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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          埼玉県蕨市中央 1-7-1 シティタワー蕨      TEL   048-446-9445 

◆       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                 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/ 

公益財団法人    モラロジー研究所                   http://www.moralogy.jp/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 応 援 団 体 ・ 企 業 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今年は（も）、大企業の不祥事が大きく報道された一年でした。 

東芝の不正会計問題、旭化成の杭データ偽装、和民の社員過労自殺、

化血研の不正製法、VWの排ガス規制逃れ、東洋ゴムの免震ゴムデー

タ改ざん、NHKのやらせ報道、大塚家具やロッテのお家騒動、他にも

小さい事件を挙げればキリがありません。 

東芝は今後、アメリカからの莫大な訴訟で存続するのが難しいかも知れません。 

勤勉で真面目だった日本の大企業を何がこうさせたのでしょう・・。 

社員を大切に扱わず、数値ばかりを重視する体質から、いつのころからかお客様に目を向けるので

はなく、社内にしか目を向けていない風潮が招いてきたと言わざるを得ません。 

こういう方たちこそ「下町ロケット」を観て欲しかったと思います。 

弊社は規模は小さくとも、社是とモットーを遵守し、お客様との信頼を重ねていき、筋の通った会社

風土を作り上げて行きたいと思います。                     代表取締役 木戸 良樹 

http://akahuku-kinzoku.co.jp/home-phpMyAdmin=oQLNq1,74V173w9HCz1,PZ53do0.html
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今月の良い話    「成功する早い馬」   

 

ロッキー・リャンさんは「成功するには早い馬が必要。早い馬には 12種類ある」 

ということで、12位から 1位までを紹介したそうです。まず下位からです。 

───────────── 

12位の馬は『努力』 

11位の馬は『ＩＱの高さ』 

10位の馬は『高学歴』 

9位の馬は『大企業』 

───────────── 

努力することは、なんと 12位！ 

ＩＱ、高学歴、大企業といった目に見える部分は下位なのです。さて次は 

───────────── 

8位の馬は『ロケーション』 

7位の馬は『クリエイティビティ』 

6位の馬は『マーケティングスキル』 

5位の馬は『良い製品』 

───────────── 

会社の社長さんはクリエイティビティ（創造性）やマーケティングスキルを持っている人を欲しがりま

すが、そういう人を採用できても成功していくスピードはまだ遅いのです。さて、上位です。 

───────────── 

4位の馬は『良きビジネスモデル』 

3位の馬は『良きメンター』 

2位の馬は『良きビジネスパートナー』 

───────────── 

日本一のお金持ち・斎藤一人さんには 10人ほどの愛弟子さんがいます。 

愛弟子さんたちはまるかんの『ビジネスモデル』があり、齊藤一人さんという『メンター』、それぞれに

大切な『ビジネスパートナー』と３つが揃っていますので、それぞれ大成功されています。 

では 1位の馬は何でしょうか・・リャンさんの答えは、 

───────────── 

1位の馬は『良き伴侶』 

───────────── 

だそうです！ 

世界企業パナソニックの創業者・松下幸之助さんは、取引先を決めたり、代理店として認めるかを判

断するとき、夫婦仲がいいかどうかを重要な項目の１つに入れていました。 

松下幸之助さんはやはり天才です。 

早く成功していく人を見抜くポイントを押さえていたのです。 

『良きメンター』 

『良きビジネスパートナー』 

『良き伴侶』 

これらはみんな人間関係。その重要ポイントは 95％以上共通しています。 

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

道幸武久の加速ビジネス塾  メルマガ参照
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現代の巨匠       刀鍛冶  松田次泰 様 

多部田町のそこに一歩足を踏み入れると、黒澤明のモノト

ーンの映像に入っていく。 

住まいの奥には鍛錬場があり、その前には幾重も重ねられ

た炭が焼け、柔らかな白い煙が天に向かって静かに垂直に

伸びている。 

地止まりの土地の斜面の木々には、 

名前の知らない鳥たちが、楽しく会話をしながら 

「誰だ、誰が来た？」と私たちを品定めしている。 

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

鍛錬場の中に入ると、砂や炭で汚れた作務衣姿の松田刀匠が笑顔で迎えてくれた。 

昨今は、質の良い和鉄砂が入るようになったととても嬉しそうだ。 

こんなにもサラサラとした砂が砂鉄の塊となり、 

そして鍛冶の力により、名刀へと姿を変えていく。 

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

松田刀匠は、普段ここには置いていない三本の名刀を、

わざわざ私たちのために取り寄せてくれていた。 

拝見するだけでなく、実際にこの手に持たせてくれる

ことも許してくれた。 

どれもずっしりと重厚でかつ神秘的であり、刀を持っ

た私の背筋は自然と伸びている。 

一つは高松宮賞のもの、 

もう一つは文化庁長官賞のもの、 

そして最後は一番気に入っているという鎌倉時代の

ものを再現できたという刀。 

サヤの刻名を見るまでは、どんなプロでも「名刀正宗」と見間違えてしまう力作だ。 

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

神社に奉斎されている三種の神器の鏡・玉・剣は日本の宝玉であり、 

いつの世もこの三種は絶対に滅びることはないと松田刀匠は言う。 

そのうちの一つの剣の創作に携わることができることに、 

松田刀匠はとても誇りとやりがいを感じている。 

日本人が敢えて語ることなく必然と継承されてきた伝統と文化。 

この神聖な匠の心を、私たち川口モーニングロータリークラブ 30周

年記念式典で講演していただく。 

今から松田次泰刀匠の「日本人が大切にしなければならない本当の

心」の魂の話が楽しみでならない。 

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

松田次泰（つぐやす）様 

昭和 23年生まれ 北海道北見市出身 

アウディ A6の CMに武豊氏やノーベル賞の中村修二氏ら、４人の巨匠の一人として登用。 

横綱白鵬の土俵入り太刀を奉納。2015年千葉県指定無形文化財にも指定。 

文：木戸次郎 



Ｋ－ＰＵＲＯ社是 ： お客様の満足度 道徳経済一体型思想 ありがとうの心と感謝の心 

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー   誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾燥している冬場に多発する火災について首都圏一都三県別に調べてみました。 

総数においては東京が 1割を占め、他三県は 5％とほぼ同じ割合です。 

建物火災は、東京は密集地域が多いためか 13％と抜きん出ています。 

林野火災は、千葉が他より圧倒的に多く 5％を占めています。 

死者と損害額は埼玉が他より少ないのが目立ちます。 

結果、建物火災の東京、林野の千葉、被害が少ない埼玉、どれもほどほどの神奈川という大まかな

分類分けでいかがでしょう。 

 

 

 

女    「昨日も若い女性と一緒にいる夫を見たんです・・。 

夫とその女は私に見られているとも知らずに映画館に入っていきました・・。」  

弁護士 「だったらどうして二人の後についてって、 

ご主人と向き合って話し合わなかったんですか？」  

女    「それができなかったんです。私と一緒にいた彼はその映画をもう見たって言うんです・・。」 

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

今月の K-PUROニュースいかがでしたか？  

今年の漢字は「安」でした。 

2007年には、白い恋人や赤福などの食品関係の偽装が発覚し、そ

の年の漢字は「偽」だったにも係わらず、喉元すぎれば何とやらで、

また同じようなことを繰り返しています。 

 

これだけ企業の不祥事が多ければ、今年の漢字は「安」より「嘘」の

方が良かったかも知れません。 

弊社の今年の漢字は、国際ロータリー第 2770地区の大役を担いま

したので「役」という字にしたいと思います。 

 

皆さんもご自身の今年を漢字に表してみてはいかがでしょうか。そ

れではどうか良いお年を・・。 

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   NO93   『 似た者夫婦 』 

事件ファイル NO93    首都圏火災発生件数 

H25 総数 割合 建物 割合 林野 割合 車両 割合 その他 割合 死者 割合 負傷者 割合 罹災世帯 割合
損害額

（百万
割合

全国 48,095 ― 25,053 ― 2,020 ― 4,586 ― 16,436 ― 1,625 ― 6,858 ― 21,369 ― 90,782 ―

東京 5,213 10.8% 3,277 13.1% 3 0.1% 300 6.5% 1,633 9.9% 87 5.4% 782 11.4% 2,597 12.2% 6,048 6.7%

神奈川 2,448 5.1% 1,368 5.5% 10 0.5% 184 4.0% 886 5.4% 94 5.8% 432 6.3% 1,283 6.0% 6,024 6.6%

埼玉 2,407 5.0% 1,214 4.8% 33 1.6% 210 4.6% 950 5.8% 63 3.9% 339 4.9% 1,233 5.8% 4,721 5.2%

千葉 2,468 5.1% 1,140 4.6% 108 5.3% 207 4.5% 1,013 6.2% 90 5.5% 343 5.0% 975 4.6% 6,177 6.8%


