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 今月の言葉       自分を見つめる「もう一人の自分」 
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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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

人を思いやり、自分とは立場の異なる立場の人を受け入れよ

うとする気持ち―それは「心のゆとり」があってこそ生まれ

るものです。 

自分の立場や自分の考えにこだわっていては、相手の立場や

相手の感情、相手の思いに心を向けることはできないでしょ

う。毎日の生活の中で、自分の心のはたらきを見つめる「もう一人の自分」の存在を意識し

てみましょう。自分自身を客観的に見つめ、常に「もっと別の考え方はないか」と意識する

ことで、他者に対する寛大な心や新しい発想が生まれてく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://ri2770.com/
http://polioeradication.org/
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今月の良い話      徳のレンガを積む生き方 

九州・阿蘇山中に工房を構え、陶芸に勤しむ私のもとに、不思議な縁で全国のいろいろなと

ころから講演の依頼があります。 

私はその話の中でよく、「徳のレンガを積む人生が大切」という話をします。 

小さいことでも良きことを積み重ねておくことで、その人の人生も周囲も豊かに、 

笑顔の多いものになっていくと知っているからです。では、徳とは何でしょうか。 

現代人に分かりやすいように、私は、「人を救う勇気を持つこと」 

「人に悲しみや苦悩から脱出する勇気を与えることができること」と説明しています。 

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

またさらに、徳の人とは、不満と怒りを人生から取り除いた

人と言えましょう。 

その現れ方は職種や役職によって様々です。 

例えば、経営者にとっての徳は、社員の生活と安らぎを保障

し、能力を引き出し、いまの仕事が人々の幸せに役立ってい

る喜びを感じさせることにあります。 

反対に社員を消耗品のように使い捨てたり、悲しませたり、

貶めたり、その上自分だけがいい思いをしたりというようで

は、徳のある経営者とは言えず、その人はやがて失敗の縄にからめとられるという神のワナ

にはまるでしょう。 

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

私は長年、多くの経営者に接し、会社を倒産させる経営者には三つの共通点があると気づき

ました。 

 一つは、限りなくお金が好きという点です。とても欲が深いのです。 

 二つは、あらゆる苦情・失敗を景気や銀行、部下の能力のせいにして責任転嫁してしまう。

そして他人を責めてしまうことです。 

 三つには、見栄っ張りで自分の都合や所有欲を優先させて生きるという点です。 

そういう人は往々にして「経営者が利益を追求するのは当然だ。快楽を楽しむことのどこが

悪い」という考えに固執しています。 

そういう自己繁栄の考えで会社の舵取りをしている限り、大衆の心や時の流れが見えなくな

り、時代の激しい波に流されてしまいます。 

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

自分の利得や快楽のために使うお金を「死に金」といいます。 

「死に金」は戻ってこない資金です。 

人の喜びや救済のために使うお金を「生き金」といいます。 

「生き金」はまたいつか自分や会社や家庭に戻ってくるお金です。 

徳のない経営者は「死に金」で自分の身を滅ぼし、徳のある経営者は「生き金」をたくさん

使って、さらなる繁栄に繋げていくのです。 

次に医者の場合の徳とは、人々の心身の病を癒やし、ただ患者に生きる勇気を与えること、

教師であれば子供の本来持つ天分を見出し、引き出すことといえるでしょう。 

最初から校長職を目指して教壇に立つ人もいますが、そういう人はいつの間にか目が生徒か

ら離れ、出世に向いて人間が濁ってしまうものです。生徒の心は離れてゆくでしょう。 

まず人として立つことが最初になす徳と言えます。 

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

北川 八郎（陶芸家）                    記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    悪い会社幹部の 3タイプ 

「適材を適所に使う」というのはなかなか難しいもので、いろいろと見ていると、 

その手腕がないのに重役になっている人が少なくありません。 

ひとつは会社の取締役や監査役といった役職を名乗りたいために、ヒマつぶしのひとつとし

て重役に名を連ねているタイプ。 

いわゆる「名ばかり重役」です。 

彼らの考えの浅さはどうしようもないものですが、その野心もまた小さいので、とんでもな

い悪さをするという心配はありません。 

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

二つ目のタイプは、「いい人だが事業経営の手腕がまるでない人」です。 

こういう人が重役になると、部下の善し悪しもわからず、帳簿のおかしいところを見抜くこ

ともできない。 

そうなると、知らず知らずのうちに部下がミスを重ねてしまい、自分で犯した罪でないのに

救いようがない窮地に陥っていくことがあります。 

これは、さっきのに比べるとやや罪は重い。 

けれども、一つ目のタイプと同じく重役の地位を利用して故意に悪事をしたのわけではない

のは明らかです。 

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

続いて第三のタイプは、さっきの二人よりさらに一歩進めて、 

「会社を利用して、自分が有名になる踏み台にしよう」 

「私腹を肥やすために法人を利用してやろう」 

といった考えを持って重役になった人です、 

こういうのは本当に許しがたい悪事です。 

このタイプのやり口は、 

「株価をつり上げておかないと儲からない」との考えから、

架空の利益をでっち上げたり、配当を出すと嘘をついたりといったことです。 

出してもいない出資金を出したように装って、株主の目をごまかそうとする者もいます、 

こういうのは完全に詐欺行為です。 

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

彼らの悪事はそれぐらいで収まりません。 

もっと極端な奴になってくると、会社の金を流用して投機をやったり、自分の事業に使った

りする。 

ここまできたらもう泥棒と何も変わりません。 

さて、結局のところ、こういった悪事というのも、その役職にある人物が道徳に欠けている

ことから起きる弊害なのです。 

もしその重役が誠心誠意、その事業に忠実であれば、こんな間違いなどいくらしたくてもで

きないものです。 

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

渋沢 栄一（論語と算盤より）                記事提供 致知出版社 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.asahi.com%2Farticles%2FASM9N4RKMM9NUCLV00K.html&psig=AOvVaw1zCWPEovKEiED3QY1PAtc9&ust=1603693826796000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi67rGPz-wCFQAAAAAdAAAAABAE
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埼玉県警および千葉県警、警視庁、神奈川県警は犯罪発

生情報のメール配信サービスを行っています。    

埼玉県警を例にあげてみます。                       

県内各市（町村除く）を選択したところ、10/20～10/26

の 1 週間に配信された発生数は 67 件でした。（警視庁は

区・市を選択、千葉県警は警察署を選択します）                                     

内訳として、曜日別では、水曜・木曜が 17 件ずつ、金曜

11 件、火曜 10 件、月曜 6 件、土曜・日曜が 3 件ずつで

した。市別では、所沢・春日部・さいたま市北区が 4 件

と最も多く、熊谷・草加・川口・三郷の 3 件と続きます。                                   

犯罪種別では、詐欺電話が 23 件（うちオレオレ詐欺 19

件＋還付金詐欺 4 件）と最も多く、全体の 45％を占めています。             

続いてわいせつ行為（チカン・露出・子どもへのわいせつ）が 14 件（21％）、不審者 9 件（13％）、

住居侵入 7 件（10％）となります。刃物のようなものを持った目撃情報が 6 件もあったこと

は驚きです。全市を選択するとものすごい数のメールが届きますので、お住まいの市はもち

ろん、近隣の市を登録されることをお勧めします。                        

刑法犯認知件数は年々減少していますが、身近では様々な犯罪が日々繰り返し発生していま

す。ご注意下さい。 

 

楽観的なセールスマンと悲観的なセールスマンがアフリカの奥地に靴の営業に行った。 

一週間後、会社に悲観的なセールスマンから電話がかかってきた。 

「先行きは非常に悪い。この辺りの人々には靴を履く習慣がない。」 

そのすぐ後、楽観的なセールスマンから電話がかかってきた。 

「先行きは非常に良い。この辺りの人々はまだ誰も靴を履いていない。」 

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

今月の表紙の花：シクラメン「遠慮」                                

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

今回採り上げた北川八郎さんも渋沢栄一さんも、事業において、またすべての事において徳

が大切だと説いています。弊社の社是も「道徳経済一体型思想」を掲げています。道徳と経

済は車の両輪であり、どちらが欠けても会社は存続できないという戒めの意味も込めていま

す。一時的な繁栄は決して長続きはせず、地中に根を少しずつ張り巡らせ土台を強固なもの

とし、あせらずゆっくりと成長し続け、そしてお客様に満足していただく。                  

ケイプロはそんな会社であり続けたいと日々思っています。                                               

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 NO151  犯罪発生情報メール登録の勧め 

 プロ太の小話集  NO151  『 楽観的と悲観的 』 


