
  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      よりよく生きる 
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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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

苦しみや悲しみをどう受け止めるかによって、人生は変

わっていきます。 

私たちが直面する出来事は、どんなことにも必ず意味が

あります。 

そこに前向きな意味を見いだそうとする心の作業は 

「よりよく生きること」につながっていくのではないで

しょうか。 

人生は平凡に感じる日々の積み重ねですが、その中でも思わぬ発見をすることがあります。 

苦しみや悲しみも、見方を変えて肯定的に受けとめることができたなら、今までなんとも思

わなかった物事の中にも、キラリと輝く宝物を見いだせるようになるでしょう。 

https://k-puro.co.jp/
https://saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
https://japanvolunteer.org/
https://www.commons30.jp/
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今月の良い話        幸福を招く法則 

 人生がうまくいく人の条件として、「いまこの瞬間を 

楽しむこと」ってすごく大きな要素だと思います。 

例えばお客様と会っている時のコーヒーの味一つ、あるい

はそこに来るまでの道に咲いていた花一輪にも 

「おいしいな」「美しいな」と楽しめること。 

だから夢を叶える秘訣は、ずばりプロセスを楽しむことだ

と思います。 

夢や目標を持つ意味は、それを達成することだけではなく

て、半分はその途中で起こる出来事や人との出会いによっ

て自分を成長させることにあるんですよね。 

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

夢や目標って達成することにこだわり過ぎると、それに執着してしまって、逆に遠のいてい

くんです。 

「この数字を達成しないとダメな人間だ」とか「この夢が叶わないと幸せになれない」と 

思い込んでしまって息苦しくなる。 

そう思ってしまった瞬間にワクワクしなくなり、その苦しいイメージを引き寄せ始めるんで

す。 

最近よく「浅見さんって全然マイナスのことを考えないんですか」と聞かれるのですが、 

私も人間なので「こうなったらどうしよう」と思うことはあります（笑）感情がマイナスに

振れた時、プラスに持っていく工夫を自分ですることが大事だと思うんです。 

尊敬する人に会いに行くとか、元気になる音楽を聴くとか、好きな映画を見るとか、 

何でもいいんです。 

強運な人は共通してみんな平常心ですが、それはマイナス感情を抱かないのではなく、 

自分で自分の心をこまめにケアして、プラスにする努力をしていると思います。 

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

これは本の中にも書いたのですが、いいことが続いた後には必ず悪いことがやってくると 

思っている人って結構多いんですよね。 

でも、運は上がったから下がるというものではありません。 

もし、いいことの後に悪いことが起こるとしたら、たぶん次の 3 つの理由ですね。 

・次は悪いことが起こるのではないかと自分で思っている 

・よいことが起こったのは、すべて自分の力だと思って感謝が足りない 

・何かを犠牲にして我慢したからこそ、うまくいったと思っている 

 （そう思い込んでいると、犠牲がなくてはうまくいかない人生になる） 

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

高いレベルで生きている人ほど「幸せ感度」が高いんですよね。 

何でもありがたいと感じられるからこそ、小さな危険信号にもすぐに気がついて、 

「これを通して自分に何かを教えてくれているんだ。こんなに早くに気がつけてよかった」

と思えるんです。 

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

浅見帆帆子（エッセイスト）                  記事提供 致知出版社 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fhohoko-style.com%2Fprofile%2Findex.html&psig=AOvVaw0y5ftmYOuLSkB5Jf0dpYjp&ust=1613874313274000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiywMS09-4CFQAAAAAdAAAAABAD


  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    日経平均株価 3万円！ 

今月 15 日、日経平均株価が 1990 年 8 月以来、 

約 30 年 6 ヵ月ぶりに 3 万円を超えてきました。 

「・・・確かに価格は、30 年前に戻りました。 

しかし、30 年前の東証の上場企業数は 1752 社、

それが昨年末には 3796 社となっていますので株

式市場の顔触れは、実は大きく変わっています。

30 年前は、現在時価総額上位 20 社に入るソフト

バンクグループも、ファーストリテイリング（ユニクロ）もエムスリーも上場していません

でした。」 

つまり投資先も大幅に増え、主役となる時価総額上位も大きく変わったので、30 年前と現在

の株式市場の価格を構成する要素も様変わりしているわけです。 

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

一方で、株式投資の資金の出し手となる投資家もこの 30 年で大きく変わりました。 

30 年前の日本株の保有状況をみると銀行・生損保が全体の約 33％を保有、海外投資家はわず

かに 5％弱、個人投資家は 20％でした。それが 2019 年末には銀行・生損保は 8％、海外投資

家 30％、個人投資家 17％と大きく変わっています（東証資料より）。 

これは 30年前と主要投資家が変わったことで投資スタンスが変化していることを意味してい

ます。 

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

また、個人投資家の保有比率は少し下がったわけですが、この比

率は直接の株式保有比率であり、現在、投資信託の積立で間接的

に株式市場に参入される方々の数字は入っていません。 

一方、ネット証券大手の決算資料をみても毎月数十万人規模の新

規口座が開設され、その多くが直接の株式投資というよりも投資

信託の積立での口座開設になっているとのこと。     

つまり、実際にはより多くの個人が参加していることが窺え、 

30 年前には見られなかった投資行動と言えるでしょう。 

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

このように「価格」は 30 年前の価格に戻っても、企業も投資家も大きく変わっているので、

同じ道に戻ったわけではありません。 

2020 年は長期的な時間軸でみて、新しい起点になったはずです。 

この 30 年で日本をリードする企業が沢山出てきたように、これからの 30 年も新しい時代を

切り拓いていく企業が沢山出てくるはずです。 

メディアの報道をみていると、この株高はおかしいとの論調が多いようですが、株式相場は

時代の先を映し出す鏡です。 

もっと、未来の日本経済、日本の企業に自信をもってもいいのではないでしょうか。 

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

伊井哲朗（コモンズ投信社長）                記事提供 コモンズ投信 

https://www.commons30.jp/company/kpi.php
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令和 2 年の犯罪統計が公開されました。（警察庁 HP より）                        

全国の総数は 614,231 件（前年比△134,328 件△17.9％）と大幅に減少しています。                       

東京都   82,764 件   （前年比△21,900 件 △20.9％）                    

埼玉県   44,485 件   （前年比△11,012 件 △19.8％）                      

千葉県   34,685 件   （前年比△7,108 件  △17.0％）                     

神奈川県 35,241 件    （前年比△6,539 件  △19.8％）                    

全国の人口は 125,781 千人 10 万人当たり  488.3 件  （人口は R2/10/1 現在）                           

東京都  13,971 千人      10 万人当たり   592.4 件                             

埼玉県   7,343 千人    10 万人当たり  605.8 件                                     

千葉県   6,281 千人    10 万人当たり  552.2 件                               

神奈川県 9,214 千人     10 万人当たり   382.5 件                  

人口 10 万人当たりで犯罪件数を割り出すと、神奈川県は全国平均より 100 件少なく治安が  

良いのが伺えます。反面、埼玉県は東京都を上回る数値であり、治安の悪さが出ています。   

ちなみに一番悪いのは大阪府 775.9 件、兵庫県 626.5 件、埼玉県は 3 番目、東京都 4 番、茨

城 5 番と続きます。 

      

アメリカ人、日本人、ロシア人の三人が、一緒にサウナに入っていた。           

すると突然どこからか、「ピー、ピー」という音が聞こえてきた。                      

やがて、アメリカ人が右の肘あたりを軽く押すと、その音は止まった。                     

他の二人が怪訪そうな顔をしてアメリカ人の顔を覗き込むと、アメリカ人はこう言った。 

「これはポケベルなんだ。肘の皮膚の下に極薄の最新チップが埋め込んであるのさ」 

それから数分後、今度は、「プルルル、プルルル」という音が聞こえてきた。         

やがて、日本人が手の平を耳に当てて話し始めた。                   

他の二人が怪訪そうな顔をして日本人の顔を覗き込むと、日本人はこう言った。                             

「これは電話なんです。手に世界一小さなチップが埋め込んであるんですよ」           

ロシア人は自分が何も持っていないことが悔しくてならなかった。            

やがて、彼は何かを思いついたらしく、サウナを出てトイレへと入っていった。           

しばらくして、ロシア人はサウナに戻ってきた。                         

しかし、お尻にはトイレットペーパーの切れ端がぶら下がっている。                    

アメリカ人と日本人はびっくりしてロシア人の顔を覗き込んだ。                      

すると、ロシア人は「おお、ファックスを受信したみたいだ」

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

今月の表紙の花：フクジュソウ「永久の幸福」     K-PURO ニュースいかがでしたか？                         

珍しく経済の話も取り入れてみました。日経平均株価が 3 万円を 30 年ぶりに超えたことで話

題になっていますが、銘柄や投資スタンスも大きく替わっているので単純比較はできないと

いうことです。さて、コモンズ投信の創業者は渋沢健さんといい、今話題の渋沢栄一翁の玄

孫に当たります。二度ほどお会いしたことがありますが、誠実な人柄から私もこちらで少し

ですが累積投資をお願いしています。                                                                   

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 NO155    令和 2年刑法犯認知件数対人口比 

 プロ太の小話集  NO155  『 サウナにて 』 


