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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/  

2013 年（平成 25 年） 2 月 3 日（日）             新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 12：00 試合開始 12：30 

WRESTLING DREAMERS  ～初代王座決定トーナメント開幕戦～    

自民党の圧勝に終わった先の衆議院選挙。 

自民党総裁の安倍晋三氏が 96 代の内閣総理大臣に
返り咲きました。 

谷垣さんが総裁のままだったらこんなに勝てなかった
かも知れません。 

選挙後の安倍総理の行動はスピード感がありました。 

発表された内閣の布陣もベテランから若手まで実に適所に配しており大いに期待が持てます。 

地元川口市からも男前の新藤義孝さんが初の大臣として起用されました。 

千葉からも知人の松野博一さんが副大臣、門山宏哲さんが比例区で初当選と勢いに乗っています。 

やはり自民党は安定感と安心感がありますね。被災地の復興もだいぶ進むものと思慮します。 

浮足立った日本の再生の舵取りに期待しましょう。 

   代表取締役 木戸 良樹
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「むさしの聖地永久の郷」は、本年 11 月 3 日にオープンした 1654 の区画を誇る大規模霊園です。 

浦和インターチェンジやさいたまスタジアム 2002 が近くにあり、自然豊かな緑に囲まれ、霊園と言うよりも

公園というイメージ。弊社において機械警備と AED を設置しています。 

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

霊園墓地は宗教法人しか設立の許認可が下りず、なかでは遠方の

宗教法人が名義を貸し、別会社が管理運営をしていてトラブルが発

生しているところも散見されます。 

「むさしの聖地永久の郷」の場合は、宗教法人妙宣寺様が直接、管

理運営をされているので安心です。 

霊園からお寺まで車で 10 分という近さです。 

責任者の山口泰道さんは、こちらの公園墓地を管理されるお坊さん

です。妙宣寺のご住職は人生の恩師でもあり、ロータリークラブの先

輩で以前ご登場いただいた山口宣道さん。泰道さんはその二男にあたります。 

お寺の直接運営、この点が他の霊園と違う一番の差別化となっています。 

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

「むさしの聖地永久の郷」の９つのおすすめポイントをご紹介します。 

■宗教不問              ■遺骨の有無不問 

■寄付金等一切不要        ■施設充実（休憩ロビーあり） 

■大型駐車場完備（84 台）     ■全区画平坦・バリアフリー設計 

■自然豊かな好環境        ■安心の管理体制 

■永代使用料および年間管理料が周囲と比較し安価 

泰道さんは、法事や葬儀がない限りこちらに常駐しています。 

どのような方に利用して欲しいかとの問いに以下のように答えられました。 

「特に若い方々に利用して欲しいんです。若い方の仏教ばなれが深刻で、葬儀もしないで火葬をしてしま

うというケースも見受けられます。人を殺めたり、簡単に傷つけたりしてしまう例があまりにも多いのは、

先祖を大切にする心の希薄さからだと思います。人は決して 1 人で生まれてきたわけでなく、先祖に見守

られています。先祖を大切にする古来の風土を若い人たちも持ち併せてくれれば日本はきっと持ち直しま

す。」また、「施設の利用は故人の墓参りだけでなく、昔のお寺の役割のように不安な事や気になることが

あった際に気軽に相談できる場所として利用して欲しいです。」ともおっしゃいました。 

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

いつかは必要になるお墓・・・。自分が亡くなってから家族に慌てさせることなく、生前にきちんと自分の納

得いく場所に備えておきたいものです。 

周囲から少し高台に位置した場所で景色も素晴らしい公園墓地。是非一度、遊びにお出でかけ下さい。 

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

むさしの聖地 永久の郷               受付 9 時～17 時 

埼玉県さいたま市緑区大字大門 2001 番地 2 TEL 048-812-1771 

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

宗教法人 妙宣寺 

埼玉県さいたま市緑区間宮 470 番地 3       TEL 048-812-2557 

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

山口泰道          昭和 58 年 4 月 27 日生 

平成 9 年（中学 2 年）に得度、平成 18 年教師。 

お客様紹介     むさしの聖地 永久の郷   山口 泰道 様 
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   今月の良い話  「動的に生きる」 五木寛之（作家） 

世間でいわれていることを頭からやってもダメですね。 

仏教に「天上天下唯我独尊」という言葉があるでしょう。 

あれはただ自分は尊いんだといっているわけではない。 

唯我、たった１人の我なればこそ尊しということです。 

世界には何十億もの人がいますが、１人ひとり全部遺伝子が違う。これは驚くべきことです。 

そのたった１人の自分ときちんと向き合うことが凄く大事です。 

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

科学や医学、あるいは治療というのは、一人ひとりの唯我には向き合えないんです。 

医学の教科書には普遍的なことしか書いてないし、治療というのはそれをもとに行われるわけですからね。 

逆に、養生というのは個性と向き合うことなんです。 

だから他人にはよくても自分には効かないこともある。 

例えば、早寝早起きが健康にいいといわれていますが、私は何十年も夜行生活を続けてきました。 

打ち合わせとかインタビューを済ませて、１人になって執筆を始めるのは、いつも深夜の１２時からです。 

それが朝５時頃に終わると１時間くらい本を読んで、寝るのはだいたい朝６時。 

起きるのは午後１時か２時。 

こういう夜行性の生活は、医師や科学者たちに言わせると非常識のきわみなんですね。 

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

それは一人ひとり違うからです。 

多くの人には早寝早起きがいいかもしれないけれども、１００人に１人、１千人に１人、１万人に１人くらい 

例外があるかもしれない。その例外は自分かもしれない。実際、私にはこれが合っている。 

もし午前中にどうしても起きなければならない時は、３、４時間しか睡眠がとれなくても起きる。 

それがいいんです。 

つまり、規則正しいルーティンの生活を送っている人は、非常時に弱いんです。 

ですから海外旅行に行って時差に悩まされるのは、普段から規則的な生活をしている人がほとんどでしょ

う。 

私なんか乱世に生きている野性の動物と思っているから、不規則で動的な生活を大切にしているわけで

す。普通は７、８時間眠るけれども、時には徹夜もするし、２、３時間の睡眠で起きることもある。 

これがいいんです。 

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

動的に生きなければダメでしょう。 

それから、よく噛んで食べろともいいますね。 

だけど３０回も５０回も口の中でグジャグジャ噛んで、流動食のようにして胃に流し込んでいたら、胃が怠

けると思うんです（笑）。 

胃腸というのは本来、釘でも溶かすぐらいの物凄い野性的な力を持っている。 

過保護にし過ぎるとそういう力がどんどん衰えていくんです。 

私も普段はよく噛みます。 

だけど週に１日か２日はあまり噛まない。 

ご飯でもなんでも飲み込んで時どき胃腸に警告を与えてやる。 

でないと彼らは野性的な力を失っていいかげんになってしまう。 

ベースで自分の生活を守りながら、時どきそういう波乱を起こすんです。 

音楽でいう変拍子。スウィングみたいなものです。 

人間はそうやって動的に生きなきゃいけないと思うんです。 

記事提供 到知出版社 
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警察庁が発表した１月～11 月の統計数値。 

全国で 55548 件発生（前年比 9.2％減）し、検挙率は 56.1％（前年比 0.5%増）。 

都道府県別 

全国 1 位  愛知県 6506 件 （前年比 1.2％増）   検挙率 58.3％ （前年比 1.2％減） 

全国 2 位  千葉県 4413 件 （前年比 10.7％減）   検挙率 38.7％ （前年比 1.2％増） 

全国 3 位  東京都 4140 件 （前年比 1.7％増）   検挙率 103.8％ （前年比 15.3％増） 

全国 4 位  埼玉県 3981 件 （前年比 1.2％減）   検挙率 41.3％ （前年比 18.6％減） 

全国 5 位  福岡県 3524 件 （前年比 5.8％減）   検挙率 52.1％ （前年比 6.5％増） 

全国 6 位  大阪府 3208 件 （前年比 17.4％減）   検挙率 43.8％ （前年比 8.2％増） 

全国 7 位  神奈川 2819 件 （前年比 24.9％減）   検挙率 63.0％ （前年比 0.3％減） 

東京都の検挙率は、認知件数に対して検挙件数が上回ったため 100％超となっています。 

千葉県は発生件数が前年比 10％ほど減少しましたが、全国で 2 位であり、検挙率が 38.7％と大低迷。 

現在の千葉県警の劣勢が数値に反映しています。 

昨今、犯罪企図者に千葉県が狙われています！どうかご注意を・・。 

 

 

その村を横断する道は真っ直ぐで走りやすかったため、通る車がスピードを出して事故が多発する上に、

村人達は騒音と排気ガスに悩んでいた。 

時々、街からお巡りさんが取り締まりにやってきたが、これも焼け石に水・・・。 

 

そこで村人たちは相談して、大きな看板を立てることにした。 

「スピード落とせ！自然と動物の村」 

しかし、相も変わらず車は猛スピードで走っていった。 

 

また相談した村人たちは、こんどは別な看板を立てることにした。 

「スピード落とせ！子供たちの村」 

これまた、まったく効果はなかった。 

そしてまたまた、村人たちは相談した．．．。 

 

１週間後。街からスピード違反の取り締まりにやってきたお巡りさんたちはびっくりした。 

どの車も村の手前で急にスピードを落として、這うようなスピードで進んでいくのである。 

 

村の入口を見ると、大きな看板があった。 

「スピード落とせ！ヌーディスト村」 

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

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？ 

9 月に蓄膿症の手術を終えてから 1 日 2 回欠かさずに「鼻うがい」をしています。（鼻洗浄ともいう） 

まだ日が浅い経験ですが、これで風邪などのウイルスが除去できていると思います。 

これから花粉の季節がやってきますので、アレルギー性の方にもお勧めです。 

やり方はインターネットに載っていますので是非試してみて下さい。すっきりしますよ。 

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   NO57   『スピード違反対策』 

事件ファイル NO57    侵入盗（住宅対象） 


