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

◆       商   号          株式会社 ケイプロ                  https://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             https://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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私たちは困難に直面したとき、ともすれば悲観したり、不平

不満を抱いたり、自暴自棄に陥ったりしがちです。 

もちろんその苦しみは、味わった本人にしか分からないもの

でしょう。 

しかしその苦しみを通して、家族との深い絆や自分を支えて

くれている多くの人たちの恩恵に、あらためて気づくことがあります。 

そのとき、私たちは困難を乗り越える勇気と前向きに生きていく力を得ることができるので

はないでしょうか。どのような困難も、それを成長の好機と受けとめ、前向きな気持ちで歩

んでいきたいものです。 

https://k-puro.co.jp/
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http://www.rinri-chiba.org/
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今月の良い話       写真を上手に撮る秘訣 

写真撮影をする対象者にスケジュールをいただいた時から、 

私はそのお相手にテレパシーを送る。 

そして撮影当日は、古いタイプの人間かもしれませんが、 

朝風呂に入って身を清めるんです。 

いざ戦場という気持ちで撮影に出向きます。 

当時は常にそういう気構えでしたね。 

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

そういう中で私が感じたことがあるんです。 

人間は皆小さい時に夢を持って生きている。 

子どもは本当に無邪気な笑顔なのに、 

大人になると考えながら笑うようになる。 

そこに人生の渋みがあるのかもしれませんが、私は良寛や一休、寒山拾得のように 

自然体でニコニコしていられるのが人間の理想だと思います。 

その時点に皆さんを帰してしまおうと考えたんですね。 

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

もちろん、写真を撮られることに抵抗を感じられる方も 

いらっしゃいます。 

心を閉じた人にはこう質問するんです。 

「初恋はありましたか。 

 ではその時の彼女を思い出してください」 

「少年時代は？」って。 

すると 

「ん？」と言われて少年期の顔に帰っている。 

その一瞬をパッと狙うわけです。 

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

もう一つ、私が撮影に際して心掛けていることは相手の幸せを祈るということなんです。 

よく 

「写真を上手に撮るにはどうしたらいいのですか」と聞かれることがあります。 

そういう時、私は反対に 

「お子さんに最初にカメラを向けた時、どういう気持ちでしたか。 

 この子の一生がどうか幸せでありますようにという思いで撮りませんでしたか」 

と質問するんです。 

写真の秘訣はそこです。 

相手の幸せを願いながら撮る写真は、 

下手なプロが撮影するよりも 

ずっと綺麗だと言えますね。 

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

海田 悠（写真家）                      記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    ありがとうの法則 

ありがとうは水の組成を変える働きがあります。 

「ありがとう」 

という言葉やチベット密教のお経などを水に聞かせると、 

美しい結晶をつくることが実証されています。 

私たちの体は７０％が水です。 

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

でもその水は年を重ねるごとに減って、体は小さくなります。 

更年期障害の最大の症状は、 

喉の渇きを司る中枢が麻痺すること。 

それが老化の始まりです。 

ですから１日最低２リットル飲むと決める。 

そして、飲む時に 

「正常な細胞にしてくださってありがとう」 

と言葉をかけると体は良いほうに変わります。 

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

私も４９歳の時に自分で人体実験をしてみました。 

「若返らせてくれてありがとう」 

と飲み始めたら、髪の毛の半分が白髪だったのが 

１か月で真っ黒になりました。 

「……してくださってありがとう」 

と完了形で感謝すると、体の水分が変わるみたいです。 

反対に腹を立てたり、イライラした感情が水に伝わると 

水の組成は壊れてしまうんです。 

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

ありがとうを唱え続けていると人生のステージが変わります。 

年齢×１万回のありがとうを唱えることで自分がこうなってほしい 

と思うことが実現することがあります。 

 

２万回を超えると、妙な現象が降ってきて、 

なんでこんな現象が起きるのだろうと思っていたら、 

家族や友人がそう願っていてくれていたことが分かる。 

これが第二ステージです。 

 

３万回を超えて第３ステージになると、自分も考えたことがないおもしろいことが、 

いきなり降ってくるようになります。 

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

潜在能力研究科 故・小林 正観                記事提供 致知出版社 
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泥棒が盗むのは、現金や貴金属だけではありません。                  

預金通帳、キャッシュカードやクレジットカード、ノートパソコンや家電製

品、バッグや財布、果ては食料品や自転車、バイクまで、あらゆるものを盗

んでいきます。泥棒が好むのは、「入りやすく逃げやすい」家。                     

裕福な家が狙われるのはもちろんですが、一般の家庭でも、「うちは関係ない」とは決して

いえないのです。                                    

1 位 現金                                 45％                                         

2 位 バッグ・財布・貴金属・宝石                      20％                                        

3 位 キャッシュカード・クレジットカード・商品券・預金通帳・有価証券    16％             

4 位 パソコン・カメラ・家電製品                      10％                              

5 位 衣料品・食料品                             6％                        

6 位 運転免許証・身分証明書ほか                       3％  

                           

アメリカ人のトムは、現在失業中の身である。  

朝、7 時に時計（日本製）のアラームが鳴る。                      

コーヒーメーカー（台湾製）が ゴボゴボいっているあいだに、彼は顔を洗いタオル（ベトナ

ム製）で拭く。 電気カミソリ（ドイツ製）できれいに髭も剃る。  

朝食をフライパン（中国製）で作ったあと、電卓（日本製）で今日はいくら使えるかを計算

する。腕時計（スイス製）をラジオ（台湾製）の時報で合わせ、クルマ（日本製）に乗り込

み、仕事を探しに行く。  

しかし、今日もいい仕事が見つからず、失意と共に帰宅する。  

彼はサンダル（ブラジル製）に履き替え、ワイン（チリ製）をグラスに注ぎ、

豆料理（メキシコ製）をつまみながら、テレビ（韓国製）をつけて考える。  

「どうしてアメリカにはこうも仕事がないのだろうか……」

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

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

記事に掲載した小林正観さんは、糖尿病からくる腎不全が原因で、享

年 62 才の若さでお亡くなりになっています。講演活動は年間 300 回

を超えることもある人気著作家だったようです。「ありがとう」を唱

えていると長生きができそうですが、日々のハードワークに体が悲鳴をあげたのでしょう。                              

女優の飯島直子さんは現在 51 才ですが、テレビで観る限り若々しくとてもお綺麗です。   

若さを保つ秘訣は、腹 7 分目の食事と 1 日 10 時間の睡眠だそうです。           

これらのことから長生きの秘訣は、感謝する心、腹 8 分目の食事、たっぷりの睡眠に絞られ

ます。皆さんも来年はこの 3 つのキーワードを遵守され、健康な生活を維持しましょう。                                                                                 

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  NO141  『 今のアメリカ 』 

事件ファイル NO141   住居窃盗犯が狙うもの 
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