様の満足度

2011 年 （平成 23 年） 9 月 30 日（金）

NO 42 号

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル

TEL 043－243－6110

■千葉 支店■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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弊社独自のセキュリティプランニングにＳＥＣＯＭ・ＡＬＳＯＫ・CSP 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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2011 年（平成 23 年） 10 月 12 日（水）

WRESTLING DREAMERS

GP1 回戦

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：30 試合開始 19:30
VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中

日本が世界に誇る逸材、イチロー選手のメジャー11 年目はとうとう 184 安打で終了しました。
連続 200 本安打達成がメジャー10 年で途切れたことになります。
残念なことですが、イチロー選手も 10 月 22 日で 38 歳・・・。
年齢による体力低下や視力の衰えが盛んに言われてきましたが、本当の要因は近年大リーグで多くのピ
ッチャーが投げ始めた『カットボール』が最大の難敵となったようです。
大リーグの平均防御率が過去 10 年 4.42 から今期は 3.93 と投高打低となり、日本のプロ野球も今期から
統一球の使用により 3 割バッターが大きく減り同じく投高打低状態。
マリナーズとの契約はもう 1 年あるようですので、こうなったらイチロー選手には来季は全打席ホームラン
を狙ってもらい、大リーグでホームラン王争いをして欲しいなと密かに願っています。
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京楽産業.様は名古屋市天白区に本社を置くパチンコ遊技機メーカーです。
ロゴマークの

には、『もっと驚きを（モアサプライズ）』という意味がこめられています。

アニメーションや特撮、人気ドラマや映画等の幅広い認知度を持つ作品をテーマにしたパチンコ台製造に
力をいれており、その機種に対する人気は非常に高いものがあります。
直営ホールのある『SUNSHINE SAKAE』は、ショッピング施設やレストラン、さらにはシースルー観覧車ま
で併設されているため、名古屋市中心街での待ち合わせスポットとしてよく利用されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
京楽産業.様は ALSOK 時代からのお客さまで、東京ビルおよびつくば支店の新築工事の際に担当し
セキュリティシステムを導入していただきました。
独立して K-PURO を立ち上げた後も静岡支店の新築工事を請負わせていただきました。
社員の方々はみなさんとても活き活きと仕事をされ、関係業者に対しても温かく接していただき、
とても豊かな社風を感じます。これはどの支店においても共通する雰囲気です。
人を大切にする社風こそ、京楽産業.様が近年飛躍的に発展してきた源だと感じます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

本

社

東京支店

愛知県名古屋市天白区中砂町 185
東京都千代田区外神田 3-2-1

つくば支店 茨城県つくば市竹園 2-17-5
静岡支店

静岡県静岡市駿河区中田 3-11-32

他、札幌、名古屋、金沢、大阪、九州、熊本支店、新潟営業所
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～井深さんが都庁で講演会をなさった時のお話～
井深さんは１時間程リーダーシップの話をされましたが、私（はとバスの社長）にはよく分からなかった。
すると終了後に、ある女性が手を挙げて
「失礼ですが、いまのお話はよく分かりませんでした。
私のような主婦にでも分かるように話をしてくれませんか」と言ったんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
司会者は大慌てでしたが、さすがは井深さんですね。
ニコッと笑って、こんなお話をされました。
「ソニーの社長時代、最新鋭の設備を備えた厚木工場ができ、
世界中から大勢の見学者が来られました。しかし一番の問題だったのが便所の落書きです。
会社の恥だからと工場長にやめさせるよう指示を出し、工場長も徹底して通知を出した。
それでも一向になくならない。そのうちに
『落書きをするな』という落書きまで出て、私もしょうがないかなと諦めていた。
するとしばらくして工場長から電話があり
『落書きがなくなりました』と言うんです。
『どうしたんだ？』と尋ねると、
『実はパートで来てもらっている便所掃除のおばさんが、蒲鉾（かまぼこ）の板２、３枚に、
落書きをしないでください
ここは私の神聖な職場です
と書いて便所に張ったんです。
それでピタッとなくなりました』と言いました」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
井深さんは続けて
「この落書きの件について私も工場長もリーダーシップをとれなかった。パートのおばさんに負けました。
その時に、リーダーシップとは上から下への指導力、統率力だと考えていましたが、誤りだと分かったん
です。以来私はリーダーシップを “影響力”と言うようにしました」と言われたんです。
リーダーシップとは上から下への指導力、統率力が基本にある、それは否定しません。
けれども自分を中心として、上司、部下、同僚、関係団体……
その矢印の向きは常に上下左右なんです。
だから上司を動かせない人に部下を動かすことはできません。
上司を動かせる人であって、初めて部下を動かすことができ、同僚や関係団体を動かせる人であって、
初めて物事を動かすことができるんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
よきリーダーとはよきコミュニケーターであり、人を動かす影響力を持った人を言うのではないでしょうか。
リーダーシップとは時と場合によって様々に変化していく。
固定的なものではありません。
戦場においては時に中隊長よりも、下士官のほうが力を持つことがある。
ヘッドシップとリーダーシップは別ものです。
あの便所においてはパートのおばさんこそがリーダーだった。
そうやって自分が望む方向へ、相手の態度なり行動なりが変容することによっ
て初めてリーダーシップが成り立つのです。
（記事提供 到知出版社）
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日 時

平成 23 年 9 月 28 日（水）01 時 29 分

場 所

千葉県船橋市

内 容

マンションエントランスホール強化ガラス損壊事案

詳 細

エントランスホールの強化ガラス（H2030*W1550*D8mｍ）に突然ヒビが入り、
その 6 時間後に自然損壊したもの。

（左：正常な状態
原 因

中央：破損した状態

右：完全に損壊した状態）

①震災時の影響における建物等の歪みからくるガラスへの継続圧力による負荷破損
②9 月 21 日の台風 15 号による飛び石等によるガラスの亀裂からきた影響
③人為的による投石等による破壊行為

まとめ

原因は上記 3 件が考えらますが、破損時に建物周囲に
人がいた面影は他カメラからも確認できず、
はっきりとした原因判別は不明です。
しかし、原因が①の震災による建物の歪みによる圧力に
おいてガラス面に負荷がかかり破損したとなれば、
このような震災による影響は今後も随所で散見されること
が予想されます。

とある男がハエに芸を仕込んだ。
そのハエは賢く、ありとあらゆる芸を覚え、一攫千金も確実と思われた。
男はハエを見せるために、とある酒場へ向かい、
マスターの前でハエの芸を見せる事にした。
「おい、マスター。このハエをみな！」
マスターはハエを見ると
「おっと、申し訳ありません。旦那・・」
…とたたきつぶした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
民主党小沢元代表の秘書 3 名が、26 日東京地裁において執行猶予付の有罪判決が言い渡されました。
物的証拠のない状況での判決に懐疑的心境ですが、秘書 3 名は即刻東京高裁へ控訴しました。
結局、高裁では逆転無罪となる可能性が大と見ていますが、こうしてしぶとい小沢さんでも蛇の生殺しの
ように権力や地位、力を奪われ政治生命を断たれていくように感じます。
権力・地位・エゴ・嫉みよりも人のために自身がやらなければいけないことは目の前にあると思います。
事業で成功し裕福になったとしても、晩年に汚名を期される方はいつの時代でも数多く存在します。
それよりも間違った事は決して行わず、お天道様に恥ずかしくない人生の成功者になりたいと思います。
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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