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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/  

一般社団法人    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/ 

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://wrestling-dreamers.jimdo.com 

9 月 21 日（土） 新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 最終ラウンド        開場 18：00 試合開始 19：00 

http://www.volvo-tohoauto.com 

THE ALL-NEW VOLVO V40  DEBUT   

猛烈な暑さが過ぎ去り、朝夕は涼しさを感じる季節になりました。 

いつの間にか、コオロギたちが秋を迎える歌を唄っています。 

さて、皆さんは「泥棒と悪口はどちらが悪いか？」と聞かれたらどう考えますか？ 

泥棒は、ハードやソフト面の設備を行うことにより、寄せ付けなくすることが可能です。 

そのためのお手伝いを弊社で行っています。 

一方、悪口は人間特有の言葉から発するもので他の動物ではありえません。 

冗談や何気なく言ったことが相手を深く傷つけたり、悪意を持って言ったことが時には相手を死

に追い詰めてしまうことがあります。 

これらは防ぐことがとても難しく、困難です。 

そうであれば、自分からは決して相手を傷つけるようなことを言わないことを心掛け、そのため

には常に相手を思いやる気持ちを持つことが大切だと感じます。永遠のテーマです。 

代表取締役  木戸 良樹
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オリックスで打撃投手を務めていた頃、 

不調に陥った選手に「投げましょうか？」と声を掛けると、 

ほとんどの場合、「頼む」と答えが返ってきた。 

練習することによって、少しでも不安を取り除きたいと思うのが 

人情というものだろう。 

そんな中、私の申し出に一人だけ首を振った選手がいた。 

当時２０歳だったイチロー選手である。 

試合後にその理由を尋ねてみたところ、 

彼は「僕はこんな心境で試合に臨みたいんです」と言う。 

「どんなに好きな野球でも、毎日続けていると、もう疲れた、きょうは嫌だ

なと思う時ってないですか？そうなっては、自分の能力って絶対に発揮

できないですよ。バットが持ちたくて持ちたくてしょうがない。そういう心境で、僕は試合に臨みたいんです」 

そして彼はこう後を続けた。 

「初めてお父さんとキャッチボールした時、どんな気持ちになりましたか？  

またやりたいなと思ったでしょ。その気持ちなんですよ。 

そういう気持ちが自分でしっかりつくれれば、絶対に技術って向上していくと思いますよ」 

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

イチロー選手のプロ入り３年目の年、彼の専属打撃投手となった私は、寮生活で１年間寝食をともにし、

多くのことを教わった。彼と初めて出会ったのは、私が２０歳、彼が１９歳の時だった。 

初めてそのバッティングを見た時、年下にこんなに凄い選手がいるのかと舌を巻いたが、 

最も驚いたのは、彼が一軍に上がってきてからのことだった。 

キャンプ期間中、二軍でプレーしていたイチロー選手は、夕方に練習を終えると、早々に眠りに就いた。 

そして皆が寝静まる深夜にこっそり部屋を出ると、室内練習場で数時間の特打ちをするのを日課としてい

た。ところがシーズンが始まり、一軍入りを果たした彼は、全くと言ってよいほど練習をしなくなってしまっ

たのである。 

不思議に思って尋ねてみたところ「体が疲れ過ぎるとバットが振れなくなるから」とのことだった。 

一軍でまだ何の実績もない選手が、自分のいまやるべきことは何かをちゃんと理解して行動している。 

私の知り合いにもプロ入りした者が数名いたが、彼の取る行動や言葉のすべては、他とは一線を画すも

のだった。 

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

例えばこんな調子である。 

「奥村さん。“目標”って高くし過ぎると絶対にダメなんですよね。必死に頑張っても、その目標に届かなけ

ればどうなりますか？諦めたり、挫折感を味わうでしょう。それは、目標の設定ミスなんです。  

頑張れば何とか手が届くところに目標を設定すればずっと諦めないでいられる。 

そういう設定の仕方が一番大事だと僕は思います」 

二軍時代のイチロー選手は、マシン相手に数時間の打撃練習をしていたが、普通の選手に同じことをや

れと言っても、それだけの時間、集中してスイングすることはできない。 

それがなぜ彼には可能なのかといえば、私はこの「目標設定の仕方」にあるのではないかという気がする。 

イチロー選手には自分にとっての明確な目標があり、その日にクリアしなければならない課題がある。 

その手応えをしっかりと自分で掴むまで、時間には関係なくやり続けるという練習のスタイルなのだ。 

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

ＮＰＯ法人ベースボールスピリッツ理事長 宝塚ボーイズ監督  奥村 幸治     

 現代の偉人   イチロー 鈴木一朗 （二軍時代）  
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 今月の良い話  泥棒と悪口と、どちらが悪いか （作家 三浦 綾子） 

これは時折、講演で話すんですが、「泥棒と悪口を言うのと、どちらが悪いか」。 

私の教会の牧師は 

「悪口のほうが罪が深い」と言われました。 

大事にしていたものや、高価なものを取られても、生活を根底から覆されるような被害でない限り、

いつかは忘れます。 

少しは傷つくかもしれませんが、泥棒に入られたために自殺した話はあまり聞かない。 

だけど、人に悪口を言われて死んだ老人の話や少年少女の話は、時折、聞きます。 

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

「うちのおばあさんたら、食いしんぼうで、あんな年をしてても三杯も食べるのよ」 

と陰で言った嫁の悪口に憤慨し、その後一切、食べ物を拒否して死んだ、という話があります。 

それと、精神薄弱児の三割は妊婦が三か月以内に強烈なショックを受けた時に生まれる確率が高

いと聞いたことがありますが、ある妻は小姑（こじゅうと）に夫の独身時代の素行を聞き、さらに現在

愛人のいることを知らされた。 

それは幸せいっぱいの兄嫁への嫉妬から、そういうことを言ったのです。 

この小姑の話にちょうど妊娠したばかりの妻は大きなショックを受け、生まれたのは精神薄弱児だっ

たそうです。恐ろしい話です。 

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

私たちの何気なく言う悪口は人を死に追いやり、生まれてくる子を精神薄

弱児にする力がある。 

泥棒のような単純な罪とは違うんです。 

それなのに、私たちはいとも楽しげに人の悪口を言い、 また、聞いていま

す。そしてああきょうは楽しかった、と帰っていく。 

人の悪口が楽しい。これが人間の悲しい性（さが）です。 

もし自分が悪口を言われたら夜も眠れないくらい、怒ったり、くやしがった

り、泣いたりする。 

自分の陰口をきいた人を憎み、顔を合わせても口を きかなくなるのでは

ないでしょうか。  

自分がそれほど腹が立つことなら、他の人も同様に腹が立つはずです。 

そのはずなのに、それほど人を傷つける噂話を いとも楽しげに語る。 

私たちは自分を罪人だとは思っていない。罪深いなどと考えたりしない。 

「私は、人さまに指一本さされることもしていません」。 

私たちはたいていそう思っています。 

それは私たちは常に、二つの尺度を持っているからです。 

「人のすることは大変悪い」 「自分のすることはそう悪くない」。 

自分の過失を咎（とが）める尺度と、自分以外の人の過失を咎める尺度とはまったく違うのです。 

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

一つの例を言いますとね、ある人の隣家の妻が生命保険のセールスマンと浮気をした。 

彼女は、「いやらしい。さかりのついた猫みたい」と眉をひそめ、その隣家の夫に同情した。 

何年か後に彼女もまた他の男と通じてしまった。 

だが彼女は言った。「私、生まれて初めて、素晴らしい恋愛をしたの。恋愛って美しいものねぇ」 

私たちはこの人を笑うことはできません。 

私たちは自分の罪が分からないということでは、この人とまったく同じだと思います。 

記事提供  到知出版社 
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日時  平成 25年 8月 27日（火）02時～02時 30分ごろ（雨） 

場所  千葉県松戸市（マンション自走式駐車場） 

被害  ゴルフクラブ＋車両窓 

内容  二人組と見られる犯人は、駐車中の車の車内を懐中電灯で照らし、ドア後部三角窓を 

大きく破り、そのまま手を伸ばし、積んであったゴルフクラブを抜き取り窃取したもの。 

被害車両は 3台でいずれも 3 ドアや 5 ドアのハッチバック式の車両で、トランクのある 

セダン式の被害はない。 

予防  ゴルフクラブをはじめ、電動工具等の備品は車内に置かないこと。 

 

 

パーティの席で、酒に酔った男がとある夫人に抱きついた。 

「あっ！失礼」                                                                       

間違いに気付いた男は言った。                                                

「あなたが、あまりに妻に似ていたものですから・・」 

しかし、激怒した女性は言った。 

「なんて汚らわしい！不潔な酔っ払いが私に触るなんて！ああっ気持ち悪い。虫唾が走るわ！   

いったいどうしてくれるのっ！ええっ。どうしてくれるのよ！」 

 

「なんてこった・・・」                                                                      

酔った男はつぶやいた。                                                                 

「顔だけじゃなくて、話し方まで女房そっくりじゃないか・・・」

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

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

親友の「はやて」が 6年半と永い間、活動を続けていた DREAMERSが    

諸般の事情により、9月 21日を持ちまして活動を終了します。                                       

今後、「レスラーはやて」は他団体のオファーで試合を行う意向です。                          

良かったら、新木場での最後のイベントにお出かけ下さい。                                                       

下記アドレスは、ドリーマーズ 2010ベスト（You Tube）です。約 1分。                                       

www.youtube.com/watch?v=9j1qc1-nnFI                                                   

さて、クイズです。この動画の中で「K-PURO」のロゴがどこかに出てきます。              

正解者には全員、「K-PUROオリジナルステッカー」をプレゼントいたします。               

電話またはメールでご応募下さい。玄関に貼ると泥棒除けになりますよ。                                       

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   NO65   『似ていた』 

事件ファイル NO65   車上荒らし 
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