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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～    

良い季節になりました。 

神無月は自分が生まれた月であることと、日々空気が澄んでいて気候が過ごし

やすくとても好きな季節です。 

本日、無事 48 歳を迎えることができました。 

『男は 40 歳を過ぎたら自分の顔に責任を持たなければならない』とは、 

第 16 代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンが言った言葉です。 

顔は今まで生きてきた人生の考え方や性格、品性等々が少しずつ刻み込まれた

その人の履歴書であると私も思います。これは男女共通です。 

先に更迭となった田中法務大臣の顔はさすが暴力団とお付合いしてきたすごみのある顔でした。 

連続遺体遺棄容疑で逮捕されたＳ被告のフードから覗いた顔も負けじと憎悪の顔が漂っていました。 

これからは自分の顔が名刺代わり。 

良い顔つきになれるよう自分の内面も磨いていきたいと思います。 

                                          代表取締役 木戸 良樹
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山口さんは、さいたま起業家協議会の仲間で、社労士会大宮支部事務所のセキュリティのご紹介やご実

家のセキュリティ全般を弊社で請負っています。 

社労士会大宮支部やさいたま起業家協議会では理事としても活躍中です。 

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

さて、山口さんは㈱日本図書センターに勤務した後、社労士の資格を取得し、平成 13 年に勤務等社労士

として登録。2 年後の平成 15 年に社労士として独立・開業。 

さらに行政書士の資格も取得し、平成 18 年には行政書士としても開業します。 

埼玉県創業・ベンチャー支援センターの専門アドバイザーをはじめ、（財）さいたま市産業創造財団の専

門家登録やさいたま起業家協議会等における起業支援実績を生かし、中小企業の社会・労働保険の手

続きや労務管理、社内規定の整備、助成金に関する相談を得意とし、大手金融機関では年金相談も請

負っています。 

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

開業したばかりのころは、前職と違う業種で実務経験がなく、また

子どもも小さく家庭との両立も不安でしたが、周りの方の支援と良

いお客様に恵まれ今日に至っています。 

やや苦労する点は、社労士の業務も行政書士の業務も法改正が

頻繁に行われるために幅広く知識を習得していなければならない

点だそうです。 

やりがいを感じるのは、立ち上げたばかりの企業が大きくなるため

のお手伝いが出来ること。 

人を雇うときの労務管理をはじめ、経営者の良き相談相手として、法律に基づいて適切にアドバイスを行

います。 

顧問先に伺った際には、そこで働く社員の方たちの様子も確認します。 

社員の皆さんがやりがいを持って働いているか、また不満を持っていないかを肌で感じ取ります。 

通常、企業がある程度の人員になってくると労使関係において様々な問題が発生してきますが、山口さ

んの強みは顧問先において問題が発生する前に解決してしまうこと。 

これは顧問先の社長の皆様の質も高く、山口さんがアドバイスをしたことに対し真摯に受け入れ実行され

ているためです。現在まで、顧問先において労使間の大きなトラブルは皆無です。 

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

先々の目標は、自分と同じ視点・考え方を持つ従業員を育成し、人員を増やし迅速で丁寧な対応が出来

る事務所体制の強化。 

母親に小さい時から教えられた「実るほど頭を垂れる稲穂かな」の気持ちを忘れず、顧問先・行政・自社

の全てが納得する「三方よし」の理念を遂行し、社会に役立つオフィスづくりを目指しています。 

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

山口社会保険労務士・行政書士オフィス              http://www.sharoushi-net.com/ 

埼玉県さいたま市中央区上落合 2-3-2 mio新都心    Email yama-408@tbn.t-com.ne.jp 

電話 048-851-6933  FAX 048-859-0980 

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

山口恵美子様  9 月 14 日生  おとめ座          さいたま市 CSR推進会議委員 

埼玉県与野市（現さいたま市中央区）生まれ         趣味 （下手な）ゴルフ 

東洋大学大学院文学研究科修士課程修了          共著 「女性の年金」 MSS 出版 

明治大学大学院経営学研究科博士前期課程在学中    著作 「ぶぎんレポート」 「経営教育」に掲載 

お客様紹介  山口社会保険労務士・行政書士オフィス  山口 恵美子 様 

http://www.sharoushi-net.com/
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今月の良い話    「業即信仰」 米倉満 理容「米倉」社長 

私の祖父・「米倉近」が弱冠二十二歳で理容「米倉」を開業したのは大正七年のことでした。（中略） 

独立開業する際には、修業中に祖父の腕を見込んだ名士たちの後押しもあって、 

築地の精養軒ホテルの一角という一等地で開業。 

実際、店には日本画家の伊東深水氏、作曲家の山田耕筰（こうさく）氏や、陶芸家の川喜田半泥子（かわ

きた・はんでいし）氏をはじめ、個性溢れる一流のお客様が顔を連ねる理容店として賑わい、 

今日に至るまで多くの名士の方に親しまれてきました。 

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

その中には松下電器（現パナソニック）の創業者・松下幸之助氏もいらっしゃいましたが、 

かつて松下氏はほとんど容貌を気にされず、頭髪もぞんざいだったそうです。 

ある時、そんな松下氏と初めてお会いする機会があった祖父は、即座に 

「あなたはあなたの顔を粗末にしているがこれは商品を汚くしているのと同じだ。 

会社を代表するあなたがこんなことでは会社の商品も売れません。 

散髪のためだけに時間をつくるというような心掛けがなければ、とても大を成さない」 

と言い放ったといいますから大したものです。 

もちろん祖父の言葉に悪意は微塵もなく、むしろ自らの仕事に対する誇りから生まれたものといえるでし

ょう。 

仕事に打ち込む中でお客様を満足させたいという姿勢を貫いてきたからこそ、 

経営の神様に対しても思いの丈をぶつけることができたのだと思います。 

「誠にもっとも千万で、至言なるかな」 

と口にした松下氏は、祖父の言葉に意気を感じられたのでしょう。 

祖父との出会いを機に身だしなみにも気を使われるようになり、「米倉」をご贔屓くださるようになったので

す。（中略） 

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

「業即信仰」。 

祖父は今までの教訓をこの四文字に込めたのです。 

このことに関連して、世の中にある無数の業には、それ自体に良

し悪しがあるわけではなく、その業を行う者の人格のいかんによ

って良し悪しが決まる。 

それゆえに理容師は、理容の技術を磨き高めることはもちろん、 

教養を身につけ、お客様と誠実に相対する中で、理容師的人格

を高めることの大切さも訓えられました。 

また祖父は、日頃から 

「毎日が開業日」と口癖のように言っていたことを思い出します。 

店というのは古くなると惰性に流れだらしなくなるから、毎日が開業日のように新鮮な気持ちで場を清め

れば、自然と仕事に励む気分が湧き上がってくるというのです。 

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

理容「米倉」は四年前に創業九十周年を迎え、その間祖父の業に対する信仰心の如き思いは父、叔父を

経て四代目である私へと受け継がれてきました。 

業を高めることが、そのまま自己を高めることになる。 

これが理容師として、四十年間歩み続けてきた私の実感です。 

「業即信仰」という祖父の祈るような仕事に対する姿勢を胸に、 

理容師として生涯を全うできるようこれからも一途に歩み続けたいと思います。 

記事提供 到知出版社 
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■発生日時  平成 24 年 10 月 1 日（月） 00 時 19 分ごろ        ■発生場所  千葉県松戸市 

■事案内容  徒歩で現れた被疑者は、マンション敷地内を徘徊した後、スクーター式バイクのバッテリ

ーを窃取したもの。 

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

バイクはカバーが掛けられ、外見からはバイクの全容を把握するのは難しい。 

しかし被疑者は、カバーをめくることなく右下のバッテリーを窃取していることから、予めバッテリーに目

星を付けていたものと考えられる。 

ただし、バッテリーカバーのネジを外さず、プラスチック板を破壊して窃取していること、 

そして、窃取するまでに 4 分 45 秒も掛かっていることからプロによる手口ではない。 

 

 

 

一郎と二郎と三郎が海で遭難して無人島に漂着した。 

3人は島から容易には脱出出来ないことに気付き、生きていくのに必要な物を探しに各自島を探索しに行

った。3 人はそれぞれ食料になりそうな植物や狩りに使えそうな道具を持ち寄った。 

その際、長男の一郎は古ぼけたランプも見つけてきた。 

汚いランプを拭いていると、突然ランプから煙が出てきて見る間に魔神の姿になった。 

ランプの魔神は低い声でこう言った。 

「お前達の願いを一人一つだけ叶えてやろう。ただし同じ願いは許さん。言ったらそいつを食う。」 

一郎はとっさにこう言った。 

「家に帰りたい！」  

びゅ～ん！！ 一郎は家まで飛んでいった。 

二郎も家に帰りたかったが同じ願いは言えない。そして少し考えてこう言った。 

「家の風呂に入りたい」  

びゅ～ん！！ 二郎は家の風呂まで飛んでいった。 

最後に残された三郎も家に帰りたかったがやっぱり同じ願いは言えない。 

少し考えてこう言った。 

「二人に会いたい！」  

びゅ～ん！！ 一郎と二郎が戻ってきた。 

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

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？ 

今度年男になる時は還暦です。還暦になられた知り合いの諸先輩たちはとても若々しく皆さん良い顔立

ちをなさっています。その時の将来の自分自身がどのような顔つきになっているか今から楽しみです。 

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） 

プロ太の小話集   NO55   『願い事』 

事件ファイル NO55    バイクバッテリー盗 


