
  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                   

 今月の言葉    話し上手は聞き上手 
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◆       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 
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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 
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         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/  
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昔から「話し上手は聞き上手」といわれます。 

始めから終わりまで、自分のことばかりを一方的に話し続けた 

なら、相手はうんざりしてしまうでしょう。 

どんなにうまく話しているように見えたとしても、 

それでは「話し上手」とはいえません。 

みずから「話を聞く側」に回り、温かい関心を持って相手と向き合うー 

そんな「聞き上手」の人になれば、相手も心を開いて、こちらの話によく耳を傾けてくれる

でしょう。そのとき、本当の会話が成り立っていくのではないでしょうか。 

https://k-puro.co.jp/
https://saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
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今月の良い話      大工の技術取得法 

 大工の技術取得法は、大きく三つに分けることができます。それは

「慣れて身に付ける」 

「教えてもらって覚える」 

「習って高める」です。 

「慣れて身に付ける」とは、いろいろな道具を自分の手足として使い

こなすことです。それには慣れるしかなく、これを怠ると一生その 

ツケがついて回ります。「教えてもらって覚える」とは、修行期間中に親方や兄弟子から、

大工になるための常識を教えてもらうことです。 

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

その常識とは、やっちゃいけないことなんですね。 

どうすればよいかではなく職人としてやってはいけない、いわばタブーを教え込まれました。

このタブーが大工にとっての常識で、五十ぐらい知って初めて職人として通用します。 

棟梁で二百ぐらい、現場の管理者ともなると七百ぐらいでしょうか。 

「人に迷惑かけるな」「ひとに笑われるな」「人にやってもらいたくないことは死んでもや

るな」などが、やってはいけないことのイロハです。 

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

「慣れて身に付ける」「教えてもらって覚える」の二つ

がある程度身に付くと、年季があけて職人として世の中

に出られるんだけど、みんなこの二つで終わってしまう

んだよね。 

ところが、大事なのは三つ目の自分で「習って高める」、 

つまり死ぬまで勉強だということです。これを怠るとそ

の職人はやがて使い物にならなくなって食えなくなる。 

大工の仕事は日々変わっていく。客層も、材料も、流通も、仕事の内容もどんどん変わって

いく。親方に叱られながら必死で覚えたことでも、十年もたつと使えなくなるんだから厳し

いよね。いま職人が注目されて、職人技が必要だとかもてはやされているけど、実際は一生

食える職人技なんてものはないんですよ。 

常に自分で「習って高める」ことがその後の収入に比例していくんです。 

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

私は十代で覚えたことで、二十代を食った。二十代に覚えたことで、三十代に女房、子供を

養いながら、四十代、五十代まで食える勉強をした。 

三十代を安穏と過ごしたやつはだめじゃないかな。 

だから、年相応にやることを考えていかないと、五十代になったらポンコツだぞ、 

と若い者には言っているんです。 

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

田中 文男（大工棟梁）2010/8/9 没               記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    苦難は神様からのプレゼント 

2018 年 10 月、発達障害のある息子が大学を卒業して社会人になり、私は子育ての経験を  

元に新たな事業を立ち上げました。発達障害のある人たちの困りごとを解決し、すべての  

人が過ごしやすい社会を実現すべく、ユニバーサルデザインコンサルタントとして活動して

います。息子なくしてこの仕事を始めることはなかったでしょう。 

1994 年、妊娠が分かった時は本当に嬉しかったことをよく覚えています。 

当時流行していた育児書を買って毎日読みふけり、子育ての期待に胸を膨らませました。 

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

出産後、最初の躓きは全く寝てくれないことでした。抱っこしながら数時

間あやし、やっと寝ても、ほんの些細な物音ですぐに起きてしまい、 

一からやり直し。ミルクをあげても勢いよく飲み過ぎて吐いてばかり。    

何かがおかしいと疑問を抱きながら乳幼児を過ごしました。 

保育園に入ってからは、黙って座ることができない、すぐに友達に手を 

出してしまうなど、トラブルが絶えず問題児として扱われるようになって

しまいます。小学校に入学すると息子の行動はますますエスカレートしていきました。 

何度叱っても同じことの繰り返し。「ちゃんと躾していますか？」と周囲からは冷たい目で

見られ、「母親失格」とまで言われたこともありました。 

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

当時はまだ発達障害という言葉は一般的でなく、学校の先生にさえ知られていない時代。 

自分の人間性に問題があるのでは？母親失格なのでは？と自分自身を責め続け、限界を超え

たある日、あろうことか息子を山に捨てようとしてしまいました。 

山の中に息子一人残して車に乗り込んだ私は、全力でアクセルを踏み込みました。 

五百メートルほど下がった頃でしょうか。涙が溢れて先に進めず、車を止めると、後方から

全速力で山道を駆け下りてくる息子が見えるではありませんか。 

そして追いついた息子と親子心中を図ろうとした時、息子がこう言ったのです。 

「お母さんに、こんなに辛い思いをさせてごめんね」 

僅か六歳の子供の純粋な謝罪。このひと言で私は出口の見えないトンネルで一筋の光を見た

気がして我に返り、再び母として生きる覚悟が定まりました。 

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

それから二週間後に紹介された小児神経科で発達障害の注意散漫や多動が特徴の ADHD（注

意欠陥多動性障害）と診断されました。小学校に障碍のことを伝えてからは、学校全体でサ

ポートしていただきました。発達障害を持つ親の会に参加し、同じ悩みを抱える方々と話が

できたことはそれまでの孤独感から私を開放してくれました。 

私に発達障害の知識があったら、早い段階で周囲に理解者がいたら、誰も傷つかずに済んだ

のでは—。そう確信した私は、ありのままの経験を語ることで、発達障害で困難や悩みを抱え

ている人の心の支えになればという思いで残りの人生を懸け活動を続けています。 

彼の母親になったからこそ、私は自分の使命を持ったのです。 

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

橋口 亜希子（橋口亜希子 個人事務所代表）          記事提供 致知出版社 
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▼種類      耐火金庫 / 防盗金庫 2 種類                         

▽耐火金庫    火災に耐える性能/こじ開けに弱い（かんぬきが左右のみ）/安価                            

▽防盗金庫    耐火性能に加え、こじ開けに強い（かんぬきが上下左右/重量がある/高価                             

▼開錠方法    鍵/テンキー/カード/指紋認証/静脈認証（鍵＋カード等併用あり）                        

▼最近の金庫泥棒 埼玉県越谷市のラーメン店で、ピエロの覆面をした金庫荒らし男 4 人組

が防犯カメラの映像から逮捕されました。この店舗の金庫は耐火金庫と見られ、正面の扉を

バールで数回強打しただけで脆くも開いてしまいました。                   

防盗金庫であればあんなに早くこじ開けられることはなか

ったでしょう。                                

▼防盗対策    防盗金庫でも金庫ごと持っていかれる

恐れがあるので、床にビス止めをされることをお勧めします。

さらにセコムの金庫のように下に大きなベースボード（鉄板）

を敷き、金庫と溶接するとまず持っていくことはできません。                                

▼機械警備の補償 セコムや ALSOK の警備を導入している場合は現金 100 万円まで、ガラス

や扉等破損個所の補償がされる付帯保険が付与されています。（対象外施設あり）                                 

＊写真 / 防盗金庫（W560*D590*H720/56L/170kg）は 15 万円ほど 

 

ある大金持ちがホテルへ行き、一番安い部屋を予約した。 

すると支配人に、「息子さんはいつも最高級の部屋にお泊まりになりますが」 

と言われたが、大金持ちは一言、 

「ああ、彼には大金持ちの親父がいるからな。だが、私にはいないんだ」 

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

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

先月号では、知り合いの方のコロナに罹った経緯を記しました。             

退院から 3 週間ほど経ったその方と話をする機会があり、後遺症について

尋ねてみました。すると現在も頭痛や聴覚の障害が残り、味覚については

まだ 60％程度しか戻っていないそうです。                           

コロナに対する感じ方は人それぞれですが、一番重要なことは、もしかしたら感染している

かもしれないと仮定し、自らは他の人にはうつさないという心配りではないでしょうか。   

現在も感染経路不明が多数を占め、まだまだ未知の領域から脱していない新型コロナ。     

職場や家庭にコロナを持ち込まぬよう十分な配慮をしながら注意したいものです。                        

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 NO149    金庫の種類 

 プロ太の小話集  NO148  『 大金持ちの親父 』 
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