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 今月の言葉      「生きる手応え」を感じるとき 
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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      弊社のセキュリティプランに SECOM・ALSOK・CSP のインフラを使用 

防犯カメラ    周辺環境・建物構造・人的要因・犯罪データを分析し有効適切な位置へ設置 

メンテナンス  消防設備点検・工事から AED 斡旋のメンテナンス業務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

私たちが「生きる手応え」を感じるのは、自分が誰かの役に立っ

ていることを実感できたときではないでしょうか。 

そのためにはまず人に笑顔で接し、温かい言葉をかけることです。 

この世に生きていることを喜び合い、お互いの持ち味を認め合う

心を、その行為に込めていくのです。 

誰しも自分を認めて欲しいという願望があるものですが、大切なのは相手を認めることでし

ょう。人に喜ばれることほどうれしいことはありません。 

それが自分の「生きる手応え」にもつなが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/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
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 今月の良い話    経営者が断じて避けるべき 6つの「悪弊」 

シェル石油、日本コカ・コーラ、ジョンソン・エンド・ジョンソンーー。 

名立たるグローバル・エクセレント・カンパニー６社で社長を務めた経営のプロフェッショ

ナル新将命さん。新さんは「伸びる、成長する企業と、ダメな、倒産する企業を分ける最大

の要因は“社長の品質”に尽きる」といいます。 

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

リーダーに求められる人間力というのは、古くて新しいテ

ーマである。日本人は江戸時代から、人の上に立つ人のあ

り方を『論語』や『大学』などの「四書五経」を教科書と

して学んできた。ところが、それほど長く学んでいながら、

我々の人間力はなかなか進歩しない。 

我々は人の上に立ったとき、ついつい『論語』や『大学』

が教示している「あるべき振る舞い」を行わず、得てして

「あるべからざる行動」をとってしまう。 

人の上に立つ人が陥りがちな、あるべからざる悪弊とは概ね次の６つである。 

 

1．人に勝ちたがる 

人の上に立つ人、社長やリーダーは経験と実績のある実力者である。 

いわば勝利の歴史を経てきた人たちだ。それゆえ負けることを極端に嫌う。 

この気持ちは困難を乗り越えるレバレージ（梃子）となる反面、オレがオレがという自己 

中心的人間に自分を追い込みやすい。 

 

2．自分の欠点や過ちを聞くことを恥じ、嫌がる 

耳に痛いことを言われることを嫌うのも、人の上に立つ人が陥りやすい隘路だ。 

 

3．口達者 

巧言令色鮮し仁といわれるように、饒舌であることは人間力にプラスとはならない。 

社長やリーダーは聡明才弁より「聴き達者」であるべきだ。 

 

4．聡明をてらう 

いわゆる秀才型の社長や自称インテリの悪弊である。 

聡明で弁が立つことは悪いことではない。だが、学問的な知識はスキルである。 

スキルだけでは、人は喜んでついてこない。 

 

5．わざと威厳を繕う 

大方の社長やリーダーは、社員や部下から偉い人と認められたいと思っている。 

そのため、つい意識して威厳を保とうとする。 

しかし、威厳とは周囲の人が「威厳あり」と感じるものであり、自ら繕うものではない。 

 

6．我がまま勝手で我意を押し通す 

   公正であるべき判断や評価を恣意的に壟断することも、社長やリーダーが犯しがちな過ち 

である。いわゆる情実人事というものだ。 

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

新 将命 ｱﾀﾗｼﾏｻﾐ（国際ビジネスブレイン社長）          記事提供 致知出版社 
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今月の良い話      野村克也監督の名言 

南海、ヤクルト、阪神、楽天の４球団の監督を務めること通算 24 年。            

名将として、これまでに多くの選手やコーチを育成してきた野村克也さん(享年 84)。        

生前、月刊『致知』のインタビューで多くの金言を残しています。 

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

・思想が二流の人間は伸びない 

素質は一流でも思想が二流の人は伸びない。 

二流の思想が一流の素質を阻害してしまうケースが

よくみられます。 

少し能力があるばかりに努力なんてちゃんちゃらお

かしいという気分になって、野球をなめ気を抜く。 

故障してもこれ幸いと休みたがる。 

こういう人は思想が二流の人です。 

 

・準備怠るべからず 

「運」に期待してはいけない。運は結果論である。 

ただし、一生懸命努力していれば必ず運が向いてくると信じて、準備を怠らないことである。 

鍛錬して準備していなかったら、運が来ても逃がしてしまう。 

「備えあれば憂いなし」である。 

 

・夢や目標が人を敏感にする 

人生に大きな夢をもっている人というのは敏感である。 

目標意識がはっきりしている人は敏感である。 

目標がしっかりしていると、ものごとに肯定的になるから、それが敏感にするのであろう。

人間の最大の悪はなんであるか、それは「鈍感」である。 

 

・２４時間の使い方 

どうしたらうまくなれるか、どうしたら一軍に上がれるかって、２４時間そればかり考えて

いましたね。でも最終的には、一日２４時間の使い方だな、と思いました。 

 

・変化のタイミング 

結果が出ていない以上、これまでと同じことをやっても同じ結果になるだけです。 

変わらなければいけない。 

 

・誰にもプロの能力はある 

ほとんどの人が、自分の能力、才能を知らずに死んでゆく。プロの条件なんて何もない。 

誰でもプロになれると思うんです。高いレベルを目指そうという、その気さえ持続していれ

ばプロになれると思います。人間は誰しも何らかの才能を持って生まれてくるそうです。   

その才能に気づき磨いた者が幸せをつかむのではないでしょうか。 

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

故 野村 克也                       記事提供 致知出版社 
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首都圏などで水道メーターの盗難が相次いで発覚し

ている。東京都板橋区で狙われたのは入居前の新築

住宅７軒。大阪市や千葉県でも被害が相次いでいる。   

都の水道局の担当者は「転売するにも刻印された識

別番号を削る必要があり、手間がかかるはずだ。   

なぜ盗難が続くのかわからない」と困惑する。            

盗まれた水道メーターは住宅の敷地内に埋め込まれ

たボックス内にあった一般家庭用で口径 20 ミリ。                

単価は 3,440 円で、被害総額は 2.4 万円に上るという。             

都内ではこれまでも盗難が繰り返されてきた。過去 10 年間での被害は 300 個近く。

2012 年には、江戸川区の倉庫内に保管されていた 94 個（被害総額 24.5 万円）が、

17 年には豊島区の解体中のビルにあった 45 個（同 16 万円）が盗まれたという。

都外でも、千葉県では今年度、船橋、市川、千葉の３市で解体作業中の現場など

から計４個が盗まれた。大阪市では昨年度、約 100 個の被害があった。                 

いずれも狙いは不明だが、各自治体の担当者は「部品に使われている銅の転売目

的ではないか」との共通した見解を示す。  

 

2 人パイロットがコックピットに座って飛行機を操縦していた。 

しばらくすると正パイロットの帽子が落ちたので、                  

副パイロットが「サー、帽子が落ちました。｣とうながした。 

すると正パイロットは「フライト中だって言うのに、『落ちた』はないだろう。『無事着陸

した』とか言うセンスはないのか？」と唇を尖らせて言った。              

副パイロットが「申し訳ありません。」と言いながら帽子についた埃をはたき、丁寧に正パ

イロットに帽子をかぶせながら言った。 

「はい、これで大丈夫です。ちゃんと頭にはまりました。これで絶対に『無事着陸』するこ

とはないと思います。｣

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

今月の表紙の花 ：アマリリス「誇り」                         

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

今、日本人として一番の誇りは、MLB で大活躍の大谷翔平選手

ではないでしょうか？                                   

打者としてもホームラン競争を繰り広げ、ピッチャーとしての 

奪三振率と自責点もメジャーでトップクラスです。          

K-PURO NEWS の121号で大谷選手の目標達成シートを紹介し

ました。今後、このマンダラシートの活用方法が再度、日の目を浴びることになるでしょう。                                       

気になられる方は K-PURO の HP から K-PURO NEWS のバックナンバーをご参照下さい。                                                                    

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 NO158    水道メーターの盗難 

 プロ太の小話集   NO158  『 無事着陸 』 
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