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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          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/ 

（公益社団法人）      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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（公益財団法人）       アイメイト協会（盲導犬育成）         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/  

2012 年（平成 24 年） 11 月 18日（土）              新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 12：00 試合開始 12：30 

WRESTLING DREAMERS  ～トリオ王座決定トーナメント～    

高度成長以降、日本人は癌による死亡が 1 位を占めています。 

欧米風の食生活の変化が第一の原因と言われていますが、果たしてそうでしょうか？ 

こんなにも物質が豊かな社会において、その社会生活や個人生活において様々なストレスを抱え、人に

対するひがみ、ねたみ、悪口を言ったり、思ったり・・・。 

このことが体内に悪玉成分が細胞に蓄積されて癌になっている要素があると個人的には思います。 

素直に国家を初め、自分の先祖や家族、そしてお客様や仕入先に対し、日々感謝の心と素直な気持ちを

持って過ごし、たまに嫌なことが起きた際は、自分の徳が間に合わないからと自己反省すれば、嫌なこと

はそんなに蓄積されることはありません。 

遺伝性を除き、癌や重い病気になられる方は、心がすさみ、悪い気が体内に蓄積された結果だと感じて

います。 

健康で長生きをしたい方は、自身の置かれている立場に日々感謝し過ごされると良いと思慮します。 

精神面での心の充実が病気にならない長生きの秘訣だと思います。 

                                          代表取締役 木戸 良樹
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大友さんは、弊社でも大変お世話になっている読売センターあすみが丘（千葉市緑区）の川端所長のとこ

ろで高校卒業の平成 4 年から 18 年間修行を積みました。 

川端所長に仕込まれた実直な仕事ぶりが読売本社ご担当の方の目に留まり、平成 22年 5月に独立を果

たします。その際、店舗の機械警備を導入してもらいました。 

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

宮城県の高校を卒業後、東京に出てきた大友さんは、当時、川端さんが所長を務める世田谷の下馬の

販売所へ就職します。 

川端さんも小川さんという師匠から独立しました。 

このグループの方たちは、決して仕事に妥協することなく確実に実績を上げていくことが業界内で有名で

す。師弟関係から良い人材をたくさん輩出しています。 

自分の店から若い人材を独立させることができて初めて『一人前』と言われている所以なのです。 

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

そんな大友さんも川端所長から叩き込まれたのは仕事ぶり

のほかに『人を大切にしなさい』という教え・・・。 

社員には、「給料を支払っているけれど、会社を助けてくれ

ている」という感謝の気持ちを決して忘れません。 

「お金は人は生まないが、人はお金も生む。」 

読売センター東大宮の社員数は約 40 名。 

特徴は、他の販売店より若いスタッフ（特に女性）が多いそ

うです。 

「より快適に新聞をご購読いただくには？」 

「ご愛読の感謝を込めたサービス企画を行いたい」 

「必要で便利な喜ばれるサービスは何か？」 

など、ご愛読者の皆様の立場になって若いスタッフ同士で知恵を絞り、活発に意見交換をしています。 

また、そんな若いスタッフたちの悩み事を丁寧に聞き、自分なりにアドバイスをすることを心掛けています。

お店を引き継いでから辞めた社員は 1 人もいないそうです。 

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

大友所長の次の目標は、しっかりとした経営基盤を作り上げ、自分の店から新たな所長を独立させるこ

と。 

このグループのＤＮＡは脈々と引き継がれているようです。 

（注）所長とは販売店を運営する権利を持った経営者のこと。 

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

株式会社 EAST                                

埼玉県さいたま市見沼区東大宮 2-2-10           

電話 048-666-4550  FAX 048-652-3280   

http://yc-higashiomiya.com/ 

 

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

大友弘之様 

昭和 48 年 2 月生まれ 

宮城県名取市出身 

趣味は愛犬カルビとサクラとの散歩 

お客様紹介   読売センター東大宮  大友 弘之  様 

http://yc-higashiomiya.com/
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今月の良い話     「真実の言葉」 

「娘の霊にささぐ」という一文がある。 

東京家庭教育研究所を創設した小林謙策氏（故人）の記したものである。 

小林さんが家庭における子どもの教育がいかに大切かを身にしみて感じたのは昭和３０年６月、 

ただ一人の娘に突然、自殺されたときからである。 

小林さんは長野で中学校の校長をしていた。 

人さまの大切な子どもをあずかって教育しなければならないという立場の者が、 

自分の娘の教育さえ満足にできなかったのはなぜか。 

１９年間の娘に対する教育のどこが間違っていたのか。 

平和で楽しかったはずの家庭に突然おそった悲しみ、苦しみが厳しく小林さんを反省させた。 

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

「私は家庭における子どもの育て方に大変な間違いを犯しておりました」と小林さんはいう。 

自身が勝気で負けず嫌いだったから、娘に対しても、小さい時から「えらくなれ」と言って育ててきた。 

大きくなると、さらにその上に「人よりえらくなれ」といった。 

「娘は小学校、中学校、高等学校までは、自分の思い通りに伸びていったが、 

東京の大学に行ってからは、そうはいきませんでした。 

あらゆる努力をしても、自分よりすぐれているものが幾多あることを知ったとき、もはやわが人生はこれま

でと、生きる望みを失い、新宿発小田原行の急行電車に投身自殺をしてしまったのです」 

遺された手紙には 

「両親の期待に沿うことができなくなりました。人生を逃避することは卑怯ですが、 

いまの私にはこれよりほかに道はありません」 

と書かれ、さらに、 

「お母さん、ほんとうにお世話さまでした。いま私はお母さんに一目会いたい。お母さんの胸に飛びつきた

い。お母さん、さようなら」と書いてあった。 

「それを読んだ妻は気も狂わんばかりに子どもの名前を呼び続け、たとえ１時間でもよい、この手で看病

してやりたかった──と泣きわめくのでした」 

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

小林さんはいう。 

考えてみれば、子どもは順調に成長してゆけば、誰でも「えらくなりたい」と思うもの。 

這えば立ちたくなり、立てば歩きたくなり、歩けば飛びたくなる。これが子どもの自然の姿だ。 

子どもは無限の可能性を持って伸びよう伸びようとしている。 

「それなのに自分は愚かにも娘に『人よりえらくなれ』といい続けてきた。 

『自分の最善をつくしなさい』だけで、娘は十分伸びることができたはずです。 

私は娘の死によって、家庭教育の重要性を痛感いたしました」 

以後の人生を小林さんは家庭教育の探究と普及に捧げる人生を生きられ、平成元年に亡くなられた。 

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

自分の最善をつくしなさい 

──小林さんが一人娘の自殺という悲しみのどん底で見つけた真実の言葉。 

その言葉こそ、人を育てる要諦の言葉である。 

その言葉をいま、自らの人生を懸命に生きているすべての人に贈りたいと思う。 

坂村真民さんの詩がある。 

「小さい花でいいのだ 人にほめられるような大きな美しい花ではなく だれからも足をとめて見られなくて

もいい 本当の自分自身の花を咲かせたらいいのだ それを神さま仏さまに見てもらえればいいのだ」 

記事提供 到知出版社 



      Ｋ－ＰＵＲＯ社是  ：  お客様の満足度  道徳経済一体型思想 

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー   誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔 

 

 

 

■発生日時  平成 24 年 9 月 8 日（土） 15 時 40 分ごろ            

■発生場所  千葉県松戸市 

■事案内容  消防隊員等が緊急時に扉を開錠するために設けられている緊急開錠用の通用口プレ

ートを住人の子どもが誤って割ってしまう。（写真左） 

写真右は友達がフェンスをよじ登って建物内に入る様子。（子どもはこんな風に良くよじ登ります） 

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

■対応策   オートロック式のマンションの場合、エントランスには

必ず消防用侵入開錠ボタンが設置されており、非常時にはそこから

ボタンを開錠し、建物内へ入ってきます。 

このマンションの場合、各通用口に開錠用プレートが設置されており、

防犯面からみると好ましくありません。 

他のマンションではこのような破壊プレートのある扉の形状はなく、

防犯面を強化し、消防法上は問題ないと思慮しますので、破壊ので

きない鉄板等のプレートへ変更されることをお勧めいたします。 

 

 

 

いいですか、タバコは辞められるんです！ 要は意志の問題なんです！ 

あなたもいい大人なんだから、タバコが健康に悪いことはご存知でしょう？ 

長生きしたいでしょう？ 私はタバコなんて吸ったこともありませんよ・・・ 

いいですか！ コントロールです！ コントロール！ 自分をコントロールするんです！ 

自分の意志の弱さに負けて恥ずかしくないんですか！ 

と、散々私を説教した挙句、その太った医者は部屋を出て行った。 

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

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？ 

今月 18 日に副鼻腔炎の手術を千葉市の「サージセンターちば」で行いました。 

ここの「遊座先生」はとても優秀なのでお勧めします。（ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命佐々木高治さん紹介） 

全身麻酔による手術のため、万が一目が覚めなかった場合も想定して、家族には葬儀の手配先や連絡

する方の一覧を渡しておきました。整理するのに結構多岐にわたります。 

最近、「終活」という言葉も出てきていますが、万が一の場合、家族になるべく負担をかけないよう日ごろ

から準備しておくことも大切だと実感しました。 

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） 

プロ太の小話集   NO54   『コントロール』 

事件ファイル NO54    緊急開錠用プレート破損 


