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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 企 業 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

今月、皇居の勤労奉仕に行って参りました。 

奉仕の内容は、平日の 4日間、皇居と赤坂御用地で除草、清掃、庭園作業な

どを行います。広い場所なので、個人というわけにはいかず、15人から 60人ま

での団体の参加になります。団体は地域の集まり、職場の仲間、学生有志など

多彩にわたります。始まりは、昭和20年5月に空襲で焼失した宮殿の焼け跡を

整理するため、同年 12月に宮城県内の有志が勤労奉仕を申し出たことから。

それ以降、今日まで奉仕を希望する方々を受け付けています。          

2日目には天皇皇后両陛下に、そして 3日目は皇太子殿下にご会釈を賜ること

ができました。勲章でも貰わない限りお会いすることのできない日本国の象徴

である天皇皇后両陛下と 1～3 メートルほどの近距離で接することができます。 

両陛下の周囲の空気は、何とも言えず気品に満ち溢れ、とてつもない大きな力に守られていることを感じ

ます。勲章を貰う自信のない方は、一度、勤労奉仕を体験されてはいかがでしょうか。 

代表取締役  木戸 良樹 
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（高校時代の松井秀喜選手はいかがでしたか？） 

いまでも忘れられないのが、入学した日、「おめでとう」と言って握手した時のことです。 

手が象の皮膚のように硬くひび割れていたのです。ちょっとやそっとの素振りで、ああはなりません。 

こいつ、どんだけ練習してんのや、とこっちが驚くほどでした。 

才能もあったけど、才能を生かすための努力を怠りませんでした。 

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

それにご両親もしっかりした方々で、三年間で松井の両親と話したのは三回しかないんです。 

まず入学に際して「よろしくお願いします」。 

ドラフトの時、「先生、相談に乗ってやってください」。 

そして卒業の時、「三年間どうもありがとうございました」の三回です。 

野球部の中には 

「監督さん、なぜうちの子を試合で使ってくれないの？」 

「なんでうちの子ばかり叱られるの？」 

と言ってこられる親御さんもいますが、松井の両親は百％息子を信じ、学校を信じてくださっていた

から、一切口出しはなさいませんでした。 

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

（松井選手とはいまでも親交があると伺っています） 

義理堅いから、こっちに帰ってくると必ず挨拶に来るんです。 

で、来るたびに僕が読んで「いいな」と思った本を彼に渡しています。 

彼は高校時代、電車で一時間かかる町から通っていたのですが、

行き帰りで本を読むように勧めました。 

最初は野球が上手くなってほしいから野球の本を読ませていまし

たが、次第に『宮本武蔵』や『徳川家康』などの歴史小説を薦め、

最後は中国の歴史書とか哲学書を読ませました。 

プラトンとかアリストテレスとか。 

本を読めば知識が広がるだけじゃなくて、集中力が高まるんです。 

それは打席に立って発揮する集中力に繋がるんですね。 

それに彼にはただのホームランバッターではなく、王・長嶋に次ぐ本物のスターになってほしかった

から、「日本一のバッターを目指すなら心も日本一になれ」といつも言っていました。 

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

彼は最後の夏の甲子園で話題になったでしょう。 

（５打席連続敬遠されても、平然と一塁に走っていった試合ですね） 

実はあの前年、高校選抜で一緒に台湾に行ったんです。 

現地の審判だから当然台湾びいきで、顔の前を通ったような球もストライクにする。 

松井は頭に来て、三振するとバットを地面に叩きつけたんです。 

その時、「おまえは日の丸をつけて来ているんだ。石川代表じゃない。 

球界最高のレベルを目指すなら、知徳体の揃った選手になれ」と懇々と話をしました。 

（先生のお話を翌年にはしっかりと理解されていたんですね） 

ええ。彼がいた３年間は甲子園に連続出場できたし、最後の国体では優勝もしました。 

スケールの大きな夢を追いかけた楽しい３年間でした。 

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

山下智茂  星稜高校野球部監督 

 現代の偉人   松井 秀樹 （元読売巨人軍、N・ヤンキース） 
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今月の良い話   良い顔をつくる法則   藤木相元（嘉祥流観相学会導主） 

まず、いい脳をつくるには、やっぱりいい顔、楽しい顔をすること、 

その根本はホラを吹くということです。 

先ほども申したように、ホラとはドリームのことを指し、夢を持つ人間はいい顔をしている。 

しかし逆に、脳がアンラッキーな思考をしていると、顔もアンラッキーになる。 

例えば、何か失敗をした時に、「しまった」と思ったら、アンラッキーな顔に。 

結果はどうあれ、「楽しい」と思ったら、気分が高揚して顔に光が入る。 

要するに顔はすべて脳が作用する。 

逆に、脳も顔から刺激を受ける。 

明るい、いい顔をして鏡に向かっていれば、脳がどんどん磨かれていきます。 

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

【記者：互いに連関しているのですね】 

もう、おんなじことなんです。 

脳相一致と言いましてね。両方が一致している、と。 

脳科学の力によって、額から目から眉から耳から口からすべて分析ができるし、 

これらのことはすべて脳が作用しているんですよ。 

そしてその脳は最初、お母さんのお腹の中でできる。 

人は十か月間、母親の胎内で育ちますが、生まれると間もなく笑みを見せますよね。 

あれは脳が笑っているんです。 

お母さんのお腹の中でできた脳。ここから脳は出発している。 

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

【記者：胎児の時から脳はすでに育っているのですね】 

えぇ。そして三歳になったら、三つ子の魂といわれるように、 

自分は自分だ、という猛烈な我ができるわけです。 

あれが欲しい、これを買え、買ってもらうまで帰らないと言い出す。 

自己主張と自己発見、要するに我というもの。 

この時期に親が一つでもつまらんことを口にしたら、将来その子は大物になれません。 

例えば 

「うちの父ちゃんは甲斐性がないから、私たちは貧乏してるのよ」 

と口にする。 

その瞬間、子供はげっそりして将来を見失う。 

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

そこで必要になるのが、ホラです。 

お母さんが 

「いまは辛抱しなさい。おまえが十歳になったら、父ちゃんがデパートごと買うと言ってたよ」 

って。 

これがホラだということは、三歳の子供には分かりませんから。 

後々、物心がついてくると、 

あぁ、お母さんは自分をそうやって

宥めてくれたんだと、 

十歳にもなれば分別ができるように

なり、そして母親のことまで尊敬す

るようになります。 

記事提供  到知出版社 
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日時 平成 25年 10月 4日（金）AM02::00ごろ 

場所 千葉県 

内容 トラック内の積み荷を狙い、隣接敷地のフェン 

ス越しからトラックの後方ドアを確認している 

被疑者（他 1名）。                        

夜間なのにサングラスをかけ、マスクをし、手袋 

をはめ、左手には懐中電灯、右手には大型の 

金切バサミを持っている。 

特徴 身長 170cm程度、前頭部の頭髪が薄い。 

＊犯人逮捕にご協力下さい。映像はトリミング加工しています。 

 

「ちょっとスチュワーデスさん！席を変えてちょうだい！」  

その旅客機に乗った白人の中年女性が叫んだ。  

「何かございましたか？」  

「何かって、あなた分からないの？わたしは、クロンボの隣なんか座れないのよ！」  

その女性の隣には、一人の黒人男性が憮然とした顔で座っている。 

 

「お客様。少々お待ち下さいませ。ただ今空いている席を確認して参ります。」  

スチュワーデスはそう言うと足早に立ち去り、周囲の乗客達は顔を見合せ不穏なざわめきを発し始

めた。 

 

「お待たせいたしました。」                                            

戻ってきたスチュワーデスはにこやかに言った。                               

「ファーストクラスにひとつ空きがございますので、どうぞ。」 

唖然として見上げる乗客に向かって、スチュワーデスはこう続けた。 

「本来なら、こういうことは規則で禁じられていますが、こういう方が隣にいてはお困りだろうと、      

機長が特別にそう取り計らうよう申しました。さあ、どうぞ。」                          

周囲の乗客達は、スチュワーデスと黒人男性が歩み去るのを、うなづきながら見送った。  

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

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

今日、10月 28日は私の 49歳の誕生日。この年になると嬉しさはありません。                                                                                       

そこで、ただの思いつきで、同じ日に生まれた有名人を探してみました。                          

大所は、あのマイクロソフトのビル・ゲイツや江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜公くらい。           

あとは、女優のジュリア・ロバーツやあまり有名でない有名人の方々でした。                       

ちなみに有名人の一番多い誕生日は 12月 22日だそうです。                              

以降、4月 2日、9月 25日、12月 25日、9月 26日と続きます。                        

9月や 12月は人口が多いのかと調べましたが、若干多いくらいで他の月とさほど変わりません。  

眉唾のデータですが、自分と同じ誕生日の人ってなぜか親近感が湧きますよね。                                                         

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   NO67   『人種差別』 

事件ファイル NO67   窃盗犯映像 


