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今月の言葉 「親を通して大自然とつながる」 
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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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私たちが存在するのは親祖先に「いのち」を与えられたおか

げであることは、いうまでもありません。 

肝心なことは、そこにどんな「心のつながり」があるかです。 

親先祖から受ける恩。 

そこには「生み育てる」という、大自然のはたらきに通じる

心づかいがあります。 

その恩を忘れたとき、人は「根を失った草や木」と同じ状態になるのではないでしょうか。 

私たちが親先祖に心を向けるとき、親を通して大自然とつながることができます。 

「生み育てる」という心を受け継いで、次の世代にもつないでいきたいものです。 
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http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/


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     伸びるチーム・強い選手の条件 

強いチームと弱いチームの境はどこにあるのか。 

やっぱり、中心なき組織は機能しません。 

鑑（かがみ）になる人が組織にいるといないとでは、 

チームづくりが全然違う。 

鑑というのは、例えば王や長嶋のことです。 

巨人から南海にトレードされてきた選手が何人かいましたが、 

彼らが口を揃えて言ったのは、 

「王さんや長嶋さんがあれだけやるから、 

         我々もボヤボヤできないですよ」と。 

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

要するに野球の技術はもちろん、 

私生活も含め、模範となる選手です。 

「王に見習え」「長嶋を見習え」と言える選手がいると、 

チームづくりがしやすいんですよ。 

だからあの巨人のＶ９という偉業は、単にいい選手が揃ったからでなく、 

いい選手たちがみんな熱心に野球に取り組んだんでしょう。 

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

また、その指揮官だった川上さんも偉かったと思います。 

ある時ミーティングに長嶋が遅れてきて、 

しかも筆記用具を持たず、手ぶらだったそうです。 

川上さんは長嶋を注意して、筆記用具を取りに行かせて、 

その間、ミーティングは中断したと聞きました。 

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

鑑となる選手とはいえ特別扱いせず、 

礼節を乱した時はきちんと叱る。 

また、そうすることで他の選手も引き締まるんです。 

だから、強いチームには節度、いい意味での厳しさが

あります。 

逆に、弱いチームは仲良しチームになっていますね。 

ヤクルトに行ったばかりの頃、ミスした選手がベンチ

に帰ってきた時、 

「ドンマイ」と声を掛けた選手がいたんです。 

「何がドンマイじゃ、このバカやろう」 

って烈火の如く怒ったんですよ。 

プロはミスが許されない世界です。 

その感覚がなくなっていくんです。 

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

故 野村 克也（元ヤクルト・阪神・楽天監督）         記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    人材とられた 

先日、日光東照宮が拝観時間を 1 時間短くす

るというニュースが流れました。 

新聞記事を読むと、職員のために拝観時間を 1

時間短くしたとのこと。 

しかしその理由として、権宮司が「東京や宇

都宮に人材をとられて人材確保が難しい」と 

話しているのには、あきれました。 

日光東照宮は 30年前に 130人近くいた職員が、

今は 58 名。 

バイトを含めても 80 名だそうです。 

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

しかし、年間 200 万人以上が来る観光スポットです。 

年間の所得は少なく見積もっても 50 億円を超えます。 

しかも宗教活動からの所得は非課税ですから、税金を払う必要はほとんどありません。 

（駐車場や飲食店などの収益事業の所得には税金がかかります）。 

積み上げた内部留保は、200 億円はあるでしょう。 

充分なお金があるのに「東京や宇都宮に人材をとられて」というのは言い訳にすぎません。 

私が日光東照宮を経営するなら 1 年で職員を 100 名に増やしてみせます。 

元々日光東照宮には、労働基準監督署から労務管理について再三指導が入っていたとのこと。 

勤務時間を正しく記載しないなど長時間労働を隠していたのです。 

こうしたことは、地元の他の企業でも行われていることかもしれません。 

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

だからといって、オーナーたちが、 

「他の企業と変わらない待遇なんだからこれでいいんだ」 

という意識なら当然職員は集まりません。 

人が集まらないのは自分たちの組織に魅力がないからです。 

それを東京や宇都宮のせいにしています。 

残念なことです。 

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

ただ、これは他の企業でも同じです。 

資金があるのに「人がとれない」などと嘆く企業は経営者やオーナーだけが儲けすぎていま

す。 

お客良し、スタッフ良し、関連業者良し、 

経営者やオーナー良し、さらに社会良し。 

こうした視点は、どの企業でも必要です。 

だれも犠牲にならない。みんなで成功し続けるのが成功の形です。 

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

道幸 武久（ビジネスプロデューサー）          記事提供 加速ビジネス塾 
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全国の警察が 2019 年に逮捕などして検挙した刑法

犯 19 万 1,191 件（余罪を除く）のうち、防犯カメ

ラなどの「画像」が容疑者特定の主なきっかけにな

ったのは 10.2％だったことが警察庁のまとめでわ

かった。この割合は年々増えている。             

防犯カメラのほか、ドライブレコーダなども含まれ

るが、16 年 5.9％、17 年 7.8％、18 年 9.0％と推移

している。                                     

昨年の事件の容疑者特定の主なきっかけは、      

職務質問が３万 1,635 件（16.5％）、          

次いでカメラ画像の 1 万 9,563件（10.2％）が多く、   

参考人の取り調べ 1 万 2,918 件（6.8％）と続く。 

昨年の検挙では、カメラ画像が、ひったくりの

33.1％、すりの 20.9％、侵入盗の 19.3％、強制わ

いせつの 17.2％、強盗の 15.2％、殺人では 3.8％

で 容疑者特定に繋がった。 

警察庁によると、警察が設置した街頭防犯カメラは 18 年度末現在、30 都道府県に

1,912 台あり、10 年間で約 4 倍に増えた。住宅や店舗、駅などに設置されている

民間のカメラの数は不明だが、数百万台にのぼるとみられている。（ASA 記事抜粋） 

 

                           

こども 「ママ～！パパが知らない女の人と写真にうつってる！」 

って言うので見たら自分たちの結婚式の写真だった。 

パ パ 「おいそれ、ママやで・・・。」 

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

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

新型コロナウイルスのこれからの動向が心配です。                       

それにしてもインフルエンザにかかったという方の話を全く

聞かなくなりました。普段から、手洗い、うがい、マスク、   

殺菌消毒を心掛けているとウイルス感染を防げるという新た

な立証の確立になるかも知れません。昨今の自粛ムードは震災後の反応とよく似ています。  

今が拡散を防ぐ一番大切な時期なのでしょう。                         

極力、人込みへの外出や飲食を控え、自己防衛に努めることが必要です。         

普段からこまめな水分補給、そして睡眠をよくとり、体調を整え、免疫力を下げないことが

一番の予防につながると思慮します。拡散が早期に収まることを祈念いたします。                                                                                                    

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） 

事件ファイル NO143   カメラ画像 容疑者特定のカギ 

  プロ太の小話集  NO143  『 昔のママ 』 
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