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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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

玄関に飾られた花を見るときの心は、人によって異なります。                       

美しいと思う人、出入りの邪魔だと思う人、花を飾った人の優し

い心を感じる人。                               

あるがままに咲く花に対し、人がさまざまな見方をして価値を決

めているのです。人が他人を見るときにも、同じことがいえます。                                

見方を変えると「しつこい人」は「とても熱心」、「頑固」は「意志の強い人」、「おせっかい」は「親切」と

いうように、短所と思えたことも長所に見えてくるのではないでしょうか。                 

何事も、努めてそのよい面を見ることを習慣づけたいものです。       代表取締役 木戸 良樹 
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今月の良い話        「人間の力」 

とにかくラグビーに夢中になっていたので、高校に入る時も、自分がラグビーをする上で一番いい環

境を求めて、山口良治先生のいる伏見工業に入ったんです。 

当時の伏見は、まだ全国大会に一度も出ていませんでしたが、山口先生の名はかなり知られていま

した。 

僕は、既に強くなっているところに入るよりも、これから伸びるところで自由にやらせてもらうほうが 

自分の性に合っていると考えて、伏見を選んだんです。 

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

自分で決めて入ったわけですから、ラグビーに集中せざるを得ませんでしたが、正直言って一年の

時は、練習がいやでいやで辞めようかと思っていました。 

やっぱりきつかったです。 

5月ぐらいになると、自信をなくして体調を崩してしまいました。 

先生に相談しに行ったら、よく話を聞いてくれて休ませてくれました。 

おかげで、なんで自分はここへ来たのか、と原点に返って自分を見つめ直す時間を持てて、もう一度

立ち向かおうという気になりました。立ち直るまでほんの二、三日でした。 

その間に、一気にパッと変わったんです。 

それでたまたまいい具合に波に乗ることができて、チームも強くなり、二年で初めて全国大会でベス

ト 8入りし、キャプテンを務めた三年で一気に日本一になったんです。 

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

山口監督の指導は厳しかったですね。 

当時の仲間たちのほとんどが殴られていると

思いますよ（笑）。 

いまの時代は許されないけれども、 

当時はそんなこと当たり前でした。 

文句を言うやつもいませんでしたし、 

ある意味いい時代だったと思いますよ。 

そんな中で印象に残っているのは、よく人間の力の話をしてくださっていたことです。 

非常にいい話で、いまでも僕は大切にしているんです。 

僕らが三年の頃にはすごく強いチームになっていて、どことやっても勝っていました。 

前半で点差が 4、50点開いたりするので、つい手を抜いたり、気を抜いたりするんですが、それでも

余裕で勝ってしまう。 

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

すると先生は、ハーフタイムの時にえらい怒るわけですよ。 

「なめてんのか！」と。 

そしてこんな話をよくされたんです。 

人間の力は、全部出し切らないと増えない。 

だから、余すことなく使わなければいけないのだと。 

いま 10ある力を全部出し切ったら、10.001ぐらいになる。 

次の試合でその 10.001を全部出したら 10.002 というふうに力が増えていく。 

出し切らずに溜めたら逆に減ってしまうんだと。 

そして最後の締めくくりに、「それがお金と違うところだ」と。 

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

ラクビー元日本代表監督  平尾 誠二 氏             月刊到知 2005年 6月号掲載 
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今月の良い話    「意識改革」   

 

平成 14年に星野元監督が指揮を執るまでの阪神タイガースは四年

連続最下位で、そんな「負け組」の一つのように言われていました。 

その弱小チームが、わずかな期間でリーグ優勝を遂げられるまでに

なったのですから驚きです。では、なぜ阪神タイガースは復活できた

のでしょうか。いくつかの要因が考えられますが、いちばん大きなこ

とは、「選手一人ひとりの意識が変わった」ということです。 

例えば、凡打で打ち取られた際、これまでと違って、まるで高校野球

を見ているかのように一塁ベースに全力疾走する選手たち。 

投手も必死にヒットを狙うなど、選手の“勝利”に対する意欲は明ら

かに違って見えました。このような選手の意識改革を成し遂げられたのは、改めていうまでもな

く、星野監督の手腕が大きかったといえるでしょう。 

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

さて、シーズン中の星野監督は、ベンチに座って腕を組み、選手の不甲斐ないプレーには憮然

とした態度で叱責しました。 

その反面、勝負の流れを分かつような場面で好プレーが出たり、僅差で勝利した時には、選手

と一緒になって喜んでいる姿が印象的です。 

こうした姿から、星野監督は豪快で、喜怒哀楽の激しい人物という感を受けますが、その一方で、

周囲に対して実に細やかな心配りをしています。 

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

例えば、練習中の選手に対して満遍なく声をかけて回ったり、打撃投

手などの裏方の人にも、すれ違った時に必ず声をかけています。 

また、選手の妻の誕生日に花束をプレゼントしたり、北海道遠征の際

には、打撃投手やスコアラーの家族にも毛ガニを贈ったといいます。 

星野監督は、「人間の心の底には“情”というものがなければ、何を

やってもダメだと思っているんです。私は全て情から出発します」と語

っているように、選手をいくら叱責しようが、心の中では常に温かい

情が感じられたために、無用な反発を招くこともなく、選手の心を掴

んでいったのだといえるでしょう。 

また、主砲として期待したアリアスが、開幕後、打率二割前後と低迷し、バッティングコーチは先

発から外してはどうかと進言しました。しかしその際、星野監督は「もう少し我慢する」と、その進

言を受け入れませんでした。それはアリアスが不振から立ち直るために、試合前どの選手より

早く来て人一倍練習をしている姿を見ていたからです。 

そうして使い続けた結果、大事な場面でホームランを放つなど勝利に貢献するようになり、翌年

はホームラン王争いを演じるなどアリアスは大活躍したのです。 

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

リーダーは社員や部下に対して、まさに温かい親心を持って、粘り強く接する点が重要だといえ

るでしょう。私たちは多くの場合、結果がすぐに出ないからといって社員や部下に見切りをつけ

ようとしがちですが、その人がその人なりに努力している場合には必ず結果はついてきます。 

そうした努力を正当に認める行為もまた、社員や部下のやる気を高め、育てていく上でとても重

要なのです。                        モラロジービジネスクラブ 学習資料 NO3 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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さる７月 26日に発生した相模原障害者福祉施

設における事件で、犠牲になられた 19名の皆

さまのご冥福を心からお祈り申し上げます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本件は非常に特異なケースであり、類似犯が現

れる可能性は低いものと考えますが、万が一、

今回に類似する異常事態が発生した場合の当

直職員の対処方法を右にまとめました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

相模原事件の発生時刻は深夜2時30分ごろで、

犯行時間は約 50分間におよんだといいます。 

下記に挙げる対応が可能だった場合、被害はここまで大きくならなかったものと思慮します。 

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

■異常を感知した場合は、まず館内を明るくするために照明をどんどん点灯させましょう。 

■警備会社連動の非常通報ボタンを押し、110番通報を行います。 

110番通報は端的に名称と住所のみでも構いません。 

■館内に常設している火災報知機の非常ベルを押し、全域に大きな音を鳴動させます。 

★「明るく」「知らせる」「音を出す」 A・SHI・OTOと覚えて下さい。 

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

被害を大きくさせないために、1秒でも早く犯人を追い出すことが重要です。 

館内が明るく、大きな音が鳴動している中では、犯人は必ず逃げて行くものです。 

 

 

 

たまちゃんにクレジットカードの請求書が届いた。 

彼女はクレジットカード会社に出向いて言った。 

「支払いをしにきたわ。カードでお願い。」 

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

今月の K-PUROニュースいかがでしたか？  

先日、お世話になっている福祉施設様で防犯対策の講演をさせていただきました。 

あれだけの事件でしたので、施設に携わる皆さまが非常にナイーブになられている

ことを感じました。 

また、この対処方法は、一般の住居でも効果的です。 

例えば、別の部屋や下の階で怪しい物音がしている場合や気配を感じた場合、まず照明を点灯し、

次に目覚まし時計でも何でも大きな音が出るものを鳴らして下さい。 

それから 110番通報しましょう。これにより侵入者が逃走することは間違いありません。 

ハチ合わせにならないためにも犯人を追い出すことが重要です。 

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） 

事件ファイル NO103    不審者侵入時の対処方法 

プロ太の小話集   NO103   『 クレジットカード 』 

http://クレジットカード人気比較.com/forward/jcb_gold/?cv_from=cv_lnk

