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 今月の言葉      人生の主人公は自分 
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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      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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

私たちの生活をより良いものにしていくためには、周囲の

条件を整える必要もあるでしょうし、身近な人に自分の 

考えを理解してもらうことも大切でしょう。 

しかし一番大切なことは、自分自身の考えを、より良い方

向に変えていくことではないでしょうか。 

私たちの心は、自分の事由にはたらかせることができます。 

その分、しっかりした指針が必要です。 

自由自在にはたらかせることのできる心をより良く生かして、感謝と喜びをもって、 

主体的に歩んでいきたいものです。 

https://k-puro.co.jp/
https://saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
https://www.endpolio.org/ja
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 今月の良い話    人生繁栄の法則 

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    人の痛みが分かる本当のチャンピオンになれ 

2000 年のシドニーオリンピックを振り返ってみて非常に嬉しいことがあります。 

一つは篠原信一が決勝戦で負けましたね。 

誤審ではないかと私も抗議しましたが、篠原は「あれは自分が弱かったから負けた」 

「審判に不満はない」という発言をしました。 

篠原は、たとえあれが自分の一本ではなくて相手の有効になったとしても、本当に自分に 

力があったら、残り時間は十分にあったし、あの後で勝てたはずだ。 

本当の力が自分になかったから、それを取り戻せなかっただけで、そういう意味で自分に 

絶対的な強さがなかった、と。 

それから「審判に不満はない」というのは、審判が間違えるような、そんな試合をした自分

に責任がある。 

誰が見ても納得するような柔道をしなければいけなかったんだ、ということです。 

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

他人を云々するのではなく、それに対して自分がどうすべきであっ

たかと、自分自身を深く見つめる。 

ああいうことが起きて、初めて彼が本当はどういう人間なのか、 

どういうことを大事にしているのか、それが明らかになったと思う

んですね。そこには人間として非常に大事なことが含まれていると

思うのです。我われは何か事が起こるとすぐに人を批判します。 

だけど、人を批判しても何の解決にもならないんですね。 

それに対して自分はどうあるべきか、自分は何ができるのか、すべ

てを自分に置き換えて考えていかないと、何も解決しないんです。 

篠原は見た目は、無骨でぶっきらぼうな男ですけど、今回のことで彼の人間性を見たような

気がするんです。 

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

もう一つは初日に野村忠宏が 60 キロ級で優勝しました。 

前の日に試合のあった人間は、次の日の人間が力を出し切ることができるようそばに付き人

として付くということを、前もって決めていたんですね。 

それで試合が終わった日は、野村は明け方の 4 時頃までマスコミの対応をし、 

次の日も朝 8 時から対応して、それが終わってお昼の 12 時に試合会場に、車の中でハンバー

ガーを食いながら駆けつけて、中村行成の付き人をやったんですよ。 

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

それで中村が負けた。負けて控え室に帰ってきて、がっくりと座り込んで着替え始めた。 

その時、野村が中村の柔道着をものすごく大事に大切に一所懸命畳んでいるんです。 

付き人は試合に向かうまでですから、そこまでやる必要はないんです。 

それなのに負けた中村の柔道着をものすごく愛しそうに丁寧に丁寧に折り畳んでいる。 

その野村の姿を見た時、我われコーチもものすごく心打たれた。 

ああ野村は人間的にもまた成長したな、人の痛みが分かる本当のチャンピオンになったな、 

と思ったものです。 

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

山下 泰裕（JOC 会長）                  記事提供 致知出版社 
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家を不在にしている間に忍び込まれる空き巣被害。                  

複数の窃盗事件で、12 月 7 日に判決を受けた 41 歳の男。（懲役 2 年 6 ヵ月の実刑判決）                        

捜査関係者などによると、空き巣だけで生計を立て、総額5000万円以上の盗みを繰り返した。

わかっているだけで 234 件。                             

なぜ男は 10 年近くも逮捕されず、金品を盗み続けることができたのか？          

そこには男が独自に作り上げた驚きの“おきて”があった。男のおきては次のとおり。    

１つ 防犯カメラのない家を狙う                              

２つ 留守の家を狙う                                  

３つ 靴を脱いで室内を荒らさない                             

４つ 庭がきれいな家を狙う                                

５つ 日没から午後 9 時までの間に行う                         

６つ タンス預金をする高齢者宅を狙う                                     

７つ 無施錠の窓や扉を狙う                               

人目を避け、誰も傷つけず、速やかにおきてを忠実に守り盗みを実行する男のおきて。            

庭が綺麗に手入れをされている家は、家主が几帳面で現金も引き出しに入れておくことが 

多く、現金を見つけやすいと供述していた。                     

 

 

娘 「パパに紹介したい人がいるの・・」 

父 「お前もそういう年頃か・・、相手は何歳だ？ 年収は？」 

娘 「三十五歳で年収は・・・確か二百とちょっとくらいよ、残業も多いみたい・・」 

父 「その歳でその程度か、ろくな会社ではないな・・・ブラック企業じゃないか」 

娘 「パパの会社の社員なんだけど」 

父 「・・・・」 

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

今月の表紙の花 ：パンジー「思い出 陽気さ」                               

今年は一年を通しコロナ一色でした。そのような中でオリンピック・パラリンピックが日本

で行われ、たくさんのメダルを獲得され、感動を与えてくれた選手の皆さんに感謝します。  

とても感慨深い思い出となりました。                        

緊急事態宣言が解除されてからは経済が少しずつ動き出した感があります。       

しかし知り合いのドクターは、第 6 波は必ず来ると断言されていました。決して油断される

ことなく感染対策を充分に行い、来年は誰もが明るく陽気な一年になるといいですね。                                                                            

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 NO165   令和の大泥棒７つのおきて 

 プロ太の小話集   NO165  『 娘の結婚相手 』 


