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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        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 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 所 属 加 盟 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    （RID2770）川口モーニングロータリークラブ          http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/ 

（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/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 協 賛 応 援 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（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） 11 月 19日（土）             WRESTLING DREAMERS  GP 2011 準決勝 

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00      

VOLVO東邦オート様 CM ビデオ上映中   

昨日、プロ野球ドラフト会議において読売巨人軍が早々に指名していた東海大学の菅野投手が日本ハム

へ交渉権を横取りされました。 

日本ハムは菅野投手へ事前の挨拶もなく、いきなり指名されたらしく『寝耳に水』だったようです。 

巨人は今までもドラフトで物議を醸し出す騒動を頻繁に行ってきました。 

一番の被害者は巨人に入れることを全く疑わず当日を迎えた菅野投手です。 

希望を持った前途ある若者を大人のエゴで打ち砕くドラフト会議の在り方は今後改善する余地が多々あ

るように思います。 

巨人が今まで行ってきたことに対する『因果応報』。それが原監督の身内で起きてしまいました。 

昭和 38年に起きた吉展ちゃん誘拐殺人事件では、吉展ちゃんと犯人の家系を調べたところ共に 6代前に

家が隣同士であり、境界線の問題でもめていたことが判っています。相互のトラブルで子孫へ畏根を残す

ことのないよう協調性を持ち、決してエゴを出すことのないよう『慈悲寛大自己反省』の精神を持って生き

て行きたいものです。                              代表取締役  木戸 良樹

http://eyemateway.exblog.jp/
http://www.k-puro.co.jp/
http://www.saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.moralogy.jp/
http://blog.livedoor.jp/wdream1/
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埼玉県社会保険労務士会大宮支部は、県内で初めて単独

で支部事務所をこの 4 月に設立しました。 

今までは支部長の事務所を兼用で支部として使用してきた

経緯があり、今回単独事務所の設立は画期的な試みとな

ります。 

そこで、役員を務める友人の山口恵美子先生からの紹介

により機械警備のご契約を頂戴しました。 

（写真 手前右：大久保支部長 手前左：張本副支部長 

上左：山口理事） 

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

埼玉県内において社会保険労務士（以下：社労士）の数は 1,700 名にのぼり、大宮支部においては約 2

割の 350 名を抱える県内中心支部となります。 

社労士の仕事とは、一言で言えば企業と労働者の間を取り持ち、労使間でトラブルが発生しないよう従業

員が働きやすいよう法律に則り経営者をサポートする役割です。 

そのほか、就業規則の作成、年金の手続きや相談、給与管理、助成金、職場の安全衛生に関すること、

起業家へのコンサル業務等々、関係する法律は 63 にも及びその業務は非常に多岐に渡ります。 

近年の非正規社員の雇用のように雇用体制は激変し、さらに複雑化する中でその役割は重要になって

います。 

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

社労士事務所は、まだまだ自宅において１人で業務を行っている場合が多く、情報量は限られ、得意分

野、不得意分野の差が表れます。 

大久保支部長の考えとして、第一として『倫理綱領等の原理原則』の遵守を掲げられます。 

『我々の事業とは何か、如何にあるべきか』を的確に認識してもらうこと。 

知識人である前に正しい人間であることが重要であると・・・。 

また、専門分野に強いそれぞれの労務士達がチームを組み、お互いの長所を伸ばす事務所作りを強化

していくこともこれからの社労士事務所のあり方として視野に入れられています。 

そのために毎月 1 回、支部で『定例会』を開き、情報提供はもちろんのこと、会員それぞれのコミュニティ

の場として支部事務所を利用してもらうよう働きかけます。 

新人社労士の説明会では、5人いれば 5人を呼んでくれるからと自分の信者を多く創りなさいともアドバイ

スをされています。 

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

最後に大久保支部長が起業される方へヒアリングを行う際に確認する 5 つの事項をお聞きしました。 

一  得意な事かどうか 

一  やりたい事かどうか 

一  家族の応援があるかどうか 

一  資金に責任が持てるかどうか 

一  世の中にとって正しいことかどうか 

この中で 1 つでも×があれば起業は成功しないため、決してお勧めしないそうです。 

経験豊富でバイタリティのある支部長のもと、これからの大宮支部が非常に楽しみです。 

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

埼玉県社会保険労務士会 大宮支部 

埼玉県さいたま市北区宮原町 4-15-6 第 2 斉藤ビル 201 号      http://www.sr-omiya.net/         

TEL 048-856-9564            FAX 048-856-9565       e-mail sr-omiya@kyi.biglobe.ne.jp 

http://www.sr-omiya.net/
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叩かれ、踏みつけられた思いは私にもありますが、 

私の場合はどんなことでも割合簡単に譲るようにしてきました。 

人が一歩踏み込んできたら 

「いいですよ」と引く。 

すると相手は甘く見てどんどん踏み込んできますが、私はどんどん引く。 

しかしそれがある一線に達して、 

私が「ほい、待った」と言ったときはもう一歩も譲りません。 

一歩も譲らないのは私個人の利害からではありません。 

これを譲ったら社員が幸せにならないとか、社会が良くならない、 

あるいは相手にもよくないと思ったら絶対に譲りません。 

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

量販店との取り引きをやめたのもそうですが、相手が暴力団でも譲らずにやってきました。 

大勢のやくざに一昼夜以上監禁されて 

「金額が記入していない白地小切手を会社から届けさせろ」 

と脅されたこともありました。 

小切手にどれほどの金額を書き込まれるかわかりませんから、断じて譲りませんでした。 

そのときは着ている洋服をカミソリでずたずたに切られて家に戻ったものです。 

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

中国の言葉に 

「睡面自乾（すいめんじかん）」 

というのがあります。 

喧嘩がめっぽう強い青年に、村の長老が 

「世の中には強い人間がたくさんいるから、 

これからは我慢して喧嘩はするな」 

と諭しました。 

 「どのくらい我慢すればいいですか」 

と尋ねた青年に、 

 「たとえ顔につばきを引っかけられても我慢する。それも拭ったりせず、自然と乾くまでほっておけ」 

 と長老は答えました。 

それがこの四文字の意味です。 

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

私は喧嘩が強いというわけではないですが、人生において何度も、この言葉を思い出して我慢をして

きました。 

仕事も人生も大切なことは、 

「いかに将来良いことを、いまやるか」 

ということに尽きます。 

歴史を見ましても、人間、企業、国家がいま良くて将来も良かったということはありません。 

いまが悪くて将来良くなる、あるいは、いまが良くて将来悪くなるというのが歴史を見てわかる方程式

です。 

ところが、日本ではいま、良いことばっかりを狙っていますから、これでは将来は悪くなるばかりです。 

そうではなく、いまは苦しくても将来良くなるであろうことを願ってやっていく。 

これが人生にも仕事にも共通する大事な心構えだと思います。 

 （記事提供 到知出版社） 
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場 所  千葉県千葉市若葉区 

内 容  廃品回収車での部品盗 

      廃品回収車（共に軽トラック使用）で乗付け、 

搬送用ローラーや電気工事業から出る線材を盗難する事例が多発している。 

 

事例 1 

 

 

 

 

 

 

事例 2 

 

 

 

 

 

 

事例 1 は、新聞店敷地内に置いてある荷物搬送用ローラーを勝手に持ち出している。 

事例 2 は、エアコン工事で出る配線廃材等を 2 カ月に 1 回溜まったころを見計らって盗みに来ている。 

この場合、前回被害後に防犯カメラを設置したため、カメラ向きを若干変えられただけで未遂に終わる。 

＊犯人逮捕にご協力下さい。事例 2 の車種はマツダ・ポーターキャブトラック・白に注意。 

男が劇場内で自分の席についた。 

だが、彼の席はステージから遠く離れている。 

そこで彼は案内係を呼んで、こうささやいた。 

「この芝居はミステリーなんだ。ぜひとも間近で見たい。 

だから、もっと良い席に移してくれないかな。チップは沢山あげるからさ」 

 

それを聞いた案内係、ほくほく顔で男を前から 2 列目の席へと案内した。 

しかし席に着くと男は、案内係に 100 円硬貨を一枚だけ渡した。 

案内係はチップをポケットに入れると、男に身を寄せてこうささやいた。 

「妻が犯人ですよ・・」 

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

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？ 

先の読売新聞手記に『人間は誕生日後に死亡率が高くなる』という記事が掲載されていました。 

46％が誕生日から 3 ヶ月以内に死亡し、誕生日前の 3 ヶ月に死亡した人はわずか 8％であったとか。 

誕生日を迎えて、ひとつ歳を超えると安度からぽっくり行ってしまうようです。 

人間って何事も脳から発生する精神力次第でどうにかなるように感じる今日この頃です。 

      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） 


