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今月の言葉  「一歩引いて考える」 
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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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

身近な人間関係の中では、自分が努力すればするほど、自分

と同じだけの熱心さを相手にも強要したり、心の中で相手を

責めたりして、摩擦を生じることがあります。 

自分自身の心の中に“こうでなければならない”というとらわ

れがあると、相手の立場を思いやったり意見を聞いたりする

「心のゆとり」を忘れてしまうのです。 

そんなときは「自分の思い」や「自分の立場」から一歩引いて考えてみましょう。 

こうして「心のゆとり」を思い起こすことで、お互いにとって安心のある生活が実現するの

ではないでしょうか。 

https://k-puro.co.jp/
https://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      幸福になる秘訣 

失恋して泣いたこともありますね。 

泣かなかったように書いたこともあるけど、それはうそ。 

ただ、私は一人きりで失恋しました。 

失恋した時に、よく他人に「あんな薄情な人ってあるでし

ょうか」と訴えて歩く人がいるけど、あの方法では失恋は

退治できませんね。 

あの人は捨てられたんだなと笑われるのが、関の山です。 

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

私は自分一人で誰も見てないところで、目も当てられないほど、わぁわぁ泣いてね。 

そうして一晩中、よじって泣いている間に体の中にあったしこりみたいなものが発散して、

ケロッと失恋の虫が落ちてしまうのよ。 

そうして、お化粧して一番いい着物を着て街へ出かけるの。 

あのね、失恋しやしないか、失恋しやしないかと思っていると、失恋するんです。 

だから、おもしろいですよ。 

人生、いいように考えることが大事ですね。 

それがもうコツですね、人生の。人生を渡るコツです。 

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

私の弟が船乗りでしたが、一回でも舵をとるのをあやまって船を衝突させたことのある人に

はその船会社では二度と船の舵をとらせなかったそうです。 

また衝突しやしないか、しやしないかと思ってると、また衝突するんですって。 

これは、ほんとに真理ですね。 

運が悪いとこぼす人は、私、嫌いです。自分が運をこしらえるんだものねぇ。 

自分が悪いから運が悪いの。 

前向きでいつも、自分は運がいい、運がいいと思うんですよ。 

思うことですね。 

結局、失恋も運が悪いのも自分がもと。 

どんなにね、人から見て運がわるそうだとしても、ああ、私は運がいいなあ、なんて運がい

いんだろうと思っているとね、運がよくなる。 

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

私は 60 歳のときにね、ニューヨークでものすごく感動したんです。 

ニューヨークの大通りを観光バスに乗って見物していたら、わたしのすぐ近くに腰を下ろし

ていた一人の若い女がきれいに化粧してね、花飾りのいっぱいついた帽子をかぶって、満面

に笑みをたたえ、見るからに幸福でたまらないという顔をしている。 

よく見ると、両手とも肩からすっぽり切り落とされたようになっているんです。 

それなのに嬉しそうな、世にも幸福そうな顔をして、 

「私は両手とも肩からすっぽりと落ちています。 

 でも、こんなによいお天気で気持ちがよいのに、両手がないくらいのことで、 

この私が、幸福になってはいけない、とでもいうことがあるでしょうか。 

 人間には誰にでも幸福になる権利があるんではないでしょうか」 

とでもいってるようにほほえんでいる。 

あれだと、思いましたね。私は、このときの感動をいまも忘れないですね。 

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

故 宇野 千代（作家）                    記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    隠された真実や楽観論 100年前も 

歴史は冷徹である。学べたはずの教訓が、約 100 年間にあった。 

1918～20 年、インフルエンザ（スペインかぜ）が数千万人の命を奪った。 

米国、中国など起源は諸説あるが、第 1 次大戦のさなか、国境を超えて移動する兵員ととも

にウイルスはたちまち全世界に広がった。約 70 万人が犠牲になったとされる米国でも、 

とりわけ凄惨を極めたのが、海軍造船所があった東部の都市フィラデルフィアである。 

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

18 年 9 月、ボストンから入港した約 300 人の乗組員から感染は

広がった。折しも、戦費を調達する国債の宣伝を兼ねた盛大な

パレードが計画されていた。 

だが、市の公衆衛生局長は感染拡大の事実を伏せた。 

病人が増えていることは「普通のかぜ。心配に及ばない」で通

した。パニックが広がること、士気が下がり国債販売が目標に

届かないことを局長は恐れたという。専門医たちの反対を押し切り、パレードは決行された。 

楽隊や新造の飛行艇を一目見ようと 20 万人の市民が沿道を埋め尽くした。 

大感染暴風が吹いた。72 時間後には市内 31 の病院のベッドが埋まった。 

翌春までに 1 万 5 千人が帰らぬ人となった。 

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

情報が厳しく統制された非常時ではあった。 

それを割り引いても「市民にウソをついた代償は大きかった」と、当時に関する著作がある

歴史家のジョン・バリーさんは話す。ウイルス到来を知らしめて被害を抑えた都市もあった

からだ。政治家の「沈黙」はウソに負けず劣らず罪深い。 

当時のウィルソン大統領は国内でのインフルエンザ流行に関して正式な声明を出さなかった。

それが「楽観論をはびこらせた」（バリーさん）。 

真実に真摯に向き合うこと。その教訓は生かされたか。 

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

新型コロナウイルス禍が迫り来るあいだ、米国民がトランプ大

統領から聞かされてきたのは、「温かくなればウイルスは奇跡

のように消える」といった根拠に乏しい楽観論、「私に（検査

の遅れの）責任はまったくない」などの自己保身、そして政敵

やメディア、世界保健機構（WHO）への責任転嫁である。平時

ならば政治ゲームと笑い飛ばせただろう。だが、失われた多く

の人命と未曾有の経済危機という重い事実に、トランプ流は持ちこたえられるだろうか。 

フィラデルフィアの名誉のために付け加えておきたい。 

地元の歴史家ロバート・ヒックスさんによると、機能不全に陥った行政にかわって立ち上が

ったのが市民だった。患者搬送に自家用車を供出したり、親を亡くした子供を引き取ったり。 

犠牲は大きかったが、復興も早かった。今だからこそ学びたい教訓である。 

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

沢村 亙（ASA アメリカ総局長）              記事提供  ASA 4/19 版
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A 型インフルエンザウイルスの世界的な大流行。1918

年春に米国と欧州で感染が広がり、20 年まで世界的

に猛威を振るった。患者数は世界人口の 25～30％と

もされる。死者数は 2 千万～5 千万人との説もある。 

日本でも流行の波は 3 度起きた。当時の人口は 5700

万人だったが、内務省統計によると患者数は約 2380

万人、死者は約 38 万 8 千人にのぼったとされる。    

後の研究では死者約 48 万人の推計もある。 

どうやら 100 年経っても科学技術は進歩したのに、マ

スクをする、三密を避ける、患者を隔離するという対

応策はそれほど変わっていない。（ASA 4/24 版） 

図から見て取れるように、一旦終息しても翌年にまた発生しています。                   

当初 1.5％前後だった致死率が、翌年は 5％前後と高くなっていることに更なる脅威を示して

います。新型コロナウイルスも新たなワクチンが開発されるか、多くの人が感染し集団免疫

を獲得するまで終息は難しそうです。どうやら来年のオリンピックは無理かもしれません。     

感染者数は違えども、2 年越しの同じ周期で考えないといけません。 

 

                                                      

「あなた！また賭事やってるんじゃないの？！」 妻のリコはうんざりした態度で言った 

「何言ってるんだよ、もう綺麗さっぱり足を洗ったよ」    と、夫のジュンイチが返す 

「今度こそ、本当に本当でしょうね！？」 

「本当だよリコ・・、嘘だと思ったら僕が賭事をやめたかどうか賭けるかい？」

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

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

昨年オープンしたお客様のスポーツクラ

ブでオンラインレッスンを始めました。           

ZOOM を使って 1 回 500 円でヨガやダンス、筋トレな

ど好きなプログラムを選択できます。参加者は映りま

せんので安心です。私もヨガを 45 分間試しましたが、

腰痛とストレスの解消になりました。金額も安価で 

なにより気分転換になりますので是非一度お試しあれ。https://s-sports-club.com/                                  

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 NO145   100年前のスペイン風邪から 

  プロ太の小話集  NO145  『 賭け事 』 

https://s-sports-club.com/

