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

 

 

今年の干支は戊戌（つちのえ・いぬ）です。 

干の「戊」は、「茂」という字に通じ、植物が絶好の状態にあり繁栄するという意味です。 

支の「戌」は、「滅」という字からきており全てのものが土に還っていく状態を意味します。 

従いまして「戊戌」は、繁栄と滅亡の両方を併せ持ち、どちらに転ぶかわからない不安定な

年廻りを表しています。 

過去を顧みると、60 年前の 1958 年（昭和 33 年）は、聖徳太子の１万円札の発行、関門ト

ンネル開通や東京タワーの完成と新通貨、大型インフラの完成の年。そしてチキンラーメン、

スーパーカブ、スバル 360 などの斬新的な新商品の発表が相次ぎました。 

120 年前の 1898 年（明治 31 年）は、アメリカがスペインに自作自演の事件を勃発させ米西

戦争へと移入し、プエルトリコ・グアム・フィリピンを獲得し、ハワイを併合しています。

国内では伊藤、大隈、山縣と総理大臣が 3 人も代わる不安定な年でした。 

（続きは終頁で） 

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/
https://itabashi-prowrestling.jimdo.com/
http://sjkk.jp/
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今月の良い話     「仏法の灯を灯し続けて」   

幼少期より仏道を歩み続けて八十年。現在、曹洞宗の師家会会長を務める青山俊董師。 

四十六歳で出家し、日蓮宗の布教師として悩める市井人々に手を差し伸べてきた戸澤宗充師。 

異なる立場で仏法の灯を灯し続けてきた尼僧二人に、各々の体験を交えながら、人生の試練

を乗り越える心構えを説いていただいた。 

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

青山 

無財の七施という仏道修行がございますでしょう。 

財はなくとも人様に施していけるものとして、眼施（優しいまな

ざしで相手に接する）、和顔施（穏やかな顔つきで人に対する）、

言辞施（愛情を込めて言葉を使う）、身施（自分の体で奉仕する）、

心施（ともに喜び、ともに悲しむ）、床座施（座席を譲る）、房

舎施（温かくおもてなしをする）の七つが挙げられていますね。 

私はこれに「聞施（もんせ）」、相手の話にしっかり耳を傾けて

差し上げることも加えたいと思うのです。 

人の苦悩を取り除く観音様も耳を施してくださるのだと思います。 

ですから私もどんなに忙しくしても、深い悩みを抱えた方には一時間、二時間、お話を聴く

に徹します。そうするとこちらはほとんど喋らなくても荷物を下ろして軽くなってくれる。 

お顔を見ても、大丈夫だなと安心できるんです。 

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

青山 

悩んでいる人に私がお伝えしたいのは、どんなこともチャンスと受け止めてほしいというこ

となんです。お釈迦様は、この世の中に四種類の人があるとおっしゃていました。 

闇から闇へ行く人と、闇から光へ行く人と、光から闇へ行く人と、光から光へ行く人の四種

類あると。このことからまず学べることは、人生というのは変えていくことができるという

こと。もう一つは、変えていく主人公は自分自身でしかないし、自分の今日ただいまの生き

方にかかっている。自分がいま、いかなる状況にあろうとも、心掛け次第で人生は変えてい

けるんだから、諦めてはなりません。いかなることにも前向きに、チャンスと受け止めてほ

しいのです。 

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

戸澤 

人生はプラスばかりでなく、マイナスとプラスがいつも同時に

存在します。 

けれどもマイナスをマイナスと受け止めるなと。 

マイナスは自分の心掛け次第で必ずプラスになるんですね。 

これを私は、執着するな、失うことを嘆くなというふうにも受

け止めております。 

私も死に近い年齢になって、いよいよその思いが深くなってまいりました。少し前に胃がん

になり、この世からいつ去っていくか分からない命を生きておりますけれども、そのことを

悲しく感じるのは、生に執着するから。素直に受け止めていけば、それでいいんじゃないか

と納得できると思うんです。 

そのことを踏まえて、相談に見える皆さんには「“あいうえお”ですよ」とお話しするんです。 

「あいは、“愛”。うは“運”。えは“縁”。おは“恩”。この世に生きている間に、自分が受けたす

べての愛や運や縁に感謝して、恩を返してあの世に旅立ちましょう」と。 

これは私自身の思いですし、人様にもお伝えすることが、いまの私の愛なんです。 

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

記事提供  致知出版社                       月刊致知 2 月号 
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今月の良い話       「日本のこころを伝える」   

ヨーロッパの人、アメリカの人はみんな言うんです。 

日本人にゲーテの話はしてもらいたくない。 

日本人にシェイクスピアの話はしてもらいたくないと。 

日本人には『源氏物語』を教えてもらいたい。 

日本人には『徒然草』を教えてもらいたい。 

日本人には芭蕉の『奥の細道』を教えてもらいたいって、 

みんなそう言っているんです。 

ところが日本の文化人のほとんどは、外国の文化や文芸ばかり勉強して、

日本の文化や文芸の良さをあまり学ぼうとしないのです。 

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

一、二の文化人は別にして、とにかく外国の模倣ばかりしていることが多いですね。 

いくら国際化といっても、向こうから学ぶことばっかりであったら、いい友情は結べません。 

向こうを真似たり、向こうからもらうものがあったら、 

10 もらったら 10、日本にもこういういいところがあるんだよと、 

日本の文化・伝統の良さを、こっちからも 10 返すようにしないといけない。 

そうすれば、対等な関係で、胸を張って、国際社会で生活することができると思うんです。 

日本の文化や伝統についてあまりにも無知な人は、外国の人から教養人としては認められま

せんよ。 

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

かつて来日したブルー・タウトさんが、こんなことを言っています。 

「日本人は礼儀正しく勤労意欲が盛んで勉強もよくする。 

しかし、あまりにも自分の国について知らなすぎる」と。 

 

わたくしの塾では、中学生は勉強の前の 30 分間、坐禅を組みました。 

ある塾生が、ボーイスカウトをやっていて、その関係でアメリカのサン

フランシスコへ行きました。 

そして、そのホームステイ先で、朝 30 分、自分で坐禅を組んだんです。 

すると、その家の人が 

「私たちも坐禅をやりたいと思っていた。でも、いままで教えてくれる

人がいなかった。ぜひ教えてくれ」 

と言って、そのホームステイ先のお父さん、お母さん、子どもまでみん

な一緒に朝、その期間中、坐禅を組んだというんですね。 

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

ほかの人たちは、ただお世話になって帰ってきただけです。 

わたくしのその塾生は、坐禅も教えたし、お茶も点てたんですね。 

その家族の方は、坐禅を教わった、抹茶の点て方も教わった、ティーセレモニーも分かった

と言って、彼は帰るときに、 

「ありがとう、ありがとう」 

と、とても感謝されたというのです。 

わたしはこれだ！ と思うんですね。 

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

境野 勝悟                         記事提供  致知出版社
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日時 2018 年 1 月 7 日（日）21：40 ごろ                                   
場所 千葉県市原市                                                
内容 犯人は店舗を周回し侵入箇所を物色。その後、シャッターのないはめ殺し FIX 窓の下
部を割り侵入しようとしたが、内部に侵入することなくそのまま逃走した。自動ドア側を割
らず、注意していたカメラにも顔が映ってしまい素人（外国人風）の犯行と推測される。 

   

 

おばあさんが公園を散歩していると、少年が芝生で釣り竿をかまえていました。 

少年は針をじっと見つめたまま動きません。 

変な子だと周りの人もちらちら見ています。 

そのうち腕に力が入らなくなったのか、釣り竿を落として倒れてしまいました。 

「坊や！大丈夫？」 

「うん…。ボク、お腹がすいてしょうがないの・・」 

「まあ！かわいそうに。おばあさんと一緒にいらっしゃい。」 

おばあさんは少年を気の毒に思い、レストランに連れて行きました。 

おいしいものをいっぱい食べさせて、子供の気分をほぐそうとニコニコしながら尋ねました。 

「坊や。さっき釣り竿を持ってたけど、どれぐらい釣れた？」 

「えーと、今日はおばあさんで 3 人目だ。」

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

今月の K-PUROニュースいかがでしたか？今年の予測の私見です。           

過去の実例を顧みると、米西戦争のような単体の戦争が起こっており、米の対北朝

鮮問題が進展する可能性が十分に考えられます。また、中国の強引な海洋進出や

隣国等の領土拡大問題も加速するかも知れません。過去、イギリスからアメリカ

へ覇権が移ったように、中国はアメリカから覇権を奪うことを本気で考えていると感じます。

国内では、ビットコイン等の仮想通貨の確立やキャッシュレス化が進み、公共事業のバラマ

キによる景気拡大策がまだまだ続きそうです。AI を上手く取り入れることのできる企業が今

後発展していくでしょう。安定しているように見える安部政権も 120 年前のように何らかの

要因で交代を余儀なくされる日が来るかも知れません。                 

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   NO118   『 釣り 』 

事件ファイル NO118     侵入未遂 
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