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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・ 

◆       商   号          株式会社 ケイプロ                  http://www.k-puro.co.jp 

◆       屋   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://kawaguchi-morning.jp/ 

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

 

 

コップに入ったジュースを子供がこぼしてしまったとき、親はどんな言

葉をかけるでしょうか。 

「気をつけなさいよ！こんなにこぼしてしまって、あと半分しかないじ

ゃないの」 

「あら、こぼしてしまったの？でも、まだ半分も残っているわ。これか

ら気をつけようね」 

同じことを言っているようですが、言われた子供の気持ちはどうでしょう。 

残ったジュースをおうしく味わうことができるか、それとも涙混じりの悲しい味になるか。 

その違いを生む「視点」の大切さを、心に留めたいものです。 

http://www.k-puro.co.jp/
http://www.saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
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今月の良い話     幸福に生きるヒント 

私は昔から「くれない族」と定義していますけれど、青年でも中年でも「～をしてくれない」

と言い始めた時から、すでに精神的な老化が進んでいる。 

それは危険な兆候だと思って、自分を戒めたほうがよろしいかもしれません。 

他人が「～をしてくれない」と嘆く前に、自分が人に何かしてあげられることはないかと考

えるべきです。 

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

それから、以前インドへ行った時に、感じのいい日本の若

者たちと出会いました。 

彼らは皆、自分で貯めたお金を使って誰の迷惑も掛けずに、

長期間インドを旅行していたんですけど、私と同行してい

た神父さんがこう言ったんです。 

「彼らは少しも幸せそうに見えなかった」と。 

「どうしてですか？」と私が聞くと、 

「彼らは自分のしたいことをしているだけで、人としてす

べきことをしていないから」 

とおっしゃったんです。 

自分のしたいことを自分の力ですると同時に、他者のため

にさせていただくという気がない人間は大人とは言えな

い。 

真に幸福な人生も生きられない。 

だから、7 割は自分の楽しみ、3 割は育てたいもののためにお金と時間を使う。 

年を取れば取るほどそういう人間になれるといいですね。 

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

私はオペラが好きなんですけど、オペラの語源はラテン語で「仕事」っていう意味なんです。 

だから、オペラは大勢でつくり上げる一つの仕事なんですね。 

主役はいるけれども、主役一人でオペラはできない。 

それぞれが過不足ない役割を与えられて、その場で丹誠を込めていくから素晴らしいオペラ

になる。 

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

いまは間違って考えて、自分のしたいことをすることが自己を育てることのように思う人が

いるので困りますね。 

自己を丹誠するにはまず一生懸けていいという目的を持ってなきゃいけない。 

その目的に向かって、どういう人間に自分を仕上げたいのか。 

人間はもちろん脇道にそれる時間も必要ですけれども、やっぱり自分を訓練していくと同時

に、自分も他者のために、少し手助けする気持ちを持つことが大切です。 

 

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

曽野 綾子（作家）                     記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    日本精神を教えてくれた靴磨きの少年 

私が最初に日本の地を踏んだのは 1945 年、第二次世界大戦が終わって

間もなくのことでした。アメリカ陸軍に入隊したばかりの頃で、焼け

残った東京丸の内の旧郵船ビルを兵舎にしてＧＨＱの通訳としての活

動を行ったのです。私は日系アメリカ人です。 

両親はともに九州の人で、福岡出身の父は力士を辞めた後に貨物船船

員となり、たまたま寄港したハワイが好きになってそのまま定住した、

という異色の経歴の持ち主。ここで熊本出身の母と出会って結婚し、 

私が誕生しました。私は高校を出て陸軍情報部日本語学校に学んでい

たことが縁で、通訳として日本に派遣されることになりました。 

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

東京で最初に出会った日本人は、靴を磨いてくれた 7 歳の少年でした。 

私は思わず「君は子供なのに、どうしてそういうことをやっているの」と質問しました。 

少し言葉を交わすうちに、彼が戦争で両親を亡くし、僅かな生活の糧を得るためにこの仕事

をしていることを知りました。その頃の日本は厳しい食糧難に喘いでいました。 

それに大凶作が重なり一千万人の日本人が餓死すると見られていました。 

少年はピンと姿勢を伸ばし、はきはきした口調で質問に答えてくれましたが、 

空腹であるとすぐに分かりました。兵舎に戻った私は昼食のパンにジャムとバターを塗って

ナプキンで包み、他の隊員に分からないようポケットに入れて少年のもとに走り、そっと手

渡しました。少年は「ありがとうございます。ありがとうございます」 

と何度も頭を下げた後、それを手元にあった箱に入れました。 

口に入れようとしないことを不思議に思って「おなかが空いていないのか」と尋ねると、 

彼はこう答えたのです。 

「僕もおなかが空いています。だけど家にいる 3 歳のマリコもおなかを 

空かせているんです。だから持って帰って一緒に食べるんです」 

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

私は一片のパンをきょうだいで仲良く分かち合おうとする、この少年に心を揺さぶられまし

た。この少年を通して「国のために」という日本精神の原点を教えられる思いがしたのです。 

「いまは廃墟のような状態でも、日本人が皆このような気概と心情で生きていけば、この国  

は必ず逞しく立ち直るに違いない」 

そう確信しました。果たしてその後の日本は過去に類のないほど奇跡的な復興を遂げ、 

世界屈指の経済大国に成長しました。通訳として日本に滞在したのは僅か二か月です。 

しかし、私は今日に至るまでこの少年のことを忘れたことがありません。 

日本に来るたびにメディアを通して消息を捜したものの、ついに見つけることはできません

でしたが、もし会えることがあったら、心からの労いと感謝の言葉を伝えるつもりでいます。 

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

ジョージ・アリヨシ（元ハワイ州知事）            記事提供  致知出版社
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発生日時  2018 年 10 月 4 日（木）19 時 30 分ごろ                         

発生場所  埼玉県熊谷市  （手前の男性は犯人ではありません）                                      

事案内容  軽ワゴン車の犯人はマンション駐輪場に停めてあった高級自転車 1 台を窃取  

所感    最近、また高級自転車の盗難が流行っているようです。                                                                                    

強固なワイヤーや鉄製の U リングで繋いでいても短時間で切断されてしまいます。                          

高級自転車は必ず盗難保険に加入し、屋外でなく屋内に置かれることをお勧めします。                         

 

 

ある男が街角でホームレスに呼び止められた。 「だんな、どうか 5 ドルをお恵みください」                       

男は財布から 5 ドルを取り出してから、ホームレスに尋ねた。  

「この金をやったら、君はウィスキーを買うのかい？」  

「とんでもない！ 酒はずっと前にやめました」 「じゃあ、この金をギャンブルに使うのか？」  

「ギャンブルもずっと前にやめました」     「それじゃあ、ゴルフに遣うのか？」  

「だんな！ ゴルフなんてもう、30 年もやってませんよ！ 私はただ、生きるために必要な物

にしかお金を遣いません」            その言葉を聞くと男はホームレスに言った。  

「じゃあ、君を我が家のディナーに招待するから一緒に来なさい」  

ホームレスは男の意外な言葉に戸惑って尋ねた。  

「私はご覧の通りホームレスで、着ているものだってボロボロだしすごく臭います。    

こんな私を連れて行ったら奥さんが怒るのでは？」  

すると男は微笑んで言った。  

「いいんだよ。人間、酒とギャンブルとゴルフをやめたらどうなるかを、    

うちのカミさんにみせてやりたいんだ・・・」

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

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

日本人の道徳性の高さを外国の方は称賛されますが、その一方で大企業の不正事案が後を絶

ちません。納期が最優先されていたようですが、結局は補修や交換に莫大な時間と費用を要

し、企業の信用は著しく損失し、下手をするとその会社は消滅してしまうかも知れません。    

来年 5 月は新天皇が即位され元号が変わります。日本人の誠実さを取り戻すいい機会です。   

新元号は「立志」や「公誠」「典雅」などいかがでしょう。                                                               

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  NO127     『 ホームレスとある男 』 

事件ファイル NO127      高級自転車盗 


