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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・ 

◆       社   名          株式会社 ケイプロ                  http://www.k-puro.co.jp 

◆       商   号          都市防犯プランニング社               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 

メンテナンス事業   消防設備点検工事から AED 斡旋に至るまでのメンテナンス業務の取扱い 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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       千葉市中央区倫理法人会           http://www.rinri-chiba.org/ 

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/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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/  

6 月 1 日（土） 新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ                    開場 18：00 試合開始 19：00 

http://www.volvo-tohoauto.co.jp/ 

THE ALL-NEW VOLVO V40 R-DESIGN DEBUT   

キリンビールでは、先人慰霊祭を毎年決まった日に行っています。                              

会長をはじめ社長、役員が同じ飛行機に乗って、創業者や先亡の取引先、諸先輩に対して感謝し、そし

て今後の決意を誓うのだそうです。                                              

アサヒビールの樋口さんが社長時代にたまたま同じ飛行機に乗り合わせ、こう尋ねたそうです。                                                                    

「こんなに皆さんが同じ飛行機に乗られ、万が一墜落でもしたら会社は大丈夫ですか？」                              

キリンビールの小西会長はこう答えたそうです。                                                       

「今日慰霊祭に行く私たちは、先亡の恩人たちに守られていますので、この飛行機は絶対に落ちることは

ありません」と。ものすごい自信と劣等感を感じた樋口さんは、自分たちの会社に足りない部分はここだと

全国に「先人の碑」を立てられたそうです。                                                       

近年、老舗企業の社訓などが取り上げられますが、その企業の奥底にあるこのような先人への慰霊を大

切に守り続け、感謝や報恩を行っていることが取り上げれられることはありません。目につかないこの部

分に他社には真似できない企業繁栄が隠されているのかも知れません。  代表取締役 木戸良樹
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堀場雅夫さんは堀場製作所を「世界の HORIBA」と呼ばれるまで大

きくされた現代の偉人です。 

私が最も尊敬する経営者で神様のような存在です。 

出会いは 5 年前の京都モーニング RC（ロータリークラブ）の 10

周年記念式典。 

京都モーニング RCは私が所属する川口モーニング RC と姉妹 

クラブ関係にあります。 

京都モーニング RCには現社長でご子息の厚さん（写真左から 2

人目）が所属しており、雅夫さんは第 2650 地区パストガバナーとして講演をされました。 

当時の堀場さんのお話で強く印象に残っていることは、「自分が決めたことやそのルールを 100％達成で

きない人や守れない人は何をやっても成功しない。」ということでした。 

当時、お客様へ犯罪や防犯の事例をお届けしたいと考えていた私にとって、この K-PURO ニュースを始

めるきっかけとなった後押しは堀場さんのお話からなのです。 

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

5 年ぶりに近況報告を兼ねご挨拶したところ、我が事のように喜んでいただきとても感激いたしました。 

握手した手はとても分厚く、温かく、そして柔らかく、何ともいえないふんわりしたパンのような感触でした。 

上の写真は私の宝物の 1 枚です。 

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

堀場さんは現在も日経トップリーダーの連載や各経済誌に

登場されます。 

以下、堀場語録を紹介します。 

『事業創造を担う経営者は、五欲を十分に発揮することが不

可欠、清貧を気取るようではあかん。「清」はいいが「貧」は

あかん。なるなら「富」や。「清富」にならんといかん。 

考えてみてください。貧相な社長がいる会社と、あなたは本

気で仕事をしたいと思いますか？社長がやる気満々の会社

の方が、やはりいいものを作りますよ。』 

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

『誰しも経験があるでしょうが、おもしろい仕事をしていれば新しい発想が次々にわいてくるし、どんなに長く

働いても体が疲れません。おもしろく働こうがしぶしぶ働こうが、人間の消費エネルギーは同じはずなの

に不思議です。社長は影響力があるのですから、社内の誰よりもおもしろく仕事をすることが大事です。 

社長がおもしろく働けば周りもおもしろくなる。 

逆に社長が嫌々仕事をしていれば社員の仕事もつまらないものになりやすいのです。』 

その他、「お疲れ様禁止令」や「人事評価のマイナス欄削除」「役員報酬の算出根拠」等々、通常突飛と思

える経営手法を時には数値を交えながら誰もがうなる発想で説明されます。現代の偉人です。 

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

堀場 雅夫様 88 歳 

1924 年（大正 13 年）12 月 1日 京都市生まれ 

45 年京都大学理学部在学中に堀場無線研究所を創業。 

国産初のガラス電極式 ph メーターの開発に成功し、53 年堀場製作所を設立。 

「おもしろおかしく」を社是に掲げ、ベンチャービジネスのモデルとも言える企業をつくり上げた。 

61 年医学博士号を取得。78 年会長、2005 年から最高顧問。 

 現 代 の 偉 人     ㈱堀場製作所   堀 場 雅 夫 様 
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今月の良い話  渡辺和子（ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心学園理事長）   

 

人間の進むべき道というようなことは、 

難しくてよくわかりませんけれども、 

とにかくまずは自信を取り戻すことですね。 

しかもそれは正しい意味での、人間しか持たないぬくもり、優しさ、強さであり、 

自分と闘うことができ、自分の欲望にブレーキをかけることができるということへの信頼です。 

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

例えば、私はいま学生たちに、 

「面倒だからしましょうね」 

っていうことを言ってるんです。 

面倒だからする。 

 

そういう心を学生たちはちゃんと持っています。 

それは強さだと思うんです。 

そういう、人間にだけ神様がくださった、神の似姿としてつくられた、 

人間にのみ授けられた人間の優しさと強さ。 

かけがえのない、常に神様に愛されている自分としての自信。 

そういうものを取り戻して生きていかないと、科学技術の発達するままのこれからの時代に、 

人間の本当の姿が失われてしまうのではないかと思います。 

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

いまの学生たちは、ポーチの中にお化粧道具をいっぱい持っています。 

だから彼女たちには、お金をかけてエステに通ったり、整形手術を受ければ

綺麗にはなるけれど、 

美しくなるためには、面倒なことをしないとだめなのよ、 

と言っているのです。 

 

自分が座った椅子は元どおりに入れて立ちましょうね。 

落ちている紙屑は拾いましょう。 

洗面台で自分が落とした髪の毛は取って出ましょう。 

お礼状はすぐに書きましょう……というように、 

なるべく具体的な行動の形で示してやります。 

 

「ああ、面倒くさい、よそう」と思わないで、 

「ああ、面倒くさいと思ったらしましょうね」と言うと 

学生も、何か変な標語のようだなと思いながらも、覚えていってくれるみたいです。 

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

「人はある程度の年を取ったら、それ以上綺麗にはならないけれど、より美しくなることはできます。 

 その美しさというのは、中から輝いて出るものだから、自分と闘わないと得られません。 

 お金では買えないのよ」 

ということを言うと、 

「ああ、シスター、顔の化粧ではなくて、心の化粧なんですね」 

と言ってくれます。 

記事提供 到知出版社 
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4 月 13 日（土）大宮法科大学院において、「平和と拉致問題」と題し、大宮東ロータリークラブ

35 周年記念公開例会が開かれました。 

講師に田口八重子さんの兄・飯塚繁雄様、特定失踪者藤田進さんの弟・藤田隆司様を招いて

の講演。前段として拉致される様子を DVDにした映像を観ました。 

手口はこうです。①道を聞くふりをして声を掛ける。②後ろからもう 1人がロープを首に回しひねって倒し

こむ。③さらにもう 1人が車を横に付けさらって行く。（あるいはゴザ袋を頭からすっぽり被せ草むらに隠

す）このやり方では、武道の達人でも頸動脈を締められ声も出せず全く抵抗はできません。 

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

政府が認定している拉致被害

者はわずか 17 名ですが、特定

失踪者と言い脱北者等からの

目撃情報や証言等により拉致さ

れた可能性が非常に高い方々

は 868 名にも上ります。 

被害者は、北海道 54名、大阪 52名、宮城・秋田 40名、東京 38名、神奈川 36名、新潟 35名、鹿児島

30 名、沖縄 26 名、兵庫 22 名、石川・千葉 21 名、埼玉 20 名と日本海側だけでなく全国各地に及びま

す。 

さらに驚いたことに平成 14 年に小泉元総理が 5 人を帰国させた後にも数名の失踪者が出ています。 

失踪者の職業は、科学技術者・印刷技術者・看護師・薬剤師・身寄りのいない人が狙われ、世界では

14 か国もの人たちが拉致されています。マスコミでは報道されない真実を聞くことが出来ました。 

あなたの家族も被害者になる恐れがあります。 

暴力団国家北朝鮮を断じて許すことなく、ブルーリボンバッジを付けアピールしましょう。 

そして署名および支援金の協力をしましょう。本年 4 月に 1,000 万署名を達成しました。 

 

 

年配の婦人に付き添われた魅力的な若い女性が診察室に現れる。 

若い女性  「診ていただきたいのですが。」 

ドクター   「どうぞどうぞ。 カーテンの向こうで衣服を脱いでください。」 

若い女性  「いいえ、私ではないんです。 ここにいる叔母なんですが。」 

ドクター   「わかりました。 奥さん、舌を出してください。」 

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

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？                                     

K-PUROニュースもお陰様で 6 年目に入りました。（会社は 9 年目になります。）                  

日本では創業後 5 年で 40％、10 年で 90％の会社が倒産すると言います。                      

倒産する会社のほとんどが利己の追及のみに走り、人様のお役に立ち、社会貢献するという本質、利他

の追及をしていなかったためと思われます。                                     

利他の心を持って会社を経営していれば、お天道様は必ず見てくれていますので、その会社は目に見え

ない大きな力に守られ決して潰れることはないと確信しています。                                                                              

これからも K-PURO をよろしくお願いいたします。                                                                                              

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） 

プロ太の小話集   NO61   『ドクターの診察』 

事件ファイル NO61    拉致被害者問題 
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