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国名 氏名 生年月日 九星気学 干支
日本 安倍晋三 1954/9/21 一白水星 午 金星・木星 習・朴 火星・土星 プーチン
ロシア プーチン 1952/10/7 二黒土星 辰 金星・火星 金 木星・金星 習・朴
中国 習金平 1953/6/15 三碧木星 巳 火星・水星 安倍 土星・金星 プーチン
韓国 朴槿惠 1952/2/2 四緑木星 卯 火星・水星 金・安倍 土星・金星 プーチン
北朝鮮 金正恩 1983/1/8 九紫火星 戌 木星・土星 習・朴 金星・水星 安倍
台湾 馬英九 1950/7/13 三碧木星 卯 火星・水星 安倍 土星・金星 プーチン

相生 相剋
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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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今年に入り世界の力関係が、より一層キナ臭くなってきました。 

九星気学には相生（そうじょう）と相剋（そうこく）があり、 

簡単に言うと自分の両隣りが何もしなくとも波長の合う人、 

対角線上が注意を要して接する人という括りです。 

中国とロシアが今後の世界情勢の鍵を握っている節がありますが、

九星気学から見ますと、個人的に安倍総理と合うのは、実は習氏と朴氏であったのです。 

また、信頼関係が構築されていると言われるプーチン氏とは相剋の関係なのです。 

これらを踏まえ、今後の世界情勢の行く末やご自身の人脈に注視するとより良い関係が築けますよ。

http://www.shizuya-design.co.jp/
http://www.shiki-arc.co.jp/index.html
http://www.k-puro.co.jp/
http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/
http://www.saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
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～歌丸師匠は今年で落語家人生 63年を迎えられたそうですね。 

まずは現在のご心境からお聞かせください。～ 

 

自分が好きで入った道ですからね、人に勧められてやっているわ

けじゃない。 

そりゃあ波瀾万丈の人生ではあったんです。 

でも、やっぱり周りの人たちに支えられた面がずいぶんあるんで

すよ。 

何の商売でもそうですけど、若いうちは未経験ですから難しいことは難しいですよ。 

それをいかに周りが教えてくれるか、あるいは叱ってくれるかということですよね。 

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

～周囲の人の存在が大切だと。～ 

 

私なんか、40 くらいまではそういう師匠や先輩連中にずいぶんと支えられたんじゃないかな。 

つまり、そこで人間というものが拵えられていった。 

好きで選んだ道を歩いてきて、途中で反発もしました。脇道にも逸れました。 

けど、やっぱり気がついてもとの道へ戻る。 

この気づき方なんだよね、問題は。 

早く気がつきゃいいんですけど、遅いともう手遅れになることもある。 

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

～きょうはこのあと千秋楽での高座を控えていると伺っておりますが、

77歳のいまも現役でご活躍されていますね。～ 

 

高座まで自分の足で歩いて行って喋れる体力と気力さえあれば生涯

現役でいたいと思っています。 

だって私たちに終点、到達点っていうのはないんですもん。 

私たちが到達する時はいつか、 

目を瞑った時ですよね。 

これはあらゆる人に言えることじゃないでしょうか。 

だから「もう俺は頂上へ登っちゃったんだ」と思っているやつは絶対ダメ

だと思う。転がる一方ですよ。 

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

私はいまでも噺の稽古をしたり、新しい噺を覚えたりしています。そりゃ苦しいですよ。 

だんだん体も言うこと聞かなくなってくるし、記憶力も鈍ってきますから。 

「じゃあ何でそんなに苦しむんだ」ってよく聞かれる。 

私は「楽したいから苦しむんだ」って言うんですよ。 

楽をしようと思ったら苦しまなきゃ。 

苦しまないで楽だけしようったって、無理な話ですわ。 

「じゃあ歌丸さん、あんたが楽をする時はいつだ」 

って聞かれたら、それはやっぱり目を瞑った時です。 

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

                                                              記事提供  到知出版社 

 現代の偉人   桂 歌丸氏 （落語芸術協会会長） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s1PIegeYbkUT9M&tbnid=3o8fCu7uR8NpqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://natalie.mu/owarai/gallery/show/news_id/109963/image_id/255603&ei=8MAdU8GHI4SJlAXv0ICYBw&bvm=bv.62578216,d.dGI&psig=AFQjCNFI_1ARFEGA43uigu2XnnyO8bmN-w&ust=1394545174538492
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bD7qVW4YlMN9sM&tbnid=8fc0Hbf-6LGbpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cpra.jp/web/interview/vol022/&ei=PsEdU7itOYbykAXk-4CoDA&bvm=bv.62578216,d.dGI&psig=AFQjCNFR4sgFk920-LwoSYUBGnIjZbc8Bw&ust=1394545327232596
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今月の良い話     HONDA  本田 宗一郎氏 

1991年、本田宗一郎さんは亡くなっています。 

生前、宗一郎さんは、こんなことを言っていたそうです。 

「素晴らしい人生を送ることができたのも、お客様、お取引先のみ

なさん、社会のみなさん、従業員のみなさんのおかげである。 

俺が死んだら、世界中の新聞に“ありがとうございました”という

感謝の気持ちを掲載してほしい」 

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

実は、宗一郎さんは結構早く、社長を引退しているんです。 

66歳で引退し、いわゆる「会長職」にも就いていません。 

「終身名誉顧問」にはなったんですけれども仕事からは、一気に離れたそうです。 

で、社長を辞めた後、宗一郎さんは何をしたかというとですね、 

日本中にある、ホンダの事業所…販売店から工場から…当時、700カ所あったそうですが、その 700

カ所すべてを回って、すべての従業員一人一人と握手して、 

「ありがとう、ありがとう、いつもありがとう！」と言い続けていたそうです。 

しかも、中には、2～3人しか働いていないような、ものすごく

田舎の販売店もあったのですが、そんなところも全部回った

そうです。 

そして、その後、海外事業部も全部回ったそうです。 

全部まわって一人一人と握手して、何年もかかったそうで

す。 

周りの人たちは、「ホンダの創業者が直々に握手しにいけば、

社員のモチベーションはあがりますよね。 

仕事をもっと頑張ってくれて、業績も上がりそうですよね。 

だから握手しに行くんですね」って言っていたそうです。 

でも、実はそうじゃないんです。宗一郎さんはそんなこと、どうでもいいんです。 

自分がお礼を言いたいからまわっているだけだったんですって。 

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

ある日ね、田舎の販売店をまわった時に、車の整備をしていた人が、 

「宗一郎さんが来た！」って聞いて、喜んで走ってきたんですって。握手してもらいに。 

で、握手をしてもらおうと思って自分の手を差し出した瞬間に、 

「アッ！」って言って、パッと自分の手を引っ込めたんですって。 

なぜかと言うと、手が油まみれだったんですね。仕事中に急いで走ってきたから、 

「今、洗ってきます！」って、手を洗いに行こうとしたら、 宗一郎さんはその社員の背中に向かって、 

「その油まみれの手がいいんだ！」って言って、その整備士を引き止めて、握手したそうですよ、両

手で。でね、嬉しそうにその手をながめて、目を細めて、手の油のにおいをかぐんですって。 

そんなの見てたら感動しますよね。泣きますよね。 

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

宗一郎さん、こんなことも言っていたそうです。 

「握手すると、みんな泣くんだ。そして、その涙を見て、自分も泣くんだ」って。 

すごいですよ、この人。だから、本気ですよ。この「ありがとう」は。 

本当に心からみんなに感謝しているんですよ。 

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

「私が一番受けたいココロの授業」より 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=whZYoDJIJyuO1M&tbnid=XTZMYVpzCChCDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://meigennsyuu.net/%E6%9C%AC%E7%94%B0%E5%AE%97%E4%B8%80%E9%83%8E-%E5%90%8D%E8%A8%80-7/&ei=QLwdU5ObCo7PkgXZroGICg&bvm=bv.62578216,d.cGU&psig=AFQjCNFOepWhwGBSwErvwwkaYyS36LPVkg&ust=1394543911947614
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刑法犯

認知件数 平成14年 平成24年 増減数 増減割合

全国 2,853,739 1,382,121 -1,471,618 48.4%

東京都 301,913 172,385 -129,528 57.1%

神奈川県 190,173 93,157 -97,016 49.0%

埼玉県 177,762 93,157 -84,605 52.4%

千葉県 168,366 80,802 -87,564 48.0%

検挙件数 平成14年 平成24年 増減数 増減割合

全国 592,359 437,612 -154,747 73.9%

東京都 75,952 48,915 -27,037 64.4%

神奈川県 36,537 27,855 -8,682 76.2%

埼玉県 22,735 26,704 3,969 117.5%

千葉県 29,908 21,515 -8,393 71.9%

検挙率 平成14年 平成24年 増減数 増減割合

全国 20.8% 31.7% 10.9% 152.4%

東京都 25.2% 28.4% 3.2% 112.7%

神奈川県 19.2% 29.9% 10.7% 155.7%

埼玉県 12.8% 28.7% 15.9% 224.2%

千葉県 17.8% 26.6% 8.8% 149.4%

 

 

 

刑法犯認知件数とは、全ての犯罪総数を示します。

平成 14年は日本で犯罪が一番多かった年。 

それ以降、犯罪件数は年々減少しています。 

このことは中国の発展と比例します。 

日本に沢山来ていた中国人窃盗団がわざわざ

他国へ行かなくとも富んできた自国をターゲット

に変えたからなのです。中国の発展が日本の治安を良くした例です。（もともと原因は中国ですが） 

さて、その 10年前と件数・検挙件数・検挙率も比較しました。 

検挙件数は、総数自体が減少（約半数）しているため増減数が減少するのは分かりますが、注視す

べき点は、埼玉県の数値が逆に増加していることです。 

埼玉県は、以前、人口に対する警察官比率が日本一少ない県でしたが、現上田知事は、公約の一

つに掲げた警察官の増員を着実に行ってきました。 

平成 14年は 8,796人だった警察官が平成 24年には 11,300人と約 2,500名も増員しています。 

検挙率を見ても東京都を若干抜き、以前から優秀な神奈川県に追いつく勢いです。 

このことは、上田知事と警察官を増やしてきた県の功績が数字になって証明しています。 

 

 

妻が買ってきたドレスの領収書を見て、牧師がかんかんになって怒っていた。 

「なぜ、こんなに高いものを買ってきたんだ？」 

「それが分からないの・・・」と泣きそうな妻。                                     

「試着だけのつもりだったの・・・。でもその時、悪魔が『とてもお似合いですよ』と囁いたような気がし

て・・・。そして気がついたら、買っちゃっていたの」 

「いいか！」牧師は諭した。                                             

「悪魔に出会ったら、十字を切って、『下がれ悪魔！』と叫ぶようにいつも言っていただろう」 

「そうしたのよ・・・」妻は泣き声で答えた。                                       

「そしたら、『後ろから見てもすてきですよ♡』って悪魔が言ったの・・・」

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

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

台湾が今、大変なことになっています。国連では台湾は国とはみなされておらず、一つの地域と括ら

れていますが、親日であることは東日本大震災の寄付金をみても明らかです。             

その台湾政府と中国の密約が大きな波紋を呼んでいます。この協定は中国が台湾の土地を自由に

売買する条項も入っており、中国自治区にされてしまう恐れが大なのです。                                        

日本はこの親日である台湾の危機を回避すべく、支援を手を前面に押し出さなければなりません。                                   

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   NO72   『 悪魔のささやき 』 

事件ファイル NO72   刑法犯件数 10年比較 


