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 今月の言葉       幸せを感じる能力 
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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、誰もが「幸せを感じる能力」を持っています。 

同時に不満や不幸を感じる心も持っています。 

この「幸せを感じる能力」を上手に使っていく努力をしな

ければ、知らず知らずのうちに不満や不幸を感じる心ばか

りが膨らんでしまい、幸せな感情が薄れていくことになり

かねません。能力とは、物事をなしうる力のことであり、使えば使うほどに伸びるものです。 

自分自身の中にある「幸せを感じる能力」をどのように伸ばしていくかが、これからの人生

を切り拓くための大切な鍵にな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/
https://hananokotoba.com/rindou/
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今月の良い話      綱引き実験 

リンゲルマンというフランスの農学者がやった「綱引き実験」

というものがあります。 

１対１で全力を出して綱引きをしたときの力の単位を 100

としたとき、各々がもう一人ずつ連れてきて２人対２人で綱

引きをやると、一人当たりの発揮できるパワーは 100 から上

がるか下がるか。３人１組で綱引きをやるとどうなのか。 

もう少し人数を増やして８対８だとどうなるかということ

を実験したのです。   

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

リンゲルマンの実験では、２人１組のときにそれぞれが発揮する力は１対１のときの 93％に

なりました。 

つまり、7％の手抜きをしていることがわかりました。 

これが３人１組になると 15％の手抜き、8 人一組の場合はなんと 51％の手抜きが見られると

いう結果が出ました。 

このデータにしたがえば、全力を出す４人と手抜きをする８人で綱引きをすると、全力を出

す４人のほうが勝つことになります。これは「社会的手抜きの実験」と呼ばれるものです。   

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

ここで言えることは、よく営業軍団がやるように「一丸となって事に当たろう」というのは

確かに勇ましいけれども、実は手抜きを誘発しているということです。私は営業系の研修を

して営業部員の本音を聴いていますが、ハチマキをして営業部長の前で盛り上がって「出陣！」

と言って威勢よく会社を出るけれど、向かうのは客先でなくて大体、喫茶店なのです。 

要は、同じ立場の仲間がいると責任が分散し、自分がやらなくてもあいつがやるだろうと考

えて、手抜きを誘発することになるのです。 

だから大事なのは、各自に責任を割り当てることです。   

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

チームのメンバーにはそれぞれ個性があります。 

アドラー心理学では、一人ひとりがユニークだと考えます。 

ユニークというのは、「かけがえがない」「取り換え不能」ということです。 

ところが、そのことに気づかない上司が多いのです。 

気づいていれば、同じ軍団であっても「君には主にこういうことをやってほしい」「あなた

にはこういうことを期待する」と、それぞれに役割を与えることができるはずです。 

それは人それぞれの違いを活かすということです。 

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

岩井 俊憲（ヒューマン・ギルド社長）            記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    お金が押し掛けてくる商売の仕方 

私の人生で最も大きな出逢いと言えば、私を杜氏とし

て迎え入れてくださった菊姫合資会社（石川県）の柳

辰雄社長との出逢いです。 

私は山中正吉商店で 4 年間働いた後、三重県と静岡県

の酒屋でそれぞれ 4 年間修業を積み、 

28 歳で菊姫の杜氏になりました。 

柳社長は明治の生まれで、当時 50 歳前後でした。 

小さい頃から体が弱く、家業を継ぐとは思っていなかったそうですが、 

先代が倒れたのを機に、勤めていた銀行を辞めて戻ってきたんです。 

苦労人であり、実に素晴らしい人間性の持ち主でした。 

あの方の下なら、もう 120％完全燃焼したいなぁ、という気持ちになれるんです。 

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

──徳望の篤い経営者だったのですね。 

もうね、謙虚で我欲が全然ない。柳社長はしょっちゅうこう言われていました。 

「俺は酒も飲めんし、酒造りも分からん。 

とにかくお客さんに喜んでもらうために、いい原料を買ってやるから、お客さんがこれは 

うまいって買いに来てくれる酒を造ってほしい」と。 

類は友を呼ぶと言いますけど、そういう社長ですから、社員も取引先も同じように我欲のな

い人ばかり集まってくる。 

「商売は儲けてなんぼや」って感じの人は一人もいない。 

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

そうやって高い原料を使って、手間隙をかけて、いい酒を造り続けた結果、ある時から東京

の市場で菊姫に高値がつくようになり、どんどん売れて利益が出るようになったんです。 

私はそれを見ていて、 

「なるほど、商売というのはこういうものなのか」と感じました。 

金儲けを前提にして商売するところへは、全然お金が流れていかない。 

けれども、お客さんを大事にして、喜んでもらおうと考えて商売していると、たとえ一時的

には採算の合わないものを造っていても、最後は必ず人もお金も押しかけてくる。 

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

──まさに商売繁盛の極意と言えますね。 

はい。私自身もうまい酒を造って、一人でも多く

のお客さんに喜んでもらいたいっていう 

ことしか頭にないんですよ。 

だから、いまでもファンの方に囲まれて、仕事を

させてもらっているんだと思います。 

そういう意味で、柳社長は私の人生の基礎を築いてくださった恩師に他なりません。 

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

農口 尚彦（農口尚彦研究所杜氏）              記事提供 致知出版社 

https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/premistclub/premist_salon/vol19_p1/
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2009 年、全国の警察が今年１～６月に把握し

た刑法犯の犯罪件数は約８３万８千件で７年

連続で減少したが、強盗は約２４００件で前年

比１７．５％増、ひったくりは約１万件で同１

４．８％増といずれも急増したことが、警察庁

のまとめで分かった。荒っぽい手口の財産犯罪

は、昨年９月のリーマン・ショック以降に増加

の兆しが現れており、景気の低迷が影響しているようだ。 以上 2009 年記事参考まで。      

コロナ禍における現在から今後増加すると見込まれる犯罪は、失業率の増加により以下を注

視しています。安易に小銭を奪うことの出来る「ひったくり」、すでに関東圏で発生してい

る検針等を装った「強盗」、相変わらず増加している知能犯による「振り込め詐欺」やます

ます増加すると見られる「キャッシング詐欺」、そして富裕層の住居に強引に押し入る「財

産強盗」と見ています。今後ますます治安が悪化すると見込まれますので十分ご注意下さい。 

 

先 生「三富君、あなたがリンゴを 5 つ持ってたとするわね？ 

    そして中里君にリンゴを 2 つちょうだいといってもらったとします。 

    そのあと松本君がリンゴを 3 つちょうだいって言ったら、 

    あなたの持ってるリンゴは一体いくつ？」 

三富君「7 つです」 

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

今月の表紙の花：リンドウ「誠実」                                

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

弊社の経営方針は、ご依頼いただいたお客様に最善を尽くしたセキュリティの提案を行い、

お客様に喜んでもらい、利益は後からついてくるという性善説で行っています。       

従いまして、売上や利益をいくらにするという数値による年度計画は立てていません。        

会社を立ち上げてから 5 年ほどは毎年数値目標を掲げていましたが、目標値の 9 割方で止ま

ってしまったり、あといくら足りないからと押し売り根性が芽生えたりと、お客様の利益よ

り自社の利益を優先してしまう自分がいたからです。                  

しかし、セキュリティに際しては性悪説から考え提案を行っています。犯罪を犯すものは自

己中心的な考えしかなく、性善説が全く通じないためです。不況になると比例して必ず犯罪

は増えるものです。これから富裕層の住居を狙う押し入り強盗が増加すると見ています。  

ホームセキュリティをご利用のお客様は警備会社へ通じる非常ボタンを身近にお供え下さい。                                 

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） 

事件ファイル NO150  リーマンショック後に増加した犯罪から 

 プロ太の小話集  NO150  『 リンゴ 』 


