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 今月の言葉      「聞く」から「聴く」へ 
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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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

一つ屋根の下で暮らす家族との間では「相手のことはよ

く分かっている」という錯覚を持ちやすいものです。 

しかし本当に心を通わせ合うためには、具体的な努力が

必要なのではないでしょうか。 

大切なことは、なんといっても会話です。自分の話をう

わべだけで聞かれているとしたら、不満が膨らんでいくものでしょう。身近な間柄であれば

あるほど、それは大きなストレスになります。ただなんとなく「聞く」のではなく、お互い

に相手の言うことを心でしっかりと受け止めようとする「聴く」姿勢が大切なのです。 

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/ajuga-hanakotoba/
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 今月の良い話    物事を成就させる秘訣 

第 1 次南極観測隊の副隊長兼越冬隊長を務めた理学博士の西堀栄三郎さんは、 

ご自身の体験をもとに物事を成就する秘訣について興味深い話をされています。 

そこに示されているのはリーダーとして組織を纏める上での大切な心得です。 

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

大事なことは目的をはっきりさせることですね。 

なんのために私たちはこういうことをするんだということを、まずはっきりさせる。 

目標じゃない、目的です。 

それをはっきり認識させる。  

それから、みんな、その目的に対して忠誠をお互いに誓うわけです。 

隊長とか人間に対して誓うんじゃなくて、目的に対して忠誠を誓うわけです。 

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

そしてその次はその人たちを常に倦ましめない、退屈させないこと。 

次から次へと具体的な仕事、共同でやる仕事を与えることです。 

その時に大事なのは、仕事というものの喜びがどこにあるかということを

考えることです。 

それは結局、その人がどれだけ人間らしく、 

創意工夫を働かせたかということに尽きる。 

つまり、きのうよりきょう、きょうよりは明日というふうに、 

なにがしかの進歩がそこにあるように工夫をさせるということです。 

創意工夫を少しずつでも働かす、そうして困難なことがあっても、 

創意工夫によって克服し得ますとね、その人はえらい張り切るようになる。 

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

そして同時にね、みんなで感謝することです。 

「あぁよかったなぁ」「よくやるなぁ」と。 

さっき言った目的に近づいていることに対して

意識し、感謝する。 

そうすると、みんな、ものすごい張り切ります。 

一例をいいますと、我われのパンはコックさん

が毎朝、焼いてくれる。 

パンはイーストをあたためて発酵させて作るん

です。 

彼は自分の寝袋の中へイーストを入れたやつを抱いて寝る。 

それをみんなに食わしてくれる。 

「あぁ、こんなにうまいパンは東京では食えんな」 

と言うとですね、彼はますます張り切って焼いてくれる。 

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

こういうと、私がなんだか、上手いこと操ったように聞こえるかもしれんが、 

決して操ってたわけではなくて、そういうふうにやることが正しいと信じて、 

自分も行動しているということですな。 

結局、働きたい、考えたい、喜ばれたいという欲求が人間にはあります。 

これを生かしてやれば、意欲というのはますます強くなっていきますね。 

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

故 西堀 栄三郎（理学博士）                  記事提供 致知出版社 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fshirakiji.net%2Fgraduate_map%2Ftannken%2F&psig=AOvVaw3HVxSYBda5kmxl-K8Ti3H8&ust=1619156796804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLig2KCTkfACFQAAAAAdAAAAABAI
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今月の良い話    やったほどのことは必ず自分に返ってくる 

私は貧しい農家の子として生まれました。きょうだいは 6 人いて私は 4 番目。 

父は大酒飲みで、たくさん晩酌をしていました。 

私が小学 4 年生の時だったか、父が酒を飲んで分からんようになって帰ってきて、 

しばらくして玄関で目を醒ました時に、 

「百姓は貧乏じゃ。なんぼ働いても貧乏じゃ。だから頼むけん、おまえはこれから心を入れ 

替えて勉強して学校の先生になれ。おまえは勉強したら先生になれる」 

と泣きながらそう言うんです。それで私は頑張って学校の先生になろうと思いました。 

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

高校 3 年生の時、担任だった国語の先生が 

「いまは女性の体育教師が不足しとるから、 

大学に行って体育教師の資格を取れ」と。 

だけど、私は学校の授業で一番苦手なのが体育だったの。 

体育さえなかったら、高校生活はパラダイスだと思っていたんです。 

そうしたらその先生が 

「おまえが体育が苦手なのは分かっとる。だけど、体育が苦手な 

人間が先生になれば、体育が苦手な生徒を全部好きになれる。 

得意な教科の教員になると、苦手な生徒の心が見えん。嫌いな 

科目の先生になることが立派な教師になる秘訣だ」とおっしゃる。 

船乗りになった兄が幸いにも学費を用立ててくれて、 

東京の日本女子体育短期大学（現在の日本女子体育大学）に進むことができました。 

1 年生の時は「あなたは体育ができんから、荷物をまとめて帰りなさい」と何回も言われまし

た。でも不思議ですね。 

「負けてなるか」と朝 4 時に起きて誰もいない体育館でバレーボールやバスケットボール、

跳び箱などの練習をしていると、6 か月で皆から褒められる学生になったんです。 

不可能は可能になるものなんですよ。これは命懸けでやってみないことには分からない。 

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

最初に勤めたのは東京の田園調布の中学校でした。 

いまでは考えられませんが、60 年以上前の田園調布には金持ちの子と貧しい家の子の両方が

いて、私は貧しい子供たちのためにおにぎりを持って通勤していました。 

教室で皆がお昼ご飯を食べる時、一人の男の子がじっと下を向いている。 

「あんた、先生のご飯食べてくれる？ 先生はお昼ご飯は苦手なの。 

恥ずかしかったらトイレで食べてもいいよ」とそっとおにぎりを渡すと、 

「いいんですか」と言って 1 人でトイレで食べていました。 

12、3 歳の子というのはものすごくお腹が空くんです。 

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

その子とは東京でたった 1 年間の出会いだったんです。 

その子がいまも年に 1 回は千葉から愛媛に遊びに来ますよ。 

「先生が僕を一人前にしてくれた」と言って。 

人間はね、自分が欲さえ持たなかったら、やったほどのことは必ず自分に返ってくる。 

だから、どうか「こんなことをして何になるだろう」などとは思わないで、 

誰かのために何かやっていただきたい。それが一番の願いですね。 

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

塩見 志満子（のらねこ学かん代表）              記事提供 致知出版社 
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◆政府からのコロナウイルス対策の現金給付の手続を装い、虚偽のサイトへ誘導するショー

トメールが送られてきた。                            ◆

◆水道局を騙り「新型コロナウイルスがついているので、除去するのにお金がかかる。」な

どと申し向けられた。                              ◆

◆労働局職員を騙る者から、「コロナ対策で助成金が出る。マスクを送付する。手続きのた

めの口座を登録して欲しい。」などと電話があり、無人ＡＴＭに向かうよう指示があった。

◆自宅に注文していない荷物（マスク）が自宅に届き、代金を支払った。◆◆◆◆◆◆◆          

◆息子を騙る男から「保証人になっていた知人の会社が倒産し、借金をしてしまった。」◆   

「銀行の窓口では『コロナウイルスの関係で手元に資金が欲しい』と説明して。」と電話が

あり、銀行でそのとおりの説明をして、現金を引き出して騙し取られた。◆◆◆◆◆◆           

◆役場の特別定額給付金担当者をかたり、「コロナウイルスの給付金関係で文書を送った。

届いているか。」等という虚偽電話がかかってきた。 

 

去りゆく大会社の社長が、次期社長に 2 通の手紙を渡して言った。 

「会社が危機に直面したら 1 通目の手紙を開けなさい。                  

あなたを助ける方法が書いてあります。                         

それでも駄目なら、2 通目を開けなさい。あなたを救う方法が書いてあります。」 

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

間もなく会社は経営危機に陥る。新社長は先代の言葉通り 1 通目の手紙を開けた。 

中にはこう書いてあった。 

『すべてを私のせいにしなさい。』 

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

新社長は手紙の通り、全てを先代のせいにした。 

しかし、会社の経営状態はいっこうに好転しなかった。 

困り果てた新社長は、遂に 2 通目の手紙の封を切った。 

中にはこう書いてあった。 

『あなたも 2 通の手紙を書きなさい。』

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

今月の表紙の花 ：アジュガ「心休まる家庭」                        

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

4 月 25 日から 5 月 11 日までの間、3 回目となる緊急事態宣言が東京・大阪・兵庫・京都の 4

都府県に発出されました。どうせなら東京都に隣接する神奈川・埼玉・千葉にも出しても良

かったのではと個人的には思います。まん延防止措置との違いが今一つよくわかっていませ

んが協力は惜しみません。コロナ禍の中、我が家のブームは妻と愛犬との公園巡りピクニッ

クです。今の季節は外で食べるお弁当が最高です。こんな感じで気分転換しています。                                                                    

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 NO157    コロナウイルスに乗じた詐欺事例 

 プロ太の小話集  NO157  『 次期社長への手紙 』 


