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

 

 

人間関係とは、あくまで相手があって成り立つものです。 

新約聖書には「清い人には、すべてのものが清い」とあります。 

「人は自分の鏡」といわれるように、憎悪や猜疑心を持って相

手を見れば、相手のそうした心が見えてきます。 

相手に皮肉を言われたときも、自分自身を見つめれば、自分の

高慢さが相手にいやな気持ちを起こさせていることに気づくかもしれません。 

他人を責めるのではなく、自分自身の瞳と心を澄ませば、その人のよさが見え、人間関係も

よくなっていくのではないでしょうか。 

http://www.k-puro.co.jp/
http://www.saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
http://iwasakinouzyou.web.fc2.com/index.html
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu-_Hnp5fgAhUZ9bwKHTBMDsgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.photo-ac.com%2Fmain%2Fdetail%2F762262%3Ftitle%3D%25E6%25A2%2585%25E3%2581%25AE%25E8%258A%25B1%25E3%2580%25803&psig=AOvVaw23tDLIDc6AK2KM_tm7qmg7&ust=1548999730583369


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 

今月の良い話    本気で向き合えば人生は好転する 

学生時代から 13 年間、家の中に引きこもっていた E さんは、心の内に〈今の自分を変えたい〉

という思いを持っていました。 

しかし、思いはあっても、なかなか行動に移すことができません。 

ある時、叔母から、若者を対象にした弁論大会があることを聞きました。 

「あなた、その大会に出てみたら？」と誘われた E さん。 

その時は「自分にはとても無理だよ」とその誘いを断りました。 

しかし、叔母は諦めません。 

何度断られても、顔を見るたびに声をかけ続けました。E さんは、とうとう叔母の熱意に根負

けし、弁論大会に出ることにしました。 

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

弁論のテーマは「未来を創る」です。 

E さんは原稿用紙に〈今の自分を変えたい〉という思いを

書き綴りました。 

そして、毎日練習を重ねて、本番に臨みました。 

練習と違い、本番では大勢の観客がいます。 

自分の番が近づくにつれ、〈出るのをやめようかな〉とい

う思いが込み上げてきます。 

しかし、支えてくれた叔母や両親のことを思うと、「帰ります」とは言えませんでした。 

ついに自分の番がやってきました。E さんの名前が呼ばれ、舞台に立ちます。 

200 名近い観客の視線が自分に向けられ、一瞬、頭が真っ白になりました。 

会場の雰囲気に圧倒され、第一声がなかなか出ません。 

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

〈もうダメだ〉と思った時、祈るように応援する母の姿が目に映りました〈母が応援してく

れている〉と思うと、自然と心が落ち着き、すっと言葉が出てきたのです。 

それからは、覚えた原稿を懸命に発表しました。 

緊張のあまり早口になったり、途中で詰まったりもしましたが、何とか最後まで発表するこ

とができました。出場者全員の発表が終わり、結果発表が始まりました。 

自分には関係ないだろうと思いながら発表を聞いていると、最優秀賞で E さんの名前が呼ば

れました。 

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

たくさんの拍手をもらいながら、慌てて立ち上がり、頭を下げた E さん。 

客席で号泣する両親の姿が目に映りました。 

〈こんな僕でも親を喜ばせることができるんだ〉と気付いた E さんが、その後、就職活動に

取り組み、社会に復帰を果たしたのです。 

必死に練習し、本番で臨んだ E さんだけでなく、何度断られても足を運び、弁論大会に誘っ

た叔母、長年息子を支え、応援し続けた両親、それぞれの立場で全力を尽くした結果でした。 

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

                       記事提供 一般社団法人 倫理研究所 
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今月の良い話       3人のレンガ職人 

「3 人のレンガ職人の話」を知っている方、きっと多くいらっしゃると思います。 

旅人が 3 人のレンガ職人に対して、「何をしているんですか？」と問い掛け、 

三人三様の答えが返ってくるあのお話です。 

では、このお話にはまだ続きがあることはご存じでしょうか？ 

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

中世のヨーロッパで旅人が 3 人のレンガ職人に出会うんです。 

旅人が「何をしているんですか？」って聞くと、 

1 人目は「親方の命令でレンガを積んでいるんだよ」 

と面倒くさそうに答え、2 人目は 

「レンガを積んで壁をつくっているんだ。 

大変だが賃金がいいからやっているんだ」と答えました。 

けれども 3 人目は「完成まで 100 年以上かかる教会の大聖堂

をつくってるんだ。 

完成すれば多くの信者の拠り所となるだろう。こんな仕事に就けて本当に光栄だよ」と答え

たんです。 

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

3 人のやっている仕事は一緒です。でも志が違うんです。 

1 人目は言われたからやっているだけで、2 人目は食べるために否応なしに働いていて、 

2 人とも目の前の壁の部分しか見ていない。 

けれども 3 人目は、歴史的な事業に参加して多くの人を喜ばせたいという目的意識を持って

仕事をしている。 

しかも、自分が完成を見届けることのできない 100 年先を見据えて仕事に取り組んでいるん

です。 

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

ここまではご存じの方も多いんですけど、実はこの話には続き

があるんです。 

10 年後にこの 3 人はどうなったか。 

1人目は相変わらず文句を言いながらレンガを積んでいました。 

2 人目は、賃金は高いけど危険の伴う屋根の上で仕事をしてい

ました。 

そして 3 人目は、現場監督として多くの職人を育て、出来上が

った大聖堂には彼の名前がつけられたんです。 

私はこのエピソードを読んだ時に、涙が出るくらい感動したん

です。 

「これだ！」って。 

自分は 3 人目のレンガ職人になりたい。 

教育を通して日本を、アジアをよくしたい。 

そして私の後も 100 年続いていく、志のある仕事をしたいと思ったんです。 

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

朝倉 千恵子(新規開拓社長)                   記事提供 致知出版社   
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2018 年 11 月、福岡県警は、観光を装って来日し、ホテルの客室

に侵入して窃盗を繰り返した中国籍の 40代の男 2人を逮捕した。 

防犯カメラのない客室フロアで宿泊客が就寝中に針金のような用

具でドアを開錠する大胆な手口。 

2 人は、宿泊客が財布を室内に置いている就寝中を狙い、廊下で

いびきなどに耳を澄まして寝ていることを確認。 

V 字型に曲げた針金のような特殊工具をドア下に差し入れてドア

レバーを操作。ホテルの多くがオートロックのため、客室側から

はドアを下げれば錠があくことを悪用したもの。 

対応策としては、内側から錠を掛けることのできる本締錠（ほんじまりじょう）があれば必

ず施錠し、U 字ロックまたはドアチェーンも必ず掛けられることをお勧めします。 

どちらもピッキングや U 字ロック外しで侵入できることから完全な対応ではありませんが、

このような事案も頭に入れ、宿泊するホテルの状況をよく把握されておくと良いでしょう。 

 

 

男の車と女の車が事故ってしまい、お互い車は大破したけど 2 人とも無傷だった。 

そこで女が男にこれは 2 人が出会って生活をともにするよう神が導いたに違い

ないと言ったら男もそうだと合意した。 

女が車は壊れたけどワインボトルは無事だったということは、神がこのワインで 2

人を祝福しろと言ってるに違いないと言ってワインを男に渡したら男はこれも合意し、  

ワインを半分開けて女にワインを戻した。すると女はワインに栓をして男に戻した。 

男が女に「きみは飲まないの？」と聞いたら、女は「ええ。じきに警察が到着するから。」

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

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

全く雨が降らず異常なほど乾燥している中、インフルエンザが大流行し

ていますね。私はインフルエンザに罹った記憶はありませんが、先日数

年ぶりに 38.4℃の高熱がでました。                  

最近また太ってきたので若干、抵抗力が落ちてきているようです。                  

さて、高熱が出た時の療養法として私が実践している四つをご紹介します。                                                  

一つ：熱は冷まさない。（熱が出るのは体が悪い菌を殺そうとして起きる現象なので、風呂

も熱い温度に入り体の熱を上げる手助けをする）                   

二つ：栄養を採らない。（栄養をつけると悪い菌にも栄養を与えてしまい増殖する。栄養が

足りないと免疫力君が悪い菌を食べ始めやっつけてくれる気がする。水はこまめに多くとる。）                                  

三つ：薬を飲まない。（自然治癒を奨励しているので風邪では医院でも薬の処方は断る）            

四つ：とにかくよく寝る                              

今までの経験値と自分の体に問いかけた結果こうなりました。違っていたらごめんなさい。                                                                 

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  NO130     『 交通事故 』 

事件ファイル NO129     ホテル荒らし 
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