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

 

 

毎日の生活は同じことの繰り返しのようであっても、自分の受け止め方によっ

て、すっかり変わってしまう場合があります。 

今まで「つらいなあ」「いやだなあ」「つまらないなあ」と思っていたことの中にも、

自分の心の持ち方ひとつで喜びを見出すことができるかもしれません。 

そんな発見をした人は、生き生きとして、周囲に向ける目も変わってきます。

そうすると、家族や友人や同僚が今まで以上に大切な人だと感じられるので

はないでしょうか。 

そうした喜びは、日々の生活の中でこそ感じえて味わえるものです。 
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今月の良い話     「アンパンマンのテーマ曲」   

大人から子供まで誰もが知っているアンパンマン。 

その主題歌『アンパンマンのマーチ』は「愛と勇気だ

けが友達さ」などの歌詞からなんだか寂しい歌のよ

うに解釈されがちです。 

しかし、この歌の背景を知ると実はこの曲が子ども

番組の主題歌と言うには非常にもったいない程深い

曲だという事がわかります。 

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

このアンパンマン、元々大人向けの読み物でアンパンマン自身も普通の人間だったのです。 

空腹の人たちの元へパン粉を届けるという点は現在と比較的共通していますが 

アンパンマンを語る上で最も知っておく必要があるのがやなせたかしさんの弟の存在です。 

実はやなせたかしさんの弟は海軍に志願し特攻隊として戦場でその生涯を閉じました。 

更にやなせたかしさん自身も戦中・戦後の食糧危機に直面し非常に辛い思いをしたそうです。 

その事を踏まえてもう一度この歌の歌詞を読んでみてください。 

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

『アンパンマンのマーチ』               作詞 やなせたかし 作曲 三木たかし 

 

 そうだ！嬉しいんだ生きる喜び          たとえ胸の傷が痛んでも 

 

 何の為に生まれて   何をして生きるのか  答えられないなんて そんなのは嫌だ！ 

 今を生きることで    熱いこころ燃える    だから君は行くんだ微笑んで 

 そうだ！嬉しいんだ生きる喜び          たとえ胸の傷が痛んでも 

 嗚呼アンパンマン優しい君は           行け！皆の夢守るため 

 

 何が君の幸せ      何をして喜ぶ      解らないまま終わる  そんなのは嫌だ！ 

 忘れないで夢を     零さないで涙      だから君は飛ぶんだ何処までも 

 そうだ！恐れないでみんなのために       愛と勇気だけが友達さ 

 嗚呼アンパンマン優しい君は           行け！皆の夢守るため 

 

 時は早く過ぎる      光る星は消える    だから君は行くんだ微笑んで 

 そうだ！嬉しいんだ生きる喜び          たとえどんな敵が相手でも 

 嗚呼アンパンマン優しい君は           行け！皆の夢守るため 

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

特攻隊として飛び立った彼は、自分が二度と母国の地を踏むことは無いと知り、胸の痛みを感じつ

つも生きている喜びを感じる。 

涙をこぼすことなく、恐れることなく彼は飛んだ。みんなの夢を守るために。 

戦いに行くのは自分一人だけでいい。愛と勇気だけを連れて行くから。 

幸せとは何か、何のために生きるのか、その答えを知らずに生きるのは嫌

だ。時は過ぎ、彼は微笑みながら、特攻隊としての任務をこなした。 

まるで光る星が消え行くように。 

彼は微笑みながら飛んだ。みんなの夢を守るため。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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今月の良い話       「生き方のセオリー」   

吉田松陰に、こういう逸話があります。 

安政元年 3月 27日、松陰は金子重輔と共に伊豆下田に停泊していたアメリカの軍艦に乗り込もうと

して失敗し、下田の牢につながれます。 

一夜明け、松陰は牢番に 

「昨夜、行李が流されてしまって、手元に本がないから、何かお手元の本を貸してくれませんか」 

 と頼みます。 

牢番はびっくりして 

「あなたたちは大それた密航を企み、こうして捕らえられて獄の中にいるのだ。 

 どうせ重いおしおきを受けるのだから、こんな時に勉強しなくてもいいのではないか」 

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

この牢番の言葉に松陰はこう言うのです。 

「凡およそ人一日この世にあれば、 

一日の食を喰らい、 

一日の衣を着、 

一日の家に居る。 

なんぞ一日の学問、一日の事業を励まざらんや」 

 

（ごもっともです。それは覚悟しているが、自分がおしおきになるまではまだ時間がある。 

 それまではやはり一日の仕事をしなければならない。 

 人間というものは一日この世に生きていれば、 

一日の食物を食らい、一日の衣を着、一日の家に住む。 

 それであるなら、一日の学問、一日の事業を励んで、天地万物  

への御恩に報いなければならない。 

 この儀が納得できたら、ぜひ本を貸してもらいたい） 

 

この言葉に感心して、牢番は松陰に本を貸します。 

松陰は牢の中で金子重輔に向かってこう言ったといいます。 

「金子君、今日このときの読書こそ本当の学問である」 

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

渡部昇一著『人生を創る言葉』の中に出ている話です。                           

渡部先生もこの話に感動されたらしく、こう付記しています。 

 

「牢に入って刑に処せられる前になっても、松陰は自己修養、勉強を止めなかった。 

 無駄といえば無駄なのだが、これは非常に重要なことだと思うのである。 

 人間はどうせ死ぬものである。いくら成長しても最後には死んでしまうことに変わりはない。 

 この〈どうせ死ぬのだ〉というわかりきった結論を前にして、どう考えるのか。 

 松陰は、どうせ死ぬにしても最後の一瞬まで最善を尽くそうとした。 

 これは尊い生き方であると思う」 

腹中に書をもって生きた松陰の面目躍如たる話です。私たちもかく生きたいものです。 

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

藤尾 秀昭 （致致出版社社長）                        人間力メルマガ 2016年 8月
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車を制御するコンピューターを自分が用意した別の機器にすり替えてエンジンをかけ、  

そのまま走り去る窃盗事件が相次いでいます。                       

「積み替え」と呼ばれる手口で、主に被害に遭っているのはトヨタのハイブリッド車   

「プリウス」。                                     

警察は、新たな自動車盗の手口とみて警戒を強めています。                

またプリウスはバッテリーも高額なため、部品盗も増えているようです。                

防犯対策として、ハンドルロックやタイヤロック、車両用ココセコム、そしてセンサーライ

トや防犯カメラ等が挙げられます。その前に車両保険には必ず入っておきましょう。 

 

おじいさん  「肉まん下さい。」                            

女店員    「おいくつですか？」 

おじいさん  「いくつに見えますか？」 

女店員    「・・いくつでしょうかね・・？」 

おじいさん  「もう・・80 ですよ」 

女店員      「肉まん 80 個で 8,640 円になります」 

おじいさん   「いや・・そうじゃなくて・・・。」 

女店員      「8,640 円で～す。」 

おじいさん   「それでは、nanaco で・・・」 

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

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

台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業の傘下に入った『シャープ』が 1年 4ヵ月という

過去に例がない短期間で東証 2部から 1部へ昇格しました。                  

創業者の早川徳次翁の銅像は堺の本社にあり、鴻海から来た社長の戴正呉さ

んは毎日出勤時に一礼をするのを欠かさないそうです。                     

それは「創業の精神を取り戻してこそ復活できる」との思いがある

からこそ。 

それ姿を見たある記者は、シャープは必ず復活すると確信したそうです。                  

先人や伝統を大切にしている経営者の会社はどこもいい結果を生んでいますね。 

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   NO117   『 咬み合わない会話 』 

事件ファイル NO117     プリウスの盗難手口 

https://matome.naver.jp/odai/2150380559873596701/2150381160277251603
http://ascii.jp/elem/000/001/602/1602461/img.html

